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《 西部公民館祭開催のご案内 》　　

1 1月８日（金）・９日（土）・10日（日） の３日間にわたり

　　第23回　西部公民館祭2019　を開催します。

　

《 西部公民館 図書室 新着図書のご紹介 》
　図書室に新たに取り揃えた主な図書をご紹介します。

　

百田尚樹

書籍名 著者名

さよならの儀式 宮部みゆき

渦　妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美

夏物語 川上未映子

畠中　恵

精神科医がつかっている「ことば」セラピー 上月英樹

おうち昼ごはんお助け帳 福岡直子

奇跡の地形

　　　　　　　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。
　　　　　　　また,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のでぜひお越しください。

西部公民館だより 　　〒 020-0134 盛岡市南青山町6-1
　　TEL 019-643-2288　FAX 019-645-2504
　　URL http://www.city.morioka.iwate.jp/

2019年9月28日

ボク モグランピア　応援団長はさかなクン 朝日小学生新聞社 編

いわての渓流・川釣り　令和版 岩手日報社 編

疲れたら動け 小林正幸

世界一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー

MGC　マラソンサバイバル

書籍名 著者名

希望の糸

蓮見恭子

ﾓﾀﾞﾆｽﾞﾑﾐｽﾃﾘ傑作選

宮腰　圭

 西部公民館利用サークル団体の皆様が日頃の活動成果を展示・発表するほか，

 楽しいイベントも多数用意しております。 ぜひご来館ください。

月まで三キロ 伊与原　新

飛雲のごとく あさのあつこ

美しき愚か者たちのタブロー 原田マハ

カザアナ 森　絵都

てんげんつう

東野圭吾 夏の騎士

天気の子 新海　誠 でこぼこホットケーキ よしだあつこ

長山靖生 編

ずっとずっと友だちだよ　病院勤務犬ミカの物語 若月としこ

藤原治（監修）

スーツケース収納術 三田村蕗子

肩こり首痛ねこ背が２週間で解消　巻き肩を治す

 

 

 

８日（金）～10日（日） 

★ 作品展示  フラワーアレンジ，写真，手芸，絵画，陶芸など20団体が出品します。 

★ チャリティーバザー  キッチングッズ，小物入れ，エコバッグ，エプロンなどの販売 

                   （収益金は県内沿岸地域の子育て支援活動に充てます。） 

9日（土）,10日（日）のイベント（ 今年は舞台発表が2日間に分けての開催となります。） 

★ 舞台発表      合唱，合奏，ダンス，中国武術など19団体が出演します。          

★ お茶会      表千家茶道同好会 萩の会が茶会を開催します。1席300円          

★ 手打ちそば    盛岡手打ちそばの会が手打ちのおそばを1食400円で提供します。 

★ 手作り小物の販売会  手づくりの小物を販売します。(収益金は災害支援として被災地に寄付します。) 

★ こども囲碁教室   有段者と楽しく対局できます。 
 

○ゲストイベント   

☆ ８日（金），９日（土）は，カナンの園ヒソプ工房が手作りお菓子の販売を行います。 

☆ ９日(土)，10日(日)は，復興支援おおつちおばちゃんくらぶが大槌町の特産品等の販売を 

  行います。   

  内 容 



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
「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

10/４（金）
10時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「Windows10基本操作」

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,100円

10/9（水）
10時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「タブレット端末で楽しもう！」

16名 テキスト代 300円
10/16（水）
10時から電話で

パソコン教室
「かんたん！エクセル入門」

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,650円

10/18（金）
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

10/23（水）
10時から電話で

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

10/25（金）
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！」

20名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

11/6（水）
10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 1,620円

11/12（火）
10時から電話で

〇　そのほかの講座・教室・催し物など

講　座　名　等 対象･定員等 受講料･教材費 受　　付

近世・近代史講座
（近世・近代には歴史上興味深い出来
事が数多く起こっています。この講座
では様々なテーマで学びます。）
①不来方から盛岡へ～石垣が語るお城の
遷り変わり～　②岩手の金山開発の成り
立ち　③藩政時代の経済活動

156名
　受講料 500円
（全3回分）

申込みは不要
当日公民館で受付

 ふたばわらべうたおはなし会
（楽しいわらべうたや絵本の読み聞かせ
を行います。）
　①10時～10時40分
　　☆ 1歳3カ月～3歳向け
　②10時50分～11時10分
　　☆ 0歳～1歳3カ月向け

3歳以下の
乳幼児とそ
の保護者

　無料
申込みは不要
当日公民館で受付

（託児付き講座）
子育てママのリフレッシュ講座Ⅲ
第1回：リンゴのおやつ作り
第2回：リース作り

子育て中の
お母さん方
　16名

　受講料 500円
　材料費 1,500円

10/18（金）
10時から
電話で

54名 　無料
申込みは不要
当日公民館で受付

10/25　(金)
10時～12時

11/19(火)～11/22(金)
全４回　9時半～12時

10/29(火)・10/30(水）
 全２回　10時～16時

テクノ（株）

11/6(水)～11/8(金）
全３回　9時半～12時半

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

10/23　(水)
10時～15時

10/17　(木)
10時～15時

11/21(木)・
　　11/28(木）
　全２回
 10時～11時35分

第1回：ホームメイ
ドクッキング講師
　　　新井貞子さん
第2回：生け花教室
　　　指導者
　　　村井順子さん

11/22（金）

 13時半～15時半

　名作映画会
（上映作品）
　「アンダンテ～稲の旋律～」
　（2010年公開，上映時間：107分，出演：新妻聖子 他）
　　音楽教師を目指すも挫折したヒロインが、自然農業に取り
　　組む男性と出会い、生きる喜びを再発見する感動ドラマ。

開催日時・回数

10月, 11月の講座 ・ 教室等開催情報

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。

いわて
シニアネット

11/12(火)～
11/14(木）

全３回　9時半～12時半

11/27(水)・11/28(木）
 全２回　10時～16時

テクノ（株）

講　師　等

①盛岡市遺跡の
　学び館
　佐々木亮二さん
②考古学研究者
　髙橋與右衛門さん
③東海大学
　兼平賢治さん

（語り手）
「のはらのうた」の
　皆さん

11/20(水)・
　　12/18(水）
毎月 第３水曜日
 10時～11時10分

 11/2，11/16，
　　11/30
　土曜　　全３回
 10時～12時



☆ 10月の講座･行事 予定

　　西部公民館で10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 火

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）かんたん！ワード入門　10:00～16:00

　初心者のための囲碁教室　13:30～15:00

3 木

4 金 　盛岡の農業（㈲田鎖農園・松本りんご園見学等）9:30～14:30
ひだまり談話室
13:30～15:30

5 土 　ちびっこ広場映画会　10:30～11:40

6 日

7 月 　休館日

8 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセル実践編　9:30～12:00

9 水 　初心者のための囲碁教室　13:30～15:00

　こんにちはママさん講座「とことこコース」（第３回目）　10:00～11:30

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセル実践編　9:30～12:00

11 金

12 土 　古代・中世史講座（中世の城館と北奥大名の動き）10:00～12:00

13 日

14 月 　体育の日（開館，夜間休館）

15 火 　休館日 ＊

　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10

　初心者のための囲碁教室　13:30～15:00

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）デジカメ写真のPC取込・整理　10:00～15:00

　こんにちはママさん講座「とことこコース」（第４回目）　10:00～11:30

18 金

19 土

20 日

21 月 　休館日

22 火 　即位礼正殿の儀の行われる日（開館，夜間休館）

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

24 木

25 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

26 土

27 日

28 月 　休館日

　子育て・食育講座 せきれいおはなし会（前潟保育園 10:30～11:00）

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）かんたん！エクセル入門　10:00～16:00

30 水 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）かんたん！エクセル入門　10:00～16:00

31 木

＊　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。

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）かんたん！ワード入門　10:00～16:00

29 火

　初心者のための囲碁教室　13:30～15:00

せきれいおはなし会（ 前潟保育園 10:30～11:00 ）パソコン・タブレットお助け相談会 10:00～12:00,13:00～15:00

講　座　・　行　事日

2 水

こんにちはママさん講座「とことこコース」（第２回目）10:00～11:30

16 水

10 木

17 木

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセル実践編　9:30～12:00

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセル実践編　9:30～12:00

にこにこルーム　9:00～12:00

ひだまり談話室　13:30～15:30

　岩手バラ会による
　　"ばらの展示"
（ 当公民館 コミュニティホールで展示
　期間：10/５，10/６ ）

 西部公民館活動サークル 「白陶の会」
　作品展　（ 陶芸作品の展示 ）
（ 当館 コミュニティーホールで展示
　　　　　　期間：10/11～10/13 ）

　初心者のための囲碁教室　13:30～15:00



☆ 11月の講座･行事 予定

　　西部公民館で11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 金

2 土 　近世・近代史講座（不来方から盛岡へ）10:00～12:00

3 日 　文化の日

4 月 　振替休日（開館，夜間休館）

5 火 　休館日

6 水 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

7 木  せきれいおはなし会（ 城北小学校 9:30～10:15 ） （夜間臨時休館）

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

 西部公民館まつり 【作品展示・チャリティーバザー・手作りお菓子の販売】 （夜間臨時休館）

9 土  西部公民館まつり 【舞台発表（1日目※）・作品展示・チャリティーバザー・大槌町特産品等の即売】 （夜間臨時休館）

 西部公民館まつり【舞台発表（2日目※）・作品展示・お茶会・手打ちそば模擬店・こども囲碁教室・

 チャリティーバザー・大槌町特産品等の即売】※今年は舞台発表が9日,10日の2日間に分けての開催となります。

11 月 　休館日

12 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30

13 水 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30  せきれいおはなし会（ 城北小学校 9:30～10:15 ）

14 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30

　シニア向けスマホ講座　13:30～15:30

　ひだまり談話室　13:30～15:30

16 土 　近世・近代史講座（岩手の金山開発の成り立ち）10:00～12:00

17 日

18 月 　休館日

19 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

（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

23 土 　勤労感謝の日（開館，夜間休館）

24 日

25 月 　休館日

26 火

27 水  （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ステップアップ！ワード応用　10:00～16:00

【託児付き講座】子育てママのリフレッシュ講座Ⅲ（第２回 リース作り）10:00～11:35

 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ステップアップ！ワード応用　10:00～16:00

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

30 土 　近世・近代史講座（藩政時代の経済活動）10:00～12:00

28 木

水

21 木
【託児付き講座】子育てママのリフレッシュ講座Ⅲ（第1回 おやつ作り）10:00～11:30

8 金

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

講　座　・　行　事日

10 日

「愛宕フォトクラブ」写真展
　（ 当館 コミュニティホールで展示
　　　期間：11/15～11/1７）
 ※愛宕フォトクラブは，中央公民館で
　活動している社会教育関係団体です。

20

15 金

22 金

　管内中学校生徒・作品展示
　（盛岡市立北陵中学校生徒による
　　絵画・技術家庭科・美術・書道等の
　　作品の展示）
　（ 当館 コミュニティーホールで展示
　　　期間：11/20～11/29　）

 名作映画会（上映作品：アンダンテ～稲の旋律～)13:30～15:30


