
 

 
 
 
 
 
 
 
   

令和 4 年度市指定天然記念物 

「チョウセンアカシジミ観察会」 
市指定天然記念物「チョウセンアカシジミ」の生息地において、成虫の観察と解説を行いま
す。「チョウセンアカシジミ」は日本では岩手・山形・新潟にしか生息していない希少なチョ
ウです。 
【日時】７月３日（日）１１：３０～１３：００ 
【場所】旧宮古市立亀岳小学校（宮古市田代第 16 地割 141） 
【講師】尾形 洋一 氏（チョウセンアカシジミの会代表） 
【対象】どなたでも（定員なし） 
【経費等】無料   
【持ち物】飲み物、長靴、雨具など 
【申し込み】申し込み不要（現地集合） 
【問い合わせ先】宮古市教育委員会文化課 電話６５－７５２６ 
      

ゆかた着付け講座 
～今年の夏祭りは浴衣で出掛けよう！～ 
夏に向け浴衣の着付け、半幅帯の結び方を学びます。1 日目は、ひと通りの着付けの仕方を
学び、2 日目には細かい着付けポイントを学びながら、いろいろな結び方を楽しみます。今
年こそ自分で着付けて出掛けましょう！ 
【日時】７月４日（月）、5 日（火）１９：００～２１：00 全２日間 
【場所】３Ｆ 和室１ 
【講師】西塚 三希子 氏（京都きものコンサルタント協会 教授） 
【対象】１０名 
【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。 
【持ち物】浴衣、半幅帯、腰紐 3 本、肌着、裾よけ、伊達締め、補正用タオル 2 枚、帯板 

※下着類を用意できない人は、上半身は T シャツ、タンクトップ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 
      

第 24 回企画展 
『はっくつ』－ほる・はかる・かんがえる－ 
「『はっくつ』とは何か」をテーマに、発掘調査員のエピソードを交えた出土品や、崎山貝塚
のジオラマなど用いてわかりやすく紹介。測量や写真撮影に使用する機材の操作を体験でき
るコーナーも。小・中学生の自由研究などにもおススメ！ 
【日時】７月９日（土）～9 月 25 日（日） 
【場所】崎山貝塚縄文の森ミュージアム 企画展示室 
【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 

（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７月号 



初級パワーポイント講座 
パワーストーン 2021 の基礎を学び、プレゼンテーションのためのスライドを作ります。 
【日時】７月４日（月）～７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 
【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 
【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 
     

シーカヤック体験講座 
～宮古の夏を楽しもう！in 浄土ヶ浜～ 
シーカヤックの乗り方を学び、穏やかな波に揺られながらゆったりとした楽しい時間を過ご
します。浄土ヶ浜のジオパーク体験もできます。思いのほか安定している乗り物ですので、
年齢や体力に関係なく楽しめます。初心者大歓迎。宮古の海を満喫しよう！ 
【日時】７月１０日（日）１０：００～１２：００ 

※気象・海況により延期または中止となることがあります。 
【場所】浄土ヶ浜 

集合場所：砥石（といし）浜 ※現地集合、現地解散 
（浄土ヶ浜レストハウス 100m くらい手前の休憩所のあるところ） 

【講師】鈴木 和昌 氏（シーカヤックインストラクター） 
【対象】１２名 
【参加費】2,200 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】動きやすい服装（濡れてもいい服装）、かかとのあるサンダル又は外ズック、タ
オル、飲み物、集合時はマスク着用 
【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 
      

就業支援講座 
仕事の効率ＵＰ！職場で役立つ整理収納術 
机の上がいつも散らかっている…必要な書類が見つからず探しものに時間がかかる…、業務
に追われ、片づけに手が回らない…このような経験はありませんか？整理整頓による職場の
環境改善には、「業務効率や生産性の向上」「仕事のモチベーションＵＰ」「チーム力向上」な
ど、たくさんのメリットがあります。整理収納の基礎知識を身につけ、働きやすい環境づく
りやワーク・ライフ・バランスの実現を目指してみませんか？ 
【日時】７月１２日（火）18：30～20：30 
      １９日（火）18：30～20：30（全 2 回） 
【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（15 名） 
【経費等】参加費：無料 持ち物：筆記用具 
【申し込み】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下記をお知らせください。 
①お名前 ②ご住所 ③電話番号 ④年齢 

【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 

        



「幸福について考えるワークショップ（岩手県主催）」
参加募集のお知らせ 
身の回りの暮らしや仕事、そして社会の課題などを考えながら、身近な幸せについて考えて
みませんか。県民の幸福を守り育てることを目標としたいわて県民計画の推進に向け、一人
一人が自身の幸福を考えるワークショップを開催します。 
（１）内容 「幸福について考えるワークショップ」 
現在の幸福度を数値化し、認識することで、これからの生活や社会の在り方などを考え、

話し合うワークショップです。 
（２）進行役 特定非営利活動法人いわて NPO フォーラム 21 

※主催：岩手県（特定非営利活動法人いわて NPO フォーラム 21） 共催：宮古市 
【日時】７月 12 日（火）10：00～12：00 
【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】宮古市に在住・勤務している方、市民活動や自治会活動、 

男女共同参画に関心のある方（先着 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】7 月 6 日（水）までに市のホームページの申請フォームから申し込むか、下記
担当にお電話でお申込みください。 
 

▶市ホームページの申請フォーム 
 
 
 
 
 
 

【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（直通）  
     

「～レジン DE 輝くペン&チャーム～」 
ワイヤーを曲げたりねじったりしながらテーマとなる花をかたち作り、ラメ・ホログラムな
ど色々なパーツでデザインをして、レジン液（樹脂）でコーティングすることでキレイな透
明感と立体感のある、個性が輝る素敵なチャームとペンを製作します。 
（※チャームはペンダントトップなど…使い方はさまざま） 
【日時】７月１５日（金）１０：００～１１：３０ 
【場所】田老公民館 大会議室 
【講師】佐藤 久美子 氏 
【対象】市内在住の方 先着 8 名 
【経費等】1,000 円（材料費） 
【持ち物】手拭きタオル、飲み物 
【申し込み】７月５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 2 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「宮古の「宝」とは？～地域の文化財を考える～」 
  講師：熊谷 常正 氏（盛岡大学名誉教授） 
②「北上山地の希少動植物について」 
  講師：武内 寛 氏（宮古市文化財保存活用地域計画策定協議会委員） 
③みやこ宝さがし（参加者アンケート） 
【日時】７月 16 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 
  



令和 4 年度公民館舞台部門発表会 
公民館で活動しているサークルの発表会です。弦楽器、合唱、オカリナ、大正琴、津軽三味
線、舞踊、詩吟、朗読、ハワイアンフラ、3B 体操の、多彩なステージをどうぞお楽しみくだ

さい♪ 
【日時】７月１７日（日）１１：00 開演 （10：30 開場） 
【場所】市民文化会館大ホール 
【出演団体】『弦楽合奏』宮古ジュニア弦楽合奏団&宮古弦楽合奏団 
      『合唱』イーハトーヴシンガーズ、OYAJI コーラス、すみれコーラスクラブ、

ブリランテ、宮古女声コーラス 
      『オカリナ』オカリナの会 
      『弦楽器』アコースティック同好会、ギターサークル、ハピレレみやこ 
      『大正琴』大正琴アンサンブル美咲会 
      『津軽三味線』みやこ三絃会 
      『民踊・日舞・新舞踊』葵の会、新舞陸中会、扇翔会、宮古民踊愛好会 
      『詩吟』千桜吟詠会、宮古吟詠会 
      『朗読』朗読サークルひびき 

      『ハワイアン・フラ』マーリエ・ラニカイ・ハナレイ、 
マーリエ・ラニカイ・ポリフア、 
マーリエ・ラニカイ・ラハイナ 

『３Ｂ体操』３Ｂ-MIYAKO 
【入場料】無料（入場整理券が必要です） 
【入場整理券配布先】７月１日（金）９：００より次の場所で配布します。 
      中央公民館（市民交流センター）、中央公民館分館、山口公民館、千徳公民館 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
        

就職スキルアップ講座「初めての簿記」 
求職者、転職希望者など対象とし、就職に必要なスキルを向上させることを目的とした「初
めての簿記講座」を開催します。初心者を対象として、簿記の基礎の基礎を学びます。本格

的な簿記講座を受講する前のステップとしてご活用下さい。 
【日時】７月２０日（水）、２２日（金）、２５日（月）、２７日（水）、２９日（金） 

１８：３０～２０：３０ （全５日間） 
【場所】２Ｆ 会議室・実習室 
【講師】須田 明廣 氏（元商業高校教員） 
【対象】２０名 
【参加費】1,000 円（テキスト代） 

※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、電卓 
【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。本講座は雇用保険受給者の失業認定における「求職活動」に該当します。 

共催：宮古公共職業安定所、ジョブカフェみやこ 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
               

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 



一般セミナー「ふるさと探訪①」 
～義経北行伝説の地を巡る～ 
市内にある義経北行伝説の地を巡り、それぞれの地で義経や静御前にまつわる解説を聞く。 
【日時】７月 21 日（木）９：00～14：00 頃 
【場所】北上山地民俗資料館集合（研修バス 9：00 出発） 
    鈴ヶ神社、日月山神鏡宮、長沢判官堂、判官稲荷神社、黒森神社 
【講師】假屋 雄一郎 氏（市史編さん室長） 
【対象】10 名 
【参加費】無料 
【持ち物】飲み物、歩きやすい服装、マスク  

※なあど付近で昼食休憩（昼食は各自で準備願います） 
【申込期間】7 月１日（金）～ 17 日（日）9：00～17：00（4 日、11 日、19 日休館） 
      川井生涯学習センターに電話で申し込みください 
【問い合わせ先】川井生涯学習センター 電話７６－２１６７ 
      

「地元和紙・閉伊川紙でうちわ作り」 
地元の和紙・閉伊川紙（へかわがみ）を使って「うちわ」を作ります。竹製の平柄（え）に
和紙を貼るので、柔らかな風をよりいっそう感じることができます。見た目も涼やかなうち
わで夏の風情を楽しんでみませんか？ 
【日時】７月２１日（木）13：00～16：00 
【場所】千徳公民館 
【講師】栗橋 くみ子 氏 
【対象】市民先着８名 
【経費等】体験料：750 円（保険料込み）  

持ち物：エプロン、飲み物 ※マスク着用 
【申し込み】7 月 1 日（金）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 
     
 

「自分で作る帽子教室」～バケットハットを作りましょう～ 
ミシンの基礎と、きれいに縫うコツを学びながら、自分サイズの帽子作りにチャレンジして
みませんか？少ない布でできるから、作り方を覚えていろんな色や柄で作ってみるのも楽し
いですよ♪ 
【日時】7 月２３日（土）13：00～17：00 
【場所】中央公民館分館 2 階大会議室 
【講師】佐々木 きみ子 氏（元洋裁学校教師） 
【対象】市民先着 6 名 
【経費等】材料代＝1,800 円（当日集金）  

持ち物＝ミシン、裁縫道具、飲み物、マスク着用 
【申込期間】７月 1 日（金）～9 日（土）※受付時間＝火曜～土曜日の 9：00～17：00 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
   
  

「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下さい。布がない場合は資料館で準備します） 
【日時】７月２４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】7 月１日（金）～ 21 日（木）休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日） 
【問い合わせ先】北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 
 



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② 
「公民館で土偶づくり体験教室」 
専門家の指導の下、粘土を使って自分だけの土偶づくりに挑戦します。※講座では土偶の制
作まで行い、乾燥・焼きなどの工程は講師にお願いします。完成までお時間をいただきます。 
【日時】７月２６日（火）１０：00～１１：３０ 

２７日（水）１０：00～１１：３０ 
※両日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】宮古市文化課職員 
【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】200 円（材料代） 持ち物；お手拭き、飲み物、マスク、ふれあい学習ノート 
      ※汚れても良い服装でお越しください。 
【申込期間】７月 15 日（金）～2２日（金） 

※必ずお申込みの上ご参加ください。 
※社会経験者大学生が優先となります。 

【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
       

こども手芸教室・ミシンでエコバッグを作ろう！ 
夏休みの作品にもなる！小学生対象の手芸教室です。 
ハンドメイド作家の Satta Petta（サッタペッタ）さんオリジナルデザインのエコバッグを
ミシンで作ってみましょう！ ※ミシンを少しでも操作したことのあるお子さん優先ですが、
経験のない方、またミシンの持ち込みが出来ない場合はお知らせください。 
【日時】７月３０日（土）１３：００～１５：３０ 
【場所】山口公民館 

【講師】佐々木 智子
と も こ

 氏（ハンドメイド作家 Satta
サ ッ タ

 Petta
ペ ッ タ

） 
【対象】小学生６名（先着） 
【材料費】650 円 
【持ち物】ミシン（可能な方・貸出もあり）、飲料水、マスク 
【申し込み】７月１日（金）から 火曜から土曜日までの 9：00～17：00 受付 
【問い合わせ先】宮古市山口公民館 電話６２－３６７０ 
       

第 24 回企画展 
『はっくつ』－ほる・はかる・かんがえる－ 関連イベント 

どきどき！おしごと体験 －みらいの考古はかせへ― 
発掘調査員になりきって、『はっくつ』のおしごとを体験しよう！ 
①土器の接合体験 ②出土品と記念写真 ③ミニ発掘体験 ④測量体験（雨天中止） 

【日時】７月 30 日（土）、31 日（日）9：00～12：00、13：00～16：00 
【場所】崎山貝塚縄文の森ミュージアム 体験学習室 および 縄文の森公園 
【経費等】無料 ※展示室等を見学する場合は別途入館料が必要 

（一般 200 円、学生 150 円、高校生以下無料） 
【申し込み】事前申し込み不要（当日受付順） 
【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） 
   



～親子で工作体験教室～ 
「ピンホールカメラ」を作ろう！ 
親子で一緒に工作を楽しみましょう！天気が良ければ外に出て、作ったカメラで見てみまし
ょう♪レンズがない手作りカメラの小さな穴から、どんな景色が見えるかな？当日は写真の
現像はしませんが、保護者の方のスマホに画像を残すことができます。夏休み期間に、その
日の天気による見え方や写り方を実験してみるのも楽しいですよ。自由研究にもおすすめで
す♪ 
【日時】7 月３１日（日）10：00～正午 
【場所】中央公民館分館 2 階大会議室 
【講師】小林 健司 氏（絵画教室 kenji コ lab 主宰） 
【対象】小学生とその保護者 先着 8 組 
【経費等】300 円（材料費、保険料）  
【持ち物】親子共通＝手拭き、上履き、飲み物（お茶か水）、マスク 
【申込期間】７月２日（土）9：00～電話受付開始。但し定員になり次第締切。 
       ※受付時間＝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 
      
 

夏休み「チョウの標本を作ろう」 
チョウの標本作り 
8 月２日（火）～21 日（日）ミニ企画展「夏休みワクワク昆虫展」に関連して開催します。 
【日時】８月７日（日）10：00～正午 
【場所】川井生涯学習センター（川井総合事務所となり） 
【講師】三浦 秀明 氏 
【対象】小学生以上（10 名）低学年の場合は保護者同伴 
【経費等】50 円（材料費） 
【申込期間】7 月 15 日（金）～31 日（日）休館日：7 月 19 日・25 日 
【問い合わせ先】宮古市北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 
        

夏の工作教室 革製キーホルダー作り 
縄文時代の道具［石器］を使いキーホルダーを作ります。 
【日時】８月５日（金）10：00～正午 
【場所】川井生涯学習センター（川井総合事務所となり） 
【講師】崎山貝塚縄文の森ミュージアム職員 
【対象】どなたでも 10 名（先着） 
【経費等】100 円（材料費） 
【申込期間】7 月 15 日（金）～8 月 4 日（木）休館日：月曜日 
【問い合わせ先】宮古市北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 
        

夏休みチャレンジ！！親子釣り体験教室 
釣り初心者大歓迎！持ち方や釣り方などの基礎から学び、釣りの魅力を体験します。 
【日時】８月７日（日）９：00～正午 ※悪天候の場合中止 
【場所】しおかぜ公園 海釣りエリア 
【講師】田代 裕太郎 氏（（有）釣研） 
【対象】小学生親子５組（先着） 
【経費等】参加費：500 円  

用意するもの：飲み物、帽子、タオル、動きやすい服装と靴 
 ※釣りの道具は親子一組につき 1 セット貸し出します。 

【申し込み】7 月２０日（水）9：00～電話受付 定員になり次第締め切ります。 
      電話受付時間 ： 火曜日～土曜日の９：００～１７：００まで 
【問い合わせ先】宮古市千徳公民館 電話６３－５４０２ 
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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 

 

:田老公民館     :生活課   :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 

就業支援講座 
仕事の効率 UP! 
職場で役立つ 
整理収納術 

みやこ市民カレッジニュース 
令和４年７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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