
 

 
 
 
 
 
 
 
   

ミニ企画展「夏休み ワクワク昆虫展」 
夏休みにあわせて、昆虫標本や昆虫についての図鑑や絵本を展示します。 
【日時】８月２日（火）～２１日（日）９：00～１７：00（休館日は 8 日、15 日） 
【場所】北上山地民俗資料館ロビー 
【対象】どなたでも 
【経費等】ミニ企画展の見学は無料です。 
（常設展の見学は入館料がかかります。一般 200 円、学生 150 円、高校生以下無料） 
【問い合わせ先】北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 
      

小学生学習応援企画「うみマチ塾」 
～夏休みはうみマチでたのしく勉強～ 
小学生対象の夏休み学習応援企画。「夏休みの宿題を早く終わらせて遊びたい」「苦手科目も
頑張りたい」など、大学生・高校生のお兄さんお姉さんと楽しく真剣に、うみマチで夏休み
の宿題や勉強をしませんか！ 
【日時】８月５日（金）～１０日（水）１０：00～１７：00 

※好きな時間に自由に参加 
    ※12：00～13：00 はお昼休憩 
【場所】うみマチひろば 
【対象】小学生 20 名 
【持ち物】夏休みの宿題、教科書、筆記用具、飲み物 
【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。 
当日参加もできますが、できるだけ事前申し込みをお願いします。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
      

ゼロからのスマホ講座 
～スマホで毎日をもっと楽しくもっと便利に～ 
スマホの操作に慣れていないシニアを対象に文字入力の方法、カメラの使い方、アプリの入
れ方、ネット検索など基本操作を学ぶ講座です。 
【日時】８月６日（土）～7 日（日）１３：00～１５：30（全 2 日間） 
【場所】３F 研修室 
【対象】１0 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：筆記用具、お持ちのスマホ（機種は問いません） 
【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 
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＝お盆期間のお知らせ＝ 
【内容】8 月 13 日（土）～16 日（火）は 9：00～17：00 

１F 交流ホール、プレイルームのみの開館となります 

【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
      

クルーザーヨット体験～宮古の夏を満喫しよう～ 
洋上の風を受けて軽やかに走る、キャビン（船室）を持つタイプの船「クルーザーヨット」
に乗船し、ゆったりとした気分でクルージング体験をします。スタッフの指導で安全な範囲
内でのセーリング体験も行います。めったに出来ない体験です。お見逃しなく！ 
【日時】８月 11 日（木・祝）10：00～12：30 

※天候、海の状態によって延期（8 月 28 日）または中止となることがあります。 
【場所】リアスハーバー宮古 ※現地集合・解散 
【対象】１0 名 ※小学生以上 
【講師】小成 朋志 氏（セーリングクルーザー指導員） 
【経費等】参加費：1,000 円（小学生：半額） 

  持ち物：防寒上着、運動靴、ゴム付き軍手、飲み物 
※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。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
       

令和 4 年度「夏休み縄文ラボ」 
夏休みの自由研究に役立つミニ展示コーナーや館内ラリー企画を行います。 
・ミニ展示「土器ってどうやってつくるの？」 
・縄文キーワードハンター 
【日時】８月１０日（水）～８月２１日（日） 
【場所】宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム（宮古市崎山第 1 地割 16 番地１） 

【対象】どなたでも 
【経費等】期間中ミュージアム入館無料 
【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 FAX６５－７５０８ 
        （宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム） 
 
 
 
 
 
 
 

第１回「おらが宮古写真展」～宮古の魅力を深堀り～ 
宮古の風景、宮古の街並み、ご近所さん、宮古の各地区など、宮古をテーマとした写真展で
す。 
【日時】８月 11 日（木）～21 日（日）９：00～21：00 

※8 月 13 日（土）～16 日（火）は 9：00～17：00 
【場所】１F 交流ホール ご来場の際はマスクの着用をお願いします。 
【問い合わせ先】おらが宮古写真展実行委員会事務局 電話６２－３７１２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 52 期(令和 4 年度)社会経験者大学第 3 回講座 
「こころ」の健康づくり講座 
悩みや不安、ストレスといった心と体の変化を理解し、寄り添うためのこころの健康づくり
をテーマにした講座です。 
【日時】８月１９日（金）13：30～15：00 
【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】伊東 周二 氏（宮古地域こころのケアセンター 社会福祉士 精神保健福祉士） 
【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】筆記用具、飲み物、マスク、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：8 月 17 日（水） 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
 
 
 
 
 
 

石碑見学～「鞭牛和尚の足跡をたどる②」～ 
江戸時代の道路開削に功績を残した牧庵鞭牛和尚の道供養碑をバスで移動しながら見学しま
す。 
【日時】８月２１日（日）９：００～正午頃 
【場所】新里、宮古地域内の４か所の道供養碑（川井総合事務所駐車場集合、バスを運行します） 

【対象】一般（１０名） 
【経費等】水分補給、歩きやすい服装（山道を歩く箇所があります） 
 ※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止になる場合があります。また、マスク
着用、手指消毒、名簿記入などの感染症対策にご協力くださいますようお願いいたします。 

【申し込み】8 月２日（火）～１３日（土）の期間（休館日：８日） 
【問い合わせ先】北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 
  
      

アクアビクス教室 
～腰やヒザに負担をかけずに大きな運動効果！～ 
腰やヒザに負担をかけず、少しの運動で大きなエネルギー消費効果が見込める水中トレーニ
ング「アクアビクス」を行います。水中運動は、浮力・水圧・抵抗などの水の特性により、
自然に体幹が鍛えられ、心肺機能の向上や肥満解消にも良いと言われています。 
【日時】８月 22 日（月）、29 日（月）、9 月 5 日（月）、12 日（月）、26 日（月）、 

10 月 3 日（月）、17 日（月）、24 日（月）１８：45～１９：45 全 8 回 
【場所】姉ヶ崎サン・スポーツランド（温水プール） ※現地集合、現地解散 
【講師】宮古市体育協会指導員 
【対象】１５名 
【経費等】1回当たり540円(プール使用料) ※各自が毎回券売機で購入する形になります。 
【持ち物】水着、水泳帽子、必要に応じてゴーグル、タオル、飲み物（キャップ付きの物）、 

集合時はマスクの着用をお願いします。 
【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。 
【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
         



令和 5 年度実施提案事業「募集説明会および研修会」
のお知らせ 
令和 5 年度に実施する提案型事業（テーマ設定型及び自由提案型）募集にかかる説明会・研
修会を開催します。申請を予定する団体は、出席してください。 
【日時】８月２２日（月）①１３：３０～１５：３０ ②１８：００～２０：００ 
 ※①②共に、内容は一緒です。どちらかに参加してください。 

また、説明会終了後、個別相談会を開催します。 
【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 
【内容】①説明会（市生活課） 

②研修会（講師：特定非営利活動法人 いわて NPO フォーラム 21） 
現在実施している活動や事業（実施予定も可）を振り返りながら、 
あらためて、事業の目的や実施計画、行政と行う協働の波及効果等を 
確認するワークショップです。今後の活動に向けてブラッシュアッ 
プを行いましょう！！ 

【対象】令和 5 年度実施分提案事業の申請を予定する団体、市民活動や自治会活動に関心の
ある団体 等 
【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】8 月 1７日（水）までに、下記担当にお電話でお申し込みください。 
▶詳細は市ホームページ（下記 QR コード）からも確認できます。 

 

 

        
 参考）事業提案の応募期限は９月２日（金）まで 
【問い合わせ先】市民生活部 生活課 男女参画・協働推進係 電話６８－９０８０ 
      

ゆうゆう講座「今日からできる！認知症予防」 
頭と身体を同時に使って、日頃からできる認知症予防をゲーム感覚で学びます。皆で、頭と
身体と心を元気にし、楽しい時間を過ごしましょう♪ 
【日時】８月２５日（木）１０：００～１１：３０ 
【場所】田老公民館 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、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】8 月 18 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 
 
 
 
 
 

みんなで縄文の暮らし体験「釣り針編」 
シカの角から釣り針を作ろう！ 
【日時】８月２７日（土）１３：００～１６：００ 
【場所】宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム（宮古市崎山第 1 地割 16 番地１） 

【講師】菅原 弘樹 氏（奥松島縄文村歴史資料館 館長） 
【対象】先着１０名 小学５年生以上対象（小学生は保護者同伴） 
   ※当講座参加者は、９月２５日開催の「海釣り編」への参加枠も設けます（要申し込み） 
【経費等】汚れてもいい服装、参加費は無料です 
【申し込み】要予約（８月１６日より） 
【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） 
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ココロとカラダのセルフケア講座 －全 3 回－ 
～夏の疲れのお手入れに～ 
夏の疲れが出始めるこの時期！お肌のお手入れ、身体のお手入れ（リンパケア）、自律神経の
お手入れ（メンタルケア）をしませんか？セルフで身体をケアする方法を専門家から一緒に
学びましょう！ 
【日時】①８月 27 日（土）10：30～正午  

②９月 3 日（土）10：30～正午 
    ③９月 17 日（土）10：30～正午 全 3 回 
【場所】山口公民館 1 階 和室 
【講師】さがの みずほ 氏（ボディートリートメントセラピスト） 
【対象】市民先着 8 名（全 3 回参加できる方） 
【経費等】無料  
【持ち物】タオル、飲料水、マスク着用、動きやすい服装 
【申し込み】8 月２日（火）9：00～開始 先着順 

［受付時間：火曜から土曜日までの 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） 

※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)社会経験者大学第 4 回講座 
「再生可能エネルギーで持続可能なまちへ」 
宮古市再生可能エネルギービジョンを基に、宮古市としての具体的な取り組みについて学び
ます。 
【日時】９月２日（金）13：30～15：00 
【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】宮古市エネルギー・環境部 エネルギー推進課職員 
【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】筆記用具、飲み物、マスク、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：8 月 31 日（水） 
【問い合わせ先】宮古市中央公民館分館 電話６３－４７００ 
 
 
 
 

「一閑張り体験教室」～味わい深く、環境に優しい伝統手法～  
日本の伝統工芸「一閑張り」の基本を学びます。竹ざるに和紙を貼り、柿渋を塗って仕上げ
ます。お菓子や小物を入れたり、「和」の雰囲気のインテリア小物としても♪天然素材の作品
作りです。 
【日時】９月６日、13 日（火）13：30～15：30（全 2 回） 
【場所】中央公民館分館 2 階大会議室 
【対象】市民先着 8 名 
【経費等】参加費＝1,000 円（材料代） 
【持ち物】手拭き、エプロン、飲み物、マスク 
【申し込み】8 月 17 日（水）9：00～電話受付開始 

※月曜休館日ですので、お申込みは、火曜～土曜日の 9 時～17 時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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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       :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 

みやこ市民カレッジニュース 
令和４年８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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分 

社会経験者大学 
第３回講座申込期限 

分 

一閑貼り体験 
教室 受付開始 

分 

令和5年度実施分 
提案事業募集説明
会および研修会 

生 

「令和5年度実施分」提案事業募集説明会 
および研修会申込期限 ～17日(水)まで 

ミニ企画展「夏休み ワクワク昆虫展」～21日(日) 北 

生 

アクアビクス教室 

う  

小学生学習応援企画 
「うみマチ塾」 

～10日まで おはなし会 う  図 

ゼロからの 
スマホ講座 

う  

ゼロからの 
スマホ講座 

う  

   令和4年度「夏休み縄文ラボ」～２１日まで 文 
    第1回 おらが宮古写真展～21日まで う  

「夏休み縄文ラボ」 
～２１日まで 

第1回おらが宮古 
写真展～21日まで う  

文 

みんなで縄文の 
暮らし体験 
「釣り針編」 

みんなで縄文の暮 
らし体験申込開始 

文 

文 
ココロとカラダの 
セルフケア講座 

山 

ココロとカラダの 
セルフケア講座申
込開始:先着順 

山 


