
 

 
 
 
 
 
 
 
   

うみマチギャラリー2022 
うみマチひろば利用者の作品を中止とした展示イベントです。 

【内容】書道、絵画、和紙人形、パステルアート、短歌、川柳など。 

【日時】9 月 4 日（日）～11 日（日）9：00～21：00 

【場所】1F 交流ホール ※来館の際は、マスク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 
   
     

「初心者歓迎！簡単マルチケース作り」 
ミシンを使ってマルチケースを作ります。直線縫いで初心者でも簡単にでき、バックインバ

ックや通帳ケースやお薬手帳ケースに便利なケース作りです。 

【日時】９月１０日（土）13：00～16：00 

【場所】千徳公民館 

【講師】大上 香奈子 氏（手作りの店花鳥風月） 

【対象】市民先着６名 

【経費等】体験料：500 円（材料費・保険料込み） 

【持ち物】ミシン（用意できない方は要相談）、裁縫道具、飲み物 ※マスク着用 

【申し込み】8 月 2 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 
         

みんなで縄文の暮らし体験「塩作り編」 
縄文土器で海水を煮詰めて塩を作ります。 

【日時】９月 10 日（土）・11 日（日）10：00～12：00、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） 

【対象】自由参加・自由見学  

なお、見学の際には検温と、連絡先等の記入をお願いします。 

【経費等】参加無料  

※館内の見学の際は別途入館料が必要です。 

【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９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 



 

一般セミナー「はじめてのちょこ盆講座」 

～ミニ盆栽を作ってミニチュアの世界を楽しもう～ 
初心者のためのちょこっとミニ盆栽作りです。小さな苗木を植えて壮大な自然を演出します。 

【日時】９月１１日（日）10：00～正午 

【場所】川井生涯学習センター 

【講師】荒矢 寿峰 氏（日本園芸協会盆栽士・森林インストラクター）  

【対象】一般５名（初心者） 

【経費等】1,000 円（植木鉢、土代等として） 

【持ち物】手袋、汚れてもよい服装 

【申込期間】9 月 1 日（木）～9 日（金）※月曜休館 

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 
   
    

パソコン基礎講座（Windows10&インターネット） 
マウスの使い方、画面説明、文字入力などパソコンの基礎およびインターネットの基本操作

を学びます。 

【日時】9 月 11 日（日）10：00～16：00 お昼休憩 1 時間あり 

【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：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 
         

「かぎ針で編む～お散歩ポシェット～」 
編み物初心者の方でも気軽に始められる、かぎ針で編む毎日のお出かけに持ちたいシンプル

で便利なバッグをつくります。 

【日時】９月１６日（金）13：00～16：00 

【場所】田老公民館 大会議室 

【講師】伊藤 由紀子 氏 

【対象】市内在住の方 先着５名 

【経費等】2,000 円（材料費） 

【持ち物】かぎ針 6/0 号、毛糸とじ針、はさみ、手拭きタオル、飲み物 

【申し込み】申込期限９月７日（水）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 
    



 

古代の鉄作り体験～鉄を研ぐ～ 
約 1,000 年以上前の古代の宮古で行われていた鉄作りを体験 

 ①鉄を叩く…熱した鉄塊を叩く体験。 

 ②鉄を研ぐ…錆びた棒状の鉄製品を研ぐ体験。様々な石材を砥石として使ってみます。 

 ③刀鍛冶の技術の実演…刀に刀匠の名を刻む「銘切り」をします。（午後に実施） 

【日時】９月 19 日（月・祝）9：00～15：00 まで 

【場所】宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム 縄文体験広場 

【申し込み】事前申し込み不要・自由見学  

※当日、参加者名簿にご記入をお願いいたします 

【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） 
 
       
  

＝臨時休館のお知らせ＝ 
全館ワックス作業のため、臨時休館します。 

【日時】9 月 23 日（金・祝） 

【問い合わせ先】うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
          

暮らしが楽しくなるものづくり教室・木のスプーン 
木を彫って、削って、やすりを掛けて・・・たったひとつ、自分だけのスプーンをつくって

みませんか？出来上がりをイメージしながら、木に触れて、楽しいひと時を過ごしましょう！ 

※丸ノミなど刃物を使用します。 

【日時】９月２３日（金・祝）13：00～16：00 

【場所】山口公民館 

【講師】小椋
お ぐ ら

 優一
ゆういち

 氏（木工職人） 

【対象】市民１０名（先着） 

【参加費】550 円（材料費・保険料） 

【持ち物】滑り止め付き軍手、彫刻刀（可能な方）、飲料水、マスク着用 

【申し込み】９月１日（木）9：00 から受付 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 
 
                        



 

みんなで縄文の暮らし体験「海釣り編」 
シカの角で作った釣り針で、海釣りをします。釣った魚は縄文土器で作った塩を使って、塩

焼きにします。宿漁港（現地集合）での海釣り➜ミュージアムで塩焼きとなります。 

※雨天で中止の場合は、早朝に参加者へ連絡 

【日時】９月 25 日（日）8：30～12：30 

【場所】宿漁港（宮古市崎山第 3 地割内）、崎山貝塚縄文の森ミュージアム 

【対象】10 名（小学生 5 年生以上）※見学者も人数に含む 

（海釣り編参加者 10 名を含めた 20 名。海釣り編参加者も申し込みが必要です。） 

【経費等】参加無料 

【申し込み】9 月 15 日（木）～24 日（土） 

【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） 
     
     

釣り入門講座 ～初めてのルアーフィッシング～ 
ルアーフィッシングとは、生きたエサを使う従来の釣りとは違い疑似餌（ルアー）を用いて

行う釣りです。始めたくてもどうしたらいいのかわからない方へのきっかけとして、道具説

明、ラインの結び方、投げ方、誘い方などの基礎を身につけていただき、実際に近くの海で

釣りを実践します。 

【日時】９月２５日（日）13：00～16：00 

【場所】講義：３F 研修室、実践：リアスハーバー周辺 

【講師】金澤 大輔 氏（釣藻会代表） 

【対象】８名 

【経費等】持ち物により参加費に変更があります。 

⓵釣り道具一式持参又はあり 100 円 

⓶ロッド・リールあり 800 円 

⓷道具無し 2,800 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：お持ちの釣り道具一式、タオル、飲み物、 

ライフジャケット（無い場合はこちらで用意します） 

【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 
   
                       



「聞こえない方とのコミュニケーション」講座 
～聞こえない・聞こえにくいってどんなこと？～ 
耳の不自由な方や聞こえにくい方とのコミュニケーションでお困りなことはありませんか？

最近では手話や筆談以外にもアプリを活用する場合も出てきています。今回は聞こえにくい

方とのコミュニケーション・手話等を楽しく学び実践します。体験談や情報交換も行います。 

【日時】9 月 27 日（火）、28 日（水）19：00～21：00 全 2 日間 

【場所】２F 会議室実習室 

【講師】加賀 留美子 氏（手話通訳士） 

【対象】１０名 

【経費等】参加費：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。 

【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 
    
  

レース編み教室～マクラメで編む小さなタペストリー作り～  
マクラメは何本かの細紐や糸などを手で結び、幾何学的な模様をつくるレース編みの一種で

す。マクラメといえばブレスレットやバックなどありますが、今回は生成り色の糸を使って

小さなタペストリーを制作します。 

【日時】９月２９日（木）１８：３０～２０：３０ 

【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 

【経費等】250 円（材料代）※当日集金 

【持ち物】とじ針（お持ちの方）、はさみ、飲み物、筆記用具、マスク着用 

【申し込み】９月４日（日）10：00 から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 
 
 
 
 
 

第 52 期(令和 4 年度)社会経験者大学ものづくり教室③ 
「工作体験！牛乳パックで作るペンケース」 
牛乳パックと布を使い、縫わないペンケース作りに挑戦します。 

【日時】９月 30 日（金）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】道又 光枝 氏 

【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。入学申込は随時受け

付けしています。 

【経費等】250 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】申込受付開始：9 月 15 日（木）9：00 から受付 

 ※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 
 



              

日 月 火 水 木 金 土 

 
 

 

１ ２ ３ 

 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

１１ １２ １３ １４ １５ 
 

１６ １７ 

１８ 

 

１９ 

 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

２５ 

 

２６ ２７ 

 

２８ ２９ 

 

３０ 

 
 

 

  
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    :川井生涯学習センター   :文化課    :うみマチひろば 

みやこ市民カレッジニュース 
令和４年９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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