
 

 
 
 
 
 
 
 
   

ミニ企画展「早池峰山麓 木（気）になる花（実）」 
地元の方が撮影した川井地区に生育する木の花や実の写真、木の花が掲載されている川井分
室所蔵の書物の展示 
【日時】６月１日（水）～６月３０日（木）９：００～１７：００ 月曜休館 
【場所】北上山地民俗資料館ロビー 
【経費等】ミニ企画展のみは入場無料 
【問い合わせ先】川井生涯学習センター 電話７６－２１６７ 
    

初級エクセル講座 
初心者を対象に、エクセル 2021 の使い方を学び、表の作成、計算式や関数の挿入、グラフ
の作成などを行います。 
【日時】６月 6 日（月）～９日（木）１８：３０～２１：00 全 4 日間 
【場所】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※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】筆記用具※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。マスクの着用をお願いします。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
    

トータルボディケアエクササイズ教室 
一日の疲れを運動しながらボディケアエクササイズで癒します。主に自分の体重を使用した
高強度・低強度の各種エクササイズの組み合わせで心身のリフレッシュを目指します。 
【日時】６月７日（火）・14 日（火）・21 日（火）・28 日（火）・7 月 5 日（火）・ 

12 日（火）・19 日（火）・26 日（火）・８月 2 日（火）・9 日（火） 
19：00～20：15 全 10 回 

【場所】４Ｆ格技場 
【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、汗ふきタオル、飲料水 ☆集合時にはマスク着用 
【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。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
   

書道・短歌文化展 
秋津書道会、しきなみ短歌会（家庭倫理の会）の書道・短歌作品の展示イベントです。どな
たでもご覧いただけます。皆様のご来場をお待ちしております。 
【日時】６月 11 日（土）～12 日（日）９：00～１7：00 
【場所】１Ｆ交流ホール 
【申し込み】どなたでもお気軽にお越しください。お越しの際は、マスクの着用をお願いします。 
【問い合わせ先】うみマチひろば（宮古市地域創生センター） 電話６５－７１３３ 
        家庭倫理の会岩手 宮古支苑 電話０８０-２８３１-８０６５（坂本あて） 
     

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６月号 

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 



みるみる宮古！文化めぐり 
宮古市内にある文化財などを巡り、ふるさと宮古の歴史や文化について学びます。今回は、
田老地区の津波に関する石碑や、山王岩、道の駅たろうなどをバスで巡ります。 
 8：50 宮古駅 集合 
 9：00 宮古駅 出発 
 9：30 攝待の海嘯記念碑（解説、見学） 
10：30  山王岩（解説、見学） 
12：00 道の駅たろう（昼休憩） 
13：10 館が森の津波記念碑（解説、見学） 
14：30 宮古駅到着 解散 
※1各目的場所は貸切バスで移動 ※2目的場所は主要な場所のみを記載 ※3時間は目安 
【日時】６月 12 日（日）9：00～14：30 
【場所】集合場所：宮古駅、8：50 
【対象】どなたでも（定員 12 名）※小学生以下は保護者同伴 
【経費等】参加費無料、昼食（道の駅での飲食可）、飲み物持参 
※感染症予防として、検温、マスクの着用、車内外での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 6 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（崎山貝塚縄文の森ミュージアム） 
 
 
 

男女共同参画週間事業「男女共同参画展」 
市民交流センター１階情報プラザ／男女共同参画関連資料の展示 
市立図書館１階ロビー／男女共同参画関連図書の紹介 
【日時】６月１５日（水）～６月２９日（水） 
【場所】市民交流センター、市立図書館 
【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 

   

「10 分間ウォーキング・エクササイズ‼」 
毎日の習慣に出来るよう、短い時間で音楽に合わせての正しいウォーキングを行うこと（有
酸素運動）により、リラックス効果を体感しながら全身の持久力を高め健康維持を図る。 
【日時】６月１７日（金）・２４日（金）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】6 月 3 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 
   

大人の編み物教室～アフガン編みで夏のストール作り～ 
アフガン編みで夏のストールを制作します。アフガン編みは、かぎ針と棒針が一緒になった
針を使います。ご自宅に使っていないアフガン針はありませんか。ぜひこの機会に一緒に作
って紫外線が強くなるこれからの時季、首元の日焼け対策をしませんか。 
【日時】６月１７日、２４日（金）１０：００～正午【全 2 回】 
【場所】中央公民館（市民交流センター）２階 創作スタジオ 
【講師】伊藤 由紀子 氏（手編みサークル愛夢あむ 指導者） 
【対象】市民 先着７名（※２回参加できる方） 
【経費等】1,650 円（2 回分：糸代）※当日集金 

 ※アフガン針がない方には、別途 950 円で斡旋 
【持ち物】アフガン針（８／０号）、とじ針（お持ちの方）、はさみ、マスク、飲み物、筆記用具 
【申し込み】６月１日（水）～６月７日（火）まで電話にて受け付けます。 
     ※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（市民交流センター） 電話６３－４１６６ 
 



坐禅体験と講話～無念無想の境地へ～ 
仏教に触れる機会がない、座禅は初めて、という方を対象に坐禅体験を行います。『坐禅』と
は姿勢を正して座り、精神を統一させることで自分と向き合うという仏教の修行方法の 1 つ
です。坐禅体験の後には住職より講話を頂きます。自分自身の心を静かに見つめ直し、心と
身体をリフレッシュしませんか？ 
【日時】６月１９日（日）１3：３０～15：30 
【場所】３Ｆ和室１ 
【講師】清水 誠勝 氏（曹洞宗龍昌寺住職） 
【対象】１０名 
【経費等】参加費；無料 持ち物；座りやすい服装。マスク着用でお願いします。 
【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。託児希望の方は、1 週間前ま
でにご相談ください。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
   

七夕イベント「七夕の夜空に届け☆私の願い」 
短冊に願い事を書いて笹に飾ることができます。また彦星・織姫のぬり絵コーナー、顔出し
パネル、折り紙作品展示コーナーもあります。宮古さくら会による折り紙体験イベント（7 月
3 日限定）も開催します。ぜひご家族で遊びにおいでください。 
【日時】６月２１日（火）～7 月 10 日（日）９：00～21：00 
    ※宮古さくら会による折り紙体験（無料）は 7 月 3 日（日）10：00～12：00 
    ※お越しの際は、マスクの着用をお願いします。 
【場所】１Ｆ交流ホール 
【申し込み】どなたでもお気軽にお越しください♪ 
【問い合わせ先】うみマチひろば（宮古市地域創生センター） 電話６５－７１３３ 
   

「自分史を作ろう！２０２２」参加者募集 
パソコンまたは手書きで自分史を綴り、手作りで製本します。あなたの生き様や貴重な体験
を子や孫に残しませんか！？ 
【日時】７月～11 月（全 6 回）☆初回 7 月 7 日（木）13：30～15：00 
【場所】うみマチひろば（宮古市地域創生センター） 

【講師】鬼山
き や ま

 親
ちか

芳
よし

 氏（元毎日新聞記者） 
【対象】10 名 
【経費等】月 1 回 1,000 円 
【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。マスクの着用をお願いします。 
【問い合わせ先】三陸 NPO 支援センター 電話６４－６２１１ 担当：本多 
   
男女共同参画週間事業② 映像による意識醸成フォーラム 

「ベアテの贈りもの」上映会&シネマトーク 
男女共同参画週間（6 月 23 日～29 日）に合わせ、意識醸成フォーラムを開催します。日本
国憲法に第 14 条「法の下の平等」と第 24 条「家庭における両性の平等」を草案したベア
テ・シロタ・ゴードンのドキュメンタリー映画の上映とシネマトークから女性の人権やジェ
ンダー平等について考えます。 
〚上映作品〛ベアテの贈りもの（2004 年／日本／92 分） 
〚シネマトーク〛菅井 ゆきえ 氏（シネマ・ナビゲーター）※オンライン出演 
【日時】６月 27 日（月）午前の部／10：00～12：00（開場 9：30） 
             夜の部／18：30～20：30（開場 18：00） 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、延期や中止となる場合があります。 
【場所】市民交流センター 2 階多目的ホール 
【対象】関心のある方（各回 20 名）※お子様連れでの鑑賞も可能です 
【経費等】無料／検温、手指消毒、マスク着用にご協力をお願いします 
【申し込み】生活課に電話、ファクス、メールのいずれかでお申し込みください。 
 ファクスまたはメールでのお申し込みの際は、 
①事業名（「ベアテの贈りもの」上映会）②お名前 ③ご住所 ④電話番号 ⑤年齢 
⑥ご希望時間「午前の部」または「夜の部」を記入ください。 
【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 



第 3 回小国分館神楽共演会 
江繋早池峰神楽保存会と末角神楽保存会（どちらも市指定民俗文化財）による神楽の公演会
を行います。ゲストは田代念佛剣舞（区界・県指定無形民俗文化財）です。また、当日は小
国分館で所蔵する宮古市収集の有形民俗資料をご覧いただくことができます。 
雨天中止となります。 
【日時】６月２６日（日）13：00～15：00（有形民俗資料の見学は 11:00～15:30） 
【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 ※会場は受付順に座席指定となります。係員がご案内しますので、 
ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 
【経費等】無料 
【申し込み】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。 
【問い合わせ先】北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７（月曜休館） 
   

大人の縁結び～40 代からの出会い☆めぐり逢い～ 
年齢を重ねるごとに減ってしまう「新たな出会い」。そんな 40 代、50 代といったミドルエ
イジの方のための出会いイベントです。主に 1 対 1 でのコミュニケーションなので、単独参
加でも安心、消極的な人でも大丈夫、直接の告白などはナシ、恥をかかずに上手くいけばお
気に入りのお相手とお友達カップルになれる仕組みです。二度目の青春の始まりにしません
か？！ 
【日時】６月 26 日（日）13：30～16：30 
【場所】２Ｆ会議・実習室 
【対象】男女各 10 名（40 歳～59 歳の県内在住の方） 
【経費等】1,000 円 
【申し込み・問い合わせ先】申込期限；6 月 19 日（日） 
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 
   

こんにゃく作り体験教室 
市内の畑で栽培しているこんにゃく芋を使ってこんにゃく作りを体験。実際はこんにゃくを
作るのに何日も掛かりますが、今回は最後の工程を体験してもらいます。いつも食べている
こんにゃくが、どのように作られているか、形になっていく工程を体験し、手作りの良さを
実感しましょう。 
【日時】６月２９日（水）９：３０～11：３０ 
【場所】山口公民館 1 階 調理実習室 
【対象】市民先着 ６名 
【経費等】参加費：1,050 円（材料代、保険代） 
【持ち物】エプロン・三角巾・ゴム手袋・マスク 
【申し込み】６月１日（水）9：00～開始 先着順【受付時間：火曜日～土曜日の 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） 
※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。 

   
第 52 期（令和 4 年度）宮古市社会経験者大学ものづくり教室① 
「ドライフラワーでアレンジしよう！～写真たての飾り付けに挑戦～」 
写真たてとドライフラワーを組み合わせ、お花の飾りとしても楽しめるフォトスタンドを作
ります。 
【日時】６月２９日（水）午前の部 １０：00～11：３０ 午後の部 13：30～15：00 
※午前・午後とも同じ内容の講座となります。どちらかにお申し込みください 
【場所】中央公民館分館 1 階 多目的ホール 
【講師】藤田 勤 氏（小さな花屋 花えみ） 
【対象】各回 10 名（先着順）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。入学申込みは随時受
け付けしています。 
【経費等】1,0０0 円（材料代） 持ち物；飲み物、マスク、ふれあい学習ノート 
【申し込み】申込期間；6 月 15 日（水）～24 日（金）必ずお申込みの上ご参加ください。 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 



「トレーニングチューブで、夏の引き締め！エクササイズ」 
ゴム素材の伸張性を利用した「トレーニングチューブ」を使うストレッチ、エクササイズの
講座です。体幹を鍛え、お腹、二の腕・・・気になる部分を引き締める！お家でも続けられ
るトレーニングを始めてみませんか。 
【日時】６月３０日、7 月 7 日（木）19：00～20：３０（全 2 回） 
【場所】中央公民館分館 
【講師】佐々木 佳子 氏（一般財団法人 宮古市体育協会指導員） 
【対象】市民先着 10 名 
【経費等】参加費＝100 円（保険代）  

持ち物＝運動しやすい服装、室内用の運動靴、汗拭きタオル、飲み物、マスク着用 
【申し込み】6 月 15 日（水）9：00～電話受付 
※月曜休館日ですので、受付は火曜～土曜日の 9：00～17：00 にお願いいたします。 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
 
 
 

「エアロビクス教室（全２回）～楽しく有酸素運動～」 
ストレス解消・体力向上・基礎代謝アップ・脂肪燃焼などが期待されるエアロビクス。広い
体育館で、音楽に合わせて思いきり楽しく体を動かしてみませんか？ 
【日時】７月５日、12 日（火）13：30～15：00 
【場所】千徳地区体育館 
【講師】佐々木 佳子 氏（一般財団法人 宮古市体育協会指導員） 
【対象】市民先着 10 名 
【経費等】参加費：100 円（2 回分保険代として初回時徴収） 
【持ち物】運動しやすい服装・室内用運動靴・タオル・飲み物・マスク 
【申込期限】6 月 15 日（水）9：00 から電話予約（火～土曜日 9：00～17：00 受付）先着順  
【問い合わせ先】宮古市千徳公民館 電話６３－５４０２ 
 
 
 

ゆうゆう講座「気軽に楽しく♪筋力アップ運動教室」 
家庭でも手軽にできる筋力アップ‼簡単な道具を使って楽しく運動しましょう 
【日時】７月７日（木）１０：００～１１：３０ 
【場所】田老公民館 2 階大会議室 
【講師】関口 健 氏（エムジョイ） 
【対象】おおむね 60 歳以上（定員 8 名） 
【経費等】無料 
【持ち物】室内用運動靴、運動用タオル、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装でご参加ください。 
【申込期限】6 月 30 日（木）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 
 
 
 

親子
お や こ

で体験
たいけん

！陶芸
とうげい

教室
きょうしつ

～夏休みの自由研究に～ 
オリジナルの 1 品！自由制作でお皿、マグカップなど何でも大歓迎！夏休みの自由研究の作
品作りに世界に 1 つ親子で作品を作ってみませんか？※今回の体験は制作するまで！乾燥・
窯入れなどの工程については講師にお願いします。完成するまでお時間をいただきます！ 
【日時】７月９日（土）１０：００～11：30 
【場所】山口公民館 多目的ホール 
【講師】長塚 哲 氏（宮古 みちのく窯） 
【対象】小学生親子 先着１０組 
【参加費】1 組 1,400 円（材料代、保険代） 
【持ち物】汚れてもいい服装、お手拭き、飲料水、マスク着用、上履き 
【申し込み】６月１５日（水）9：00～開始 先着順【受付時間：火曜日～土曜日の 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） 
※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。 
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印の見かた 

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

 

:田老公民館     :文化課      :川井生涯学習センター   :北上山地民俗資料館    :うみマチひろば 

 
 

トレーニングチューブで、 
夏の引き締め！エクササイズ受付開始 

トータル 
ボディケアエク
ササイズ教室 

みやこ市民カレッジニュース 
令和４年６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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