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　《 西部公民館 図書室の利用について 》

　　西部公民館には１階に図書室がございます。図書室は，盛岡市及び盛岡市近隣市町村にお住まいの方なら 

　どなたでも図書室の本を借りることが出来ます。今回はその利用の仕方などについてお知らせいたします。

〇　利用者登録について

　利用には登録が必要です。図書室受付カウンターでお申し込みください。 

《登録の仕方》

　カウンターで登録手続きをしていただきます。（幼児・小学生の登録は保護者同伴でお願いします。）

　・申込書に氏名・住所・電話番号等を記入していただきます。

　・個人貸出証を発行します。（貸出証は利用の際に必要となります。なお，貸出証には有効期限があります。）

　 〇　貸出冊数　１回の利用につき，1人５冊まで貸し出します。 

〇　貸出期間　２週間以内です。 

〇　図書の貸出延長について 

　貸出期間は２週間延長できます。図書室に延長したい本をお持ちください。また，電話でも受け付けます。

〇　図書の予約について 

　借りたい本が貸出中の場合は，予約することができます。カウンターでお申し込みください。 　　　　　

　なお，次の貸出予約が入っている本は延長して借りることができません。

　図書室から貸出準備完了の連絡をしますので，連絡後,1週間以内に取りに来てください。

《 西部公民館 図書室には・・・ 》　　

☆小説・エッセイ・歴史書・実用書・絵本・児童書・中高生向け図書・辞書・雑誌などがあります。 

☆県立図書館から蔵書の一部を年２回借り受けています。☆新刊(新しい本や話題になっている本)も取り揃えております。 

　《 西部公民館 図書室 新着図書のご紹介 》
　４月から５月にかけて図書室に新たに取り揃えた主な図書をご紹介します。
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  利用時間 午前９時～午後５時 

       火曜日から土曜日の午後５時～９時は事務室で返却のみ受け付けます。（日曜日は５時まで） 

  休室日  公民館休館日の毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）,年末年始などはお休みします。 



〇　パソコン関係講座・教室

講　座　名 対象･定員 受講料･教材費 受　　付

じっくり学ぶパソコン教室
「ワードを始めよう！」

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,400円

6/4（火）
10時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「パワーポイントにトライしよう！」

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

6/5（水）
10時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「パソコンを始めよう！」

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,200円

6/18（火）
11時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「ワードで作る暑中見舞い」

16名
受講料 1,500円
テキスト代 500円

6/19（水）
11時から電話で

パソコン教室
「ステップアップ！ワード応用」

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,933円

6/20（木）
11時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「エクセルを始めよう！」

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,400円

7/4（木）
10時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「デジカメ写真のPC取込み・整理」

16名
受講料 1,500円
テキスト代 500円

7/9（火）
10時から電話で

〇　そのほかの講座・教室など

講　座　名　等 対象･定員等 受講料･教材費 受　　付

 初心者のための剪定教室
（庭木の枝の切り方や時期など剪定の基本
を学ぶ。）

20人
受講料　500円
（全2回分)

6/18（火）
10時から電話で

（託児付き講座）
子育てママのリフレッシュ講座Ⅰ
（第1回：心すっきりアロマヨガ
　第2回：体がよろこぶハーブティー）

子育て中の
お母さん方
　16人

受講料 500円
材料費 600円

6/18（火）
10時から電話で

9時半～
15時15

分

 岩手の伝統・文化講座
「盛岡のお寺さんめぐり」
（報恩寺等のお寺を見学し，その歴史と所
蔵する文化財等について学ぶ。）

30名
受講料 500円
保険料 約28円

6/20（木）
10時から電話で

 介護教室
（介護の心構えと実際の介護の仕方，認知
症に関する基礎知識などを介護施設の見学
も含めて学ぶ。）

20人 受講料 　無料
6/28（金）
10時から電話で

 初心者のための英会話講座
（世界の共通言語でもある「英語」で挨拶
や日常会話を学び，英会話を楽しむ。）

20人
受講料　500円
（全3回分)

6/25（火）
10時から電話で

 初心者のための俳句教室
（俳句の基礎を学び，俳句作品の鑑賞や実
際に作句して句会での添削指導を受けて俳
句への理解を深める）

14人
受講料　500円
（全3回分)

6/27（木）
10時から電話で

7/24　(水)
10時～15時

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

　　　　西部公民館で開催される各種の講座・教室等の申し込み等に関する情報を次のとおり
　　　　お知らせいたします。

講　師　等

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

開催日時・回数

6/18(火)～6/21(金）
 全４回　9時半～12時

6/12(水)～6/14(金）
全３回　9時半～12時半

7/6　(土)
10時～15時

いわて
シニアネット

7/9(火)～7/12(金）
 全4回 18時半～21時

テクノ（株）

7/17(水)～7/19(金）
全３回　9時半～12時半

  6月, 7月の講座 ・ 教室等開催情報

7/2(火)～7/4(木）
全３回　9時半～12時半

講　師　等

J'ｓイングリッシュ
クラス講師
JamesHareyamaさん

（有）豊香園
会長　藤村孝史さん

各お寺の住職

開催日時・回数

 7/9(火)・7/23(火)
 8/6(火)
　全３回
　13時半～15時半

岩手県俳人協会
副会長 澤口 航悠 氏

 6/27(木)，7/4(木）
　全２回
　10時～12時

 7/5(金)，7/12(金）
　全２回
 　10時～11時半

第1回：櫻田正美さん
第2回：桂　倫子さん

 7/10(水)・7/17(水)
 7/24(水)
　全３回
　10時～12時

　7/11～8/1
　毎週木曜　　全4回
　10時～12時

青山和敬荘職員

 7/10(水)



☆ 令和元年６月の講座･行事 予定

　　西部公民館で６月に開催される各種の講座・行事等に関する情報を次のとおりお知らせいたします。

1 土 　ちびっこ広場映画会　10:30～11:40 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）土日で学ぶエクセル応用　10:00～16:00

2 日 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）土日で学ぶエクセル応用　10:00～16:00

3 月 　休館日

4 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）Windows10基本操作　10:00～15:00

　親と子の楽しいプレイランド　10:00～11：30

　パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

6 木 　音声訳ボランティア養成講座　13:30～15:30

7 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）タブレット端末で楽しもう！　10:00～12:00 　ひだまり談話室　13:30～15:30

8 土

9 日

10 月 　休館日

11 火

　パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30

13 木 　音声訳ボランティア養成講座　13:30～15:30 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30

14 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30 　ひだまり談話室　13:30～15:30

15 土 　盛岡市制施行130周年記念講座（北田親氏市長について）10:00～12:00

16 日

17 月 　休館日

18 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パワーポイントにトライしよう！　9:30～12:00

　（ﾊﾟｿｺﾝ教室）パワーポイントにトライしよう！　9:30～12:00

　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10

20 木 　（ﾊﾟｿｺﾝ教室）パワーポイントにトライしよう！　9:30～12:00

21 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パワーポイントにトライしよう！　9:30～12:00 　ひだまり談話室　13:30～15:30

22 土 　(　夜間臨時休館　）

23 日

24 月 　休館日

25 火 　せきれいおはなし会（青山小学校 9:25～10:10）

26 水 　パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

27 木 　初心者のための剪定教室　10:00～12:00

28 金 　パソコン・タブレットお助け相談会　10:00～12:00，13:00～15:00

29 土

30 日

＊　毎週月曜日は休館日ですが，月曜日が祝日と重なったときは，その翌日を休館日とさせていただきます。

　大森勤水彩画習作展
　（ 当館コミュニティホールで展示
　　6/11～6/16 ）

　パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

講　座　・　行　事日

学校図書ボランティア・学校司書研修会　10:00～16:00

5 水

12 水

19 水



☆ 令和元年７月の講座･行事 予定

　　西部公民館で７月に開催される各種の講座・行事等に関する情報を次のとおりお知らせいたします。

日

1 月 　休館日

2 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

3 水 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

　初心者のための剪定教室（大新小学校　10:00～12:00 ) （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

　せきれいおはなし会（ 大新児童館 15:30～16:00）

5 金 　【託児付き講座】子育てママのリフレッシュ講座Ⅰ（第1回 心すっきりアロマヨガ ）10:00～11:30

6 土 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードで作る暑中見舞い　10:00～15:00

7 日

8 月 　休館日

　初心者のための俳句教室　13:30～15:30

　せきれいおはなし会（城北小学校 9:30～10:15）

　初心者のための英会話講座　10:00～12:00 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ステップアップ！ワード応用　18:30～21:00

　介護教室（青山和敬荘　10:00～11:30 ） にこにこルーム　9:00～12:00

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）ステップアップ！ワード応用　18:30～21:00

　【託児付き講座】子育てママのリフレッシュ講座Ⅰ（第2回 体がよろこぶハーブティー ）10:00～11:30

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）ステップアップ！ワード応用　18:30～21:00 　ひだまり談話室　13:30～15:30

13 土

14 日

15 月 海の日（開館，夜間休館）

16 火 　休館日　＊

　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルをはじめよう！　9:30～12:30

　初心者のための英会話講座　10:00～12:00

18 木 　介護教室（青山和敬荘　10:00～12:00 ） （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルをはじめよう！　9:30～12:30

19 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルをはじめよう！　9:30～12:30 　ひだまり談話室　13:30～15:30

20 土

21 日

22 月 　休館日

23 火 　初心者のための俳句教室　13:30～15:30

24 水 　初心者のための英会話講座　10:00～12:00 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）デジカメ写真のPC取込み・整理　10:00～15:00

25 木 　介護教室（青山和敬荘　10:00～12:00 ） 大新児童館 映画会　14：00～15：00

26 金 　パソコン・タブレットお助け相談会　10:00～12:00，13:00～15:00 　ひだまり談話室　13:30～15:30

27 土 　親子夏休み工作教室　9：30～12：00

28 日

29 月 　休館日

30 火 　せきれいおはなし会（土淵児童センター 13:00～14:00）

31 水

＊　毎週月曜日は休館日ですが，月曜日が祝日と重なったときは，その翌日を休館日とさせていただきます。

12

17 水

4 木

9 火

10 水

11 木

講　座　・　行　事

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）ステップアップ！ワード応用　18:30～21:00

　大館町・大新町町内会
「縄文式野焼き祭り」作品展示
（ 当公民館 コミュニティホールで展示
　期間：7/30～8/4 ）

　岩手の伝統・文化講座（盛岡のお寺さんめぐり）9:30～15:15

「フォト西部」※ 写真展（ 当館コミュニティホールで
　展示　7/9～7/12 ）※フォト西部は西部公民館を利用
している社会教育関係団体です。

金


