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パープル&オレンジリボンプロジェクト 
～女性への暴力、子どもへの虐待をなくそう～ 

１１月は「女性に対する暴力をなくす運動期間」「児童虐待防止推進月間」です。市では、女
性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンと、子どもへの虐待防止のメッセージ
が込められたオレンジリボンにちなみ、紫色とオレンジ色のリボンやバルーンを飾り、暴力
根絶と児童虐待防止を呼びかけます。 
【展示期間】11 月 1 日（火）～30 日（水） 
【展示場所】市民交流センター、市立図書館、市内保育所ほか 
【問い合わせ】宮古市生活課男女参画・協働推進係 電話６８－９０８０ 
    
 

千徳公民館作品展 
公民館で活動しているサークル団体や公民館活動事業で作成した作品の展示、千徳保育所の
作品展示です。野菜、スイーツ、豆腐などの販売もあります（テイクアウト販売）。どうぞお
気軽にお立ち寄りください！ 
※千徳地区体育館での舞台発表はありません。 

【日時】１１月５日（土）、6 日（日）10：00～17：00 ※6 日は 15：00 まで 
【場所】千徳公民館 
【対象】どなたでも入場無料 
【問い合わせ先】宮古市千徳公民館 電話６３－５４０２ 
     

はじめの一歩♪サークル 1DAY 体験講座！ 
公民館では、主催講座のほか市民の皆様が様々なサークル活動をおこなっています。 
「何かはじめてみたい」「どこで何をはじめたらよいか分からない」「一人だと参加しづらい」
などと不安におもっている皆さん！！ぜひ、この機会に“サークル 1 日体験講座”にお申込
みください♪ 
 

 団体名／内容 開催日時 会場 定員 参加料 

① 
PC ズ 

（パソコン） 
11 月 15 日（火） 

19:15～20:45 

中央公民館 
（市民交流センター） 
宮古市宮町 1 丁目 1-30 

５ 

無料 ② 
ﾏｰﾘｴ･ﾗﾆｶｲ･ﾗﾊｲﾅ 
（フラダンス） 

11 月 17 日（木） 
18:30～20:00 

10 

③ 
宮古女声コーラス 
（コーラス） 

11 月 24 日（木） 
10:00～正午 

10 

④ 
iroiro 数楽会 

（クラフト製作） 
12 月 1 日（木） 
18:00～20:00 

5 300 円 

⑤ 
宮古かな書道教室 
（かな書道） 

12 月 13 日（火） 
正午～14:00 

7 無料 

【対象】市民 
【申込期間】１１月１日（火）～１１月８日（火）まで受け付けます。 
 ※ただし、定員になり次第締め切ります。 
 ※新型コロナウイルス感染症の状況により、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（宮古市市民交流センター） 電話６３－４１６６ 
  

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１１月号 



ゆうゆう講座 
「血行促進！リラックスボールを使ったストレッチヨガ」 
リラックスボールを使って心地よくツボを刺激し、身体をほぐします。タイ式ヨガ・ルーシ
ーダットンと組み合わせ、ストレッチしながら血行を促進し疲労回復、凝り解消、柔軟性ア
ップなどの効果を上げていきます。 
【日時】１１月１１日（金）14：00～15：30 
【場所】田老公民館 2F 大会議室 
【講師】佐藤 和美 氏（Kazumi Studio） 
【対象】おおむね 60 歳以上（定員 8 名） 
【経費等】300 円（リラックスボール大小 2 個レンタル代） 
【持ち物】汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装でご参加ください。 
【申し込み】11 月８日（火）までに電話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 
   

女性に対する暴力をなくす運動事業 
「心とからだを守るために～夫婦の関係を見つめなおす～」 
配偶者・パートナーとの関係に悩んでいませんか？軽く見られがちな家庭内の問題を相談す
ることを、恥だと思い込んでいませんか？身近な問題にもかかわらず、外から見えにくいと
いった状況により、被害の増加と深刻化が懸念されています。男女が対等な立場でいるため
に、法律や支援など正しい知識をもち、様々な選択肢からこれからの自分らしい生き方を考
えてみませんか。 
【日時】１１月１１日（金）10：00～12：00 
【場所】市民交流センター2 階 多目的ホール 
【講師】渡部 容子  氏（弁護士（弁護士法人 幹 さくら法律事務所））※オンライン登壇 
【対象】関心のある方（会場参加１５名） 【経費等】無料 
【参加方法】会場参加、オンライン参加（Zoom） 
【申し込み】右記ＱＲコード・電話・FAX からお申し込みください。 
※オンライン参加ご希望の方は、11 月 8 日（火）までにお申込みください。 

【事前質問受け付けています】講義の中で、詳しく教わりたいことがありましたら､ 
講師へお伝えします。お申し込みの際、お申し出ください。 

【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 

   

ワードでチラシ作り講座 
ワード 2021 を使用し、図形やイラストなどを使った見栄えの良いチラシやポスター、ポッ
プ等の作り方を学ぶ講座です。 
【日時】１１月１２日（土）、１３日（日）10：00～16：00 全 2 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 
   

メイクアップ講座～冬のスキンケアとメイクレッスン～ 
冬の乾燥対策、マスクを着けながらできるアイメイク中心のメイクレッスン、ハンドプレス、
目元マッサージ、セルフハンドトリートメント…等々を美容のプロから学び体験できます。
お肌のコンディションを整え、冬のメイクを楽しみましょう！ 
【日時】１１月１３日（日）10：00～12：00 
【場所】うみマチひろば ３F 研修室 
【講師】POLA エステ inn まりん メークアドバイザー 
【対象】１０名 
【経費等】参加費：500 円（薄メイクでお越しください） 

※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 



山口公民館作品展 
【両日開催】 
山口公民館利用団体や地域住民の作品、山口保育所園児の作品を展示します。水彩画や書道、
手芸など素敵な作品をゆっくりとご鑑賞ください。また、黒森神楽展示室や寄生木展示室の
自由見学もどうぞ！ 

【２０日（日）のみ開催】 
萩の会お茶会（呈茶のみ）一服 400 円（お菓子つき）50 名様限定！お茶券の前売り券はあ
りません。当日会場にて現金でお支払い願います。みやっこファーム親子プチ産直（自分達
で育てた野菜）数量限定で新鮮な野菜の販売！ 
【日時】１１月１９日（土）10：00～17：00 

２０日（日）10：00～15：00 
【場所】山口公民館 宮古市山口 1 丁目３－１４ 

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関での来館にご協力ください。 
【その他】感染症の状況により中止の場合がございます 
【問い合わせ先】宮古市山口公民館 電話６２－３６７０ 
    （火曜～土曜 9：00～17：00 の時間帯にお願いします ※月曜休館） 
 
    

「布ぞうり」作り方教室 
健康的で優しい履き心地の「布ぞうり」を作ります。（各自昼食持参となります。不要になっ
た綿地の布をお持ちください。布がない場合は資料館で準備します） 
【日時】１１月２０日（日）10：00～15：00 
【場所】川井生涯学習センター 
【対象】市民１０名 
【経費等】材料費 1 足 300 円（布を持参する方は紐代として 1 足 50 円） 
【申し込み】11 月１日（火）～11 月 17 日（木） 休館日：月曜日 
【問い合わせ先】北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 
    

「ウォーキング・エクササイズ part2‼」 
正しいウォーキングやストレッチを学び、体幹をきたえながら、冬期間でもケガをしにくい
柔軟性のあるカラダをつくる。 
【日時】１１月２４日（木）・３０日（水）14：00～15：30（全２回） 
【場所】田老公民館 体育棟 
【講師】横田 紀子 氏（一般財団法人 宮古市体育協会 指導員） 
【対象】市内在住の方 先着８名 
【経費等】無料 
【持ち物】シューズ、タオル、飲み物、動きやすい服装 
【申し込み】11 月 2 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 
    

小学生「親子で３Ｂ体操」教室 
～動いて♪遊んで♬親子で楽しくリフレッシュ！～ 
「３Ｂ体操」は、ball(ボール)、bell(ベル)、belter(ベルタ―)という３つの道具を使う運動で
す。レクリエーションや遊びの要素を取り入れ、音楽に合わせて気軽に楽しく体を動かしま
す。運動が苦手でも大丈夫！親子で一緒に楽しみましょう♪ 
【日時】１１月２６日（土）１３：３０～１５：３０ 
【場所】中央公民館(市民交流センター)運動スタジオ 
【講師】坂下 眞紀子 氏（日本３Ｂ体操協会公認指導者指導士） 
    小向 由起子 氏（日本３Ｂ体操協会公認指導者） 
【対象】小学生１０名と保護者 
【経費等】参加料＝親子１組１００円（保険代） 
【持ち物】運動しやすい服装、室内用運動靴、飲み物、汗拭きタオル、マスク 
【申し込み】11 月１日（火）9：00 から１２日（土）17：00 まで電話受付。 

但し定員になり次第締切。 
    ※受付時間＝祝日を除く火曜～土曜日の９：00～17：00 まで 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
 



海からの贈り物「しあわせリース」「夢うさぎ」作り 
二枚貝は古くから幸せになるとの言い伝えがある縁起物。宮古で採れたホタテなどの貝殻を
使い、リースや干支うさぎの置物を作ります。 
【日時】１ しあわせリース １１月２７日（日）10：00～11：30 
    ２ 夢うさぎの置物 １２月 4 日（日）10：00～11：30 
【場所】〔1．２共通〕岩手県立水産科学館集会室 
【対象】〔1．２共通〕小学生（保護者同伴可）各回 5 名 
【経費等】〔1．２共通〕材料費 300 円のみ 入館料無料 
【申し込み】〔1．２共通〕11 月 1 日（火）から電話で受付開始 
     （ただし、月曜日は休館 11 月 7 日～14 日は臨時休館につき除く） 
【問い合わせ先】岩手県立水産科学館 電話６３－５３５３ 
     

第５２期(令和４年度)社会経験者大学第５回講座 
「音楽で遊ぼう♪」 
音楽を使って体を動かしたり声を出したりと、脳のトレーニングにもなる音楽遊びを行います。 
【日時】１１月３０日（水）10：00～11：30 
【場所】中央公民館(市民交流センター) 2 階 多目的ホール 
【講師】山崎 尚子 氏（音楽療法士） 
【対象】100 名 社会経験者大学生および市内在住の概ね 60 歳以上の方 
 ※社会経験者大学は概ね 60 歳以上の方ならどなたでも入学できます。 

入学申込は随時受け付けしています。 
【経費等】無料 
【持ち物】飲み物、マスク、動きやすい服装、ふれあい学習ノート(社会経験者大学生のみ) 
【申し込み】社会経験者大学生以外の方は申込みが必要です。 

※申込期限：11 月 26 日（土） 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
     

フラワーアレンジメント教室～オシャレなしめ縄飾り作り～  
マメ科の植物「ソラ」から作られたソラフラワーなどを使用し、オシャレなしめ縄飾りを制
作します。フェルトにソラフラワーなどでアレンジし、フェルトの後ろにリボンをつけてし
め縄に結び完成‼リボンを取り外すと、季節に合わせたしめ縄に自分でアレンジできますよ。 
【日時】１２月３日（土）9：30～11：30 
【場所】中央公民館（宮古市市民交流センター） 2 階 創作スタジオ 
【講師】明石 秀子 氏 
【対象】市民 先着 7 名 
【経費等】参加費：3,000 円（材料代）※当日集金 

 持ち物：エプロン、はさみ、飲み物（キャップ付き）、マスク着用 
【申し込み】11 月 15 日（火）10：00 から電話にて受け付けます。 
 ※ただし、定員になり次第締め切ります。 
 ※新型コロナウイルス感染症の状況により、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 電話６３－４１６６ 

（宮古市市民交流センター） 
      

「親子で楽しく♪パン教室」 
「ドデカシュトレン」と「サンタ・トナカイ・ツリーパン」を親子で作ります。 
【日時】１２月４日（日）9：30～正午 
【場所】千徳公民館 
【講師】嘉藤 真子（かとうまこ）氏（cotta シニアおうちパンマスター） 
【対象】市民親子 6 組（先着順）※小学生まで 
【経費等】参加費：1,300 円（材料費、保険料込み） 
     持ち物：エプロン、三角巾、マスク、飲み物、持ち帰り用保冷バックと保冷剤 
【申し込み】11 月１５日（火）9：00 から電話予約。先着順とさせていただきます。 
【問い合わせ先】宮古市千徳公民館 電話６３－５４０２ 
   



蕎麦打ち体験教室 
・蕎麦の打ち方、のし、切りを体験 
（各自 500 グラムのそば粉を打ち、持ち帰りとなります） 

・「押し花」のコースター作り（区界高原ウォーキングセンター） 
【日時】１２月８日（木）９：30～14：00 

（バスを運行します。民俗資料館集合 9：30） 
【場所】門馬地域振興センター 
【講師】区界高原そば生産振興組合 
【対象】先着１０名 
【経費等】材料費 650 円 
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、保冷剤、保冷バック 
【申し込み】11 月 15 日（火）～11 月 30 日（水） 休館日：月曜日 
【問い合わせ先】北上山地民俗資料館・川井生涯学習センター 電話７６－２１６７ 
    

「年縄作り」 
稲わらを綯(な)うことから始めて、御幣束、松の葉、田作り、昆布を飾ります。邪気を払い清
める意味合いがある「年縄」を自分で作って、新たな年を迎える準備にいかがですか？ 
【日時】１２月１７日（土）9：30～正午 
【場所】千徳公民館 
【講師】三陸復興国立公園中部地区パークボランティア数名 
【対象】市民先着 10 名 ※小学生以上 
【経費等】参加費：３００円（保険料込み） 
     持ち物：タオル ※マスク着用 
【申し込み】11 月２２日（火）9：00 から電話予約。先着順とさせていただきます。 
【問い合わせ先】宮古市千徳公民館 電話６３－５４０２ 
    

親子運動教室・あったかくなる脳トレあそび！ 
小学生と保護者のための室内運動教室です。計算やゲームなどを取り入れた脳トレにもなる
軽運動です。親子でふれあいながら、体を動かし、心もからだもあったかくなりましょう！ 
【日時】１２月１７日（土）13：00～14：30 
【場所】山口公民館 
【講師】名取 秀志 氏（パーソナルボディケアジム GOALWORKS） 
【対象】小学生と保護者 8 組（先着） 
【参加費】一組１００円（保険料） 
【持ち物】室内用運動靴・汗拭きタオル・飲料水・マスク 
【申し込み】１１月１５日（火）から 火曜から土曜までの 9：00～17：00 受付 
【問い合わせ先】宮古市山口公民館 電話６２－３６７０ 
    

おとなのパン&ケーキ教室 
作りたいけど、ハードルが高い…。「今更聞けないお菓子やケーキ作り」と思っている方、専
門の先生からコツやポイントを教えてもらい、おうちでフワフワのシフォンケーキ・おやつ
やおつまみにもなるベーコンエピを一緒に作りませんか？ 
【日時】１２月１８日（日）9：30～正午 
【場所】山口公民館 １階 調理実習室 
【対象】市民先着 6 名 
【参加費】1,000 円（材料代、保険代等） 
【持ち物】エプロン・三角巾・マスク・保冷バック 
【申し込み】１２月１日（木）9：00～開始 先着順 

【受付時間：火曜から土曜までの 9：00～17：00】 
【問い合わせ先】宮古市山口公民館 電話６２－３６７０ 
    （火曜～土曜 9：00～17：00 の時間帯にお願いします ※月曜休館） 
【その他】※新型コロナウイルス感染拡大の状況において、中止になる場合があります。 
           

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 
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印の見かた 

  :図書館      :中央公民館    :中央公民館分館      :山口公民館     :千徳公民館  

       
:田老公民館     :生活課   :北上山地民俗資料館   :岩手県立水産科学館   :うみマチひろば 
 

※カレンダー内の写真は昨年度のパープル&オレンジリボンプロジェクトの様子（11 月 1 日～30 日運動月間） 

 

蕎麦打ち体験教室15日～30日まで申込期間 

   小学生「親子で３Ｂ体操」教室申込期間 12日まで 

    布ぞうり作り方教室申込期間 17日まで 

蕎麦打ち体験教室15日～30日まで申込期間 

パープル&オレンジリボンプロジェクト月間（11/1～30） 

みやこ市民カレッジニュース 
令和４年１１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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