
 

 
 
 
 
 
 
 
   

第 25 回企画展「山里の暮らしと保存食」 
当館がこれまで行ってきた聞き取り調査の中から、山里における保存食の役割や、季節に応
じた保存食の種類や作り方などを紹介する企画展。 
【日時】１０月１日（金）～12 月２５日（日）9：00～17：00 
    ※休館日は月曜日（祝日の場合は翌日が休館日） 
【場所】北上山地民俗資料館 ２階 企画展示室 
【対象】どなたでも 
【経費等】通常の入館料（一般 200 円、学生 150 円、高校生以下無料） 
     10 月 29 日～11 月 6 日の期間（休館日は 10 月 30 日）は開館記念日および

「東北文化の日」にちなんで入館料が無料になります。 
【問い合わせ先】北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 
 
 
 
 
 

働く人のための“怒りの感情”マネジメント術 
職場で上司や同僚、後輩の言動にイライラしたり、ついカッとなって怒ってしまったことは
ありませんか？また、人間関係やハラスメントを気にするあまり感情を表に出せず、ストレ
スを感じたことはありませんか？自分自身の思考のクセや感情を理解し、怒りの感情との上
手なつきあい方・伝え方を学ぶことで、怒りに振り回されない自分づくり、ストレスの軽減、
円滑なコミュニケーションを目指します。 
【日時】１０月 ５日（水）１８：３０～２０：３０ 
    １０月１９日（水）１８：３０～２０：３０ （全 2 回） 
【場所】市民交流センター 1 階会議室 
【講師】藤村 七美 氏（シニア産業カウンセラー、CO.CORO サポート代表） 
【対象】関心のある方（１５名） 
【経費等】参加費：無料  持ち物：筆記用具 
【申し込み】 

お申し込みはこちらから ▶ ▶ 

 

宮古市 HP 内の申込フォーム、電話、FAX からもお申込みできます。 
【問い合わせ先】宮古市生活課男女参画・協働推進係 
電話６８－９０８０ FAX６３－９１１０ E-mail sekatsu@city.miyako.iwate.jp 
     

第 25 回企画展「白亜紀みやこの化石」 
日出島海岸から採集された化石を中心に、宮古層群や白亜紀の宮古に生きた生物について紹
介する展示を行います。 

第 1 章 地質時代と宮古層群 
第 2 章 化石の成り立ち 
第 3 章 白亜紀のみやこに生きた生物たち 

【日時】１０月８日（土）～12 月１８日（日） 
【場所】崎山貝塚縄文の森ミュージアム 企画展示室（宮古市崎山第 1 地割 16 番地 1） 
【経費等】入館料：一般 200 円、学生 150 円、高校生以下無料 
【問い合わせ先】宮古市教育委員会文化課 電話６５－７５２６ FAX６５－７５０８ 
        （宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム） 

生涯学習のマスコット
「マナビィ」 発行：宮古市生涯学習推進本部 令和４年１０月号 



図書館シネマ－大人のための映画会― 
毎月 1 回、大人のための映画会を開催します。「さよなら、アルマ～赤紙をもらった犬～」93 分 
【日時】１０月１５日（土）１５：００～ 
【場所】宮古市立図書館 視聴覚室 
【対象】どなたでも 
【経費等】無料 
【申し込み】不要 
【問い合わせ先】宮古市立図書館 電話６２－２４１４ 
    

みるみる宮古！文化めぐり② 
市内の文化施設等を巡り、宮古の歴史や文化について学びます。貸切バスを使って北上山地
民俗資料館小国分館と、里の駅おぐにを巡ります。また、北上山地民俗資料館小国分館では
水車の畑まつりも開催しています。なお、里の駅おぐにでも昼食を取ることが出来ます。 
【日時】１０月１６日（日）９：３０～１４：００ 
【場所】集合場所：宮古駅、９：３０ 
【対象】どなたでも（定員８名） ※小学生以下は保護者同伴 
【経費等】参加費無料 

※感染症予防として、検温、マスクの着用、手指消毒にご協力をお願いします。 
【申し込み】事前申し込み（申し込み開始１０月１日より） 
【問い合わせ先】宮古市教育委員会文化課 電話６５－７５２６ 
        （宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム） 
    

第 3 回小国分館 水車の畑まつり 
北上山地民俗資料館小国分館は、宮古市内で収集された有形民俗資料を数多く収蔵する調査
事務所です。この日は、所蔵資料や水車小屋の見学ができるほか、「昔の技術で小物づくり体
験」や「ソバ打ち体験」の教室もあります。産直コーナーもあります。 
【日時】１０月１６日（日）11：00～14：00 
【場所】北上山地民俗資料館小国分館（宮古市小国 22-12） 
【対象】どなたでも ※ソバ打ち体験のみ定員 10 名で事前申し込み制となります。 

申し込み開始は 10 月 1 日からとなります。 
【経費等】ソバ打ち体験 1 人 650 円 
【申し込み】ソバ打ち体験のみ定員 10 名で事前申し込み制となります。申し込み開始は 10
月 1 日からとなります。そのほかは事前申し込みは必要ありませんが、当日は受付での名簿
記入、検温やマスク着用などの感染症対策にご理解とご協力をいただきますようお願いいた
します。 
【問い合わせ・申し込み先】北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 月曜休館 
    

初級ワード講座 
初心者を対象にワード 2021 の使い方を学び、一般文書・表入り文書・チラシやポスター等
を作成します。 
【日時】１０月１７日（月）～10 月２０日（木）１８：３０～21：００ 全４日間 
【場所】うみマチひろば ３F 研修室 
【講師】三陸 NPO 支援センター 
【対象】１０名 
【経費等】参加費：1,500 円 持ち物：筆記用具 

※参加費は前日までにお支払い頂きますようお願いいたします。 
パソコンはこちらで用意いたします。 

【申し込み】定員になり次第、締め切り致しますので、ご了承ください。変更等ある場合が
ございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。マスク着用でお願いします。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 



大人の書道講座～心を開放して自由に書を楽しもう！～ 
お手本を参考にして書く子供の習い事とは異なり、形式やルールにとらわれず、自分のおも
うがままに筆をとり、集中しつつも自由に書道を楽しむ「大人の書道」講座です。 
※模造紙級の大きな書作品も体験します！ 
【日時】１０月１８日（火）、２０日（木）１９：00～２１：00 全 2 日間 
【場所】うみマチひろば 2F 会議・実習室 
【講師】菅野 安子 氏（華翠塾代表） 
【対象】１０名 
【経費等】参加費：1,000 円※参加費は前日までにお支払い頂きますようお願いいたします。 

（自分の筆や書道道具がある方は持参ＯＫ） 
【申し込み】定員になり次第、締め切り致しますので、ご了承ください。変更等ある場合が
ございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。マスク着用でお願いします。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
     

「～ちりめんで創る‼和のツリー～」 
フレームの中に、ちりめんで『つまみ』を一つひとつ折り重ねながら、立体感がかわいい和
のクリスマスツリーを作製します。（伝統工芸） 
【日時】１０月２０日（木）13：00～16：00 
【場所】田老公民館 大会議室 
【講師】岩田 真紫輝 氏 
【対象】市内在住の方 先着８名 
【経費等】1,800 円（材料費） 
【持ち物】手拭きタオル、飲み物 
【申し込み】10 月 4 日受付開始 田老公民館に電話等で申し込みください 
【問い合わせ先】宮古市田老公民館 電話８７－２９７６ 
     

第 44 回公民館まつり 
中央公民館（市民交流センター）および分館で活動をしているサークル団体の日頃の活動成
果の展示（パッチワーク、和裁、書道、華道など）をどうぞご覧ください。今年はハンドメ
イドマーケットも開催、ミヤココさんにてパン等の販売もあります。また、ミニコンサート
やストリートピアノでの演奏もありますよ。皆様のご来場をお待ちしております！ 
【日時】１０月２２日（土）１０：００～１６：００ 
    １０月２３日（日）１０：００～１５：００ 
【場所】中央公民館（市民交流センター） 
【対象】どなたでも 
【経費等】無料 ※来場者は駐車料が無料となりますので、駐車券をご持参ください。 
※新型コロナウイルス感染症の状況により、内容の変更や開催を中止する場合があります。 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館（市民交流センター） 電話６３－４１６６ 
 
 
 
 
 

第４８回社会経験者大学祭 
市内に住んでいる概ね 60 歳以上の方を対象とした「宮古市社会経験者大学」の学生による、
クラブ作品（書道、短歌）や講座作品、日ごろ趣味等で制作している手芸・写真などの個人
作品の展示を行います。塗り絵コーナーや折り紙工作体験（先着 10 名）も両日開催いたし
ます！皆様のご来場をお待ちしております。 
【日時】１０月２２日（土）１０：００～１６：００ 
    １０月２３日（日）１０：００～１５：００ 
【場所】中央公民館（市民交流センター）１階 会議室 
【対象】どなたでも 
【経費等】入場料：無料 

※折り紙工作体験に参加される方は、参加料 100 円頂戴いたします。 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
 



クリスタルアートリウム講座 
～透明度が高く神秘的な“固めるハーバリウム”～ 
今までとは全く違う“固めるハーバリウム”クリスタルアートリウムを作ります。オイルが

固まっているため、お花が浮いているように見え、ガラス瓶にも入っていません。透明度の
高い神秘的なクリスタルハーバリウム、インテリアとしてお部屋にいかがでしょうか？！ 
【日時】１０月２３日（日）１３：００～１７：００ 
【場所】うみマチひろば 2F 会議・実習室 
【講師】和紙とお花の atelie J 
【対象】８名 
【経費等】参加費：3,000 円※参加費は前日までにお支払い頂きますようお願いいたします。 
【申し込み】定員になり次第、締め切り致しますので、ご了承ください。変更等ある場合が
ございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。マスク着用でお願いします。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
     
 

第３回宮古市文化財保存活用地域計画策定事業 
公開講座「みやこの宝を発見！」 
令和 3～5 年度で予定している宮古市文化財保存活用地域計画の策定にあたり、みやこの貴
重な歴史・文化・自然について紹介します。 
①「文化財を活かす―全国・県内の事例―」（仮） 
講師：海津 ゆりえ 氏（文教大学教授、宮古市文化財保存活用地域計画策定協議会委員） 

 ②「白亜紀みやこの化石」（仮） 
 講師：望月 貴史 氏（岩手県立博物館専門学芸員） 
 ③みやこ宝さがし（参加者アンケート） 
【日時】１０月２９日（土）１０：００～１２：００ 
【場所】崎山公民館 多目的ホール 

【対象】どなたでも（定員なし） 
【経費等】無料 
【申し込み】申し込み不要 
【問い合わせ先】宮古市教育委員会文化課 電話６５－７５２６ 
     

田老公民館 作品展示会 
田老地域での芸術文化活動の成果を発表します。また、田老鉱山資料展示室も見学いただけ
ます。 
  【２９日】 

【３０日】 
【開催期間中】  

作品展示、田老鉱山資料展示室一般開放 
【日時】１０月２９日（土）１０：００～１６：００ 
    １０月３０日（日）１０：００～１５：００ 
【場所】田老公民館 
【対象】どなたでも 
【問い合わせ先】宮古市田老公民館 電話８７－２９７６ 
          

生涯学習ボランティア大募集！「何かしたい」を生かしませんか？お待ちしています♪ 

お気軽にお問い合わせください！！お問い合わせは⇒生涯学習課 ☎６８－９１１９ 



うみマチ☆ハロウィンフェスタ 
４・５歳の未就学児～小学生を対象としたハロウィンイベントです。３つの工作体験ブース、
射的コーナー、スタンプラリー（仮装した子にはお菓子付き）など、ハロウィンを楽しもう！ 
【日時】１０月３０日（日）９：００～１２：００ 
【場所】うみマチひろば １F 交流ホール 
【申し込み】詳細につきましてはお問い合わせください。 
お越しの際はぜひ仮装してお越しください。プレゼントあり。 
※ご本人またはご家族で体調不良の方はご遠慮ください。ご来場の際は、マスク着用で 
お願いします。 

【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
     

カラダバランスエクササイズ教室 
～より安定したバランス能力で楽しい日常生活を目指そう～ 
身体のバランスをコントロールする能力は、日常生活を送る上で欠かせない能力の1つです。
静的バランス運動と動的バランス運動を組み合わせて身体能力をバランス良く向上させまし
ょう。 
【日時】１１月１日（火）～１２月１３日（火）毎週火曜日 18：30～20：30 全６回 
【場所】うみマチひろば ４F 多目的ホール 
【講師】名取 秀志 氏（ゴールワークス代表） 
【対象】２０名 
【経費等】参加費：500 円※参加費は前日までにお支払い頂きますようお願いいたします。 
     持ち物：運動できる服装、室内靴、飲料水、汗ふきタオル 
【申し込み】定員になり次第、締め切り致しますので、ご了承ください。変更等ある場合が
ございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。マスク着用でお願いします。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
      

「NPO等市民活動へのオンライン導入支援事業説明会
(岩手県主催)」参加募集のお知らせ 
（１）内容 
コロナ禍における市民活動の今後を見据え、「新しい生活様式」に対応したオンラインツー 
ルの活用を導入したい団体の支援を行います。それに先立ち、支援事業の内容につい 
て説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

（２）講師 特定非営利活動法人 アットマークリアスＮＰＯサポートセンター 他 
 ※主催：岩手県（いわて NPO 中間支援ネットワーク） 
  後援：宮古市 
【日時】１１月８日（火）１８：００～１９：３０ 
【場所】イーストピアみやこ 市民交流センター ２階 多目的ホール 

【対象】宮古市内で NPO 等市民活動を行っている団体及び団体で活動している方（定員１５名）  

【経費等】無料 ・筆記用具をお持ちください ・マスクを着用の上ご参加ください 
【申し込み】11 月 2 日（水）までに、下記担当へ団体名、参加する方のお名前と電話番号
をお申し込みください（お電話またはメール） 
 ▶メールアドレス sekatsu@city.miyako.iwate.jp 
【問い合わせ先】宮古市生活課 男女参画・協働推進係  電話６８－９０８０ 
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印の見かた 

  :図書館       :中央公民館      :中央公民館分館    :田老公民館        :生活課  

       

:文化課    :北上山地民俗資料館    :うみマチひろば 

初級ワード講座 4日間 

 みるみる宮古! 
文化めぐり② 

みやこ市民カレッジニュース 
令和４年１０月発行 宮古市生涯学習推進本部 宮古市教育委員会事務局生涯学習課 電話６８-９１１９ 
《ホームページに最新の情報を掲載しています（https://www.city.miyako.iwate.jp）》 
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第25回企画展 山里の暮らしと保存食 ～12月25日まで 

第25回企画展 

北 

作品展示会 

第44回  
公民館まつり 

第44回 公民館まつり 

中 

中 

働く人のための 
“怒りの感情” 
マネジメント術 

生  

生  

働く人のための 
“怒りの感情” 
マネジメント術 

生  

第25回企画展 

北 

第48回社会経験者大学祭 分 

第25回企画展 
作品展示会 

第25 回 企画展 
白亜紀みやこの化石 
～12/18 

文 

第25回企画展 

第25回企画展 

第25 回 企画展 白亜紀みやこの化石 ～12月18日 文 

第25 回 企画展 白亜紀みやこの化石 ～12月18日 

第25 回 企画展 白亜紀みやこの化石 ～12月18日 文 

文 

第3回小国分館 
水車の畑まつり 

北 

第3回小国分館水車の畑 
まつりソバ打ち事前申込 

北 

図書館シネマ 
大人のための映画会 

図 

みるみる宮古! 
文化めぐり②事前申込 文 

う  
大人の書道講座 大人の書道講座 う  う  
文 

北 

田 

クリスタルアートリウム講座 う  

文 北 
田 

うみマチ☆ 
ハロウィンフェスタ う  

第48回 
社会経験者大学祭 

分 

文 

北 

第３回公開講座  
みやこの宝を発見！ 

文 

文 

北 

文 

北 


