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パソコン基礎講座（Windows10&インターネット） 
パソコン初心者を対象にマウスの使い方、画面説明、文字入力、ファイル管理、設定変更な
どパソコンの基礎を学びます。さらにインターネットの基礎知識と情報検索を行います。 
【日時】１月１５日（日）１０：００～１６：００ 
【場所】うみマチひろば ３F 研修室 【対象】１０名 
【経費等】参加費：５００円 受講料は前日までにお支払頂きますようお願いいたします。 
     持ち物：筆記用具、マスクの着用をお願いいたします。 
【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 
   

ボランティア講座 ボランティアと一緒に学ぶ『入門！宮古学』① 
講義：「古代の鉄づくり」（９：４０～１０：５０） 展示解説（１１：００～１１：５０） 
体験：「土偶づくり」（１３：００～１５：００） 
【日時】１月２１日（土）９：３０～１５：００ 
【場所】崎山公民館 多目的ホール、崎山貝塚縄文の森ミュージアム 
【対象】市民（体験のみ１０名）※講義または体験のみの参加も可能です。 
【経費等】無料  【申し込み】要事前申込 １月４日（水）から申込受付開始 
【問い合わせ先】崎山貝塚縄文の森ミュージアム 電話６５－７５２６（申込先） 
   

図書館シネマ ―大人のための映画会－ 
毎月 1 回、大人向けの映画会を開催します。「影裏」１３４分 
【日時】１月２１日（土）15：00  【場所】宮古市立図書館 視聴覚室 
【対象】どなたでも 【経費等】無料 【申し込み】不要 
【問い合わせ先】宮古市立図書館 電話６２－２４１４ 
   

親子で姿勢チェック 
～健康のため、成長のため姿勢が及ぼす影響を学ぼう～ 
当日はＡＩを使った姿勢分析を親子で行い、毎日できる姿勢チェックや簡単な運動方法を学
び、これからの健康、成長に役立てましょう。 
【日時】１月２２日（日）９：３０～１２：００ 
【場所】うみマチひろば ３F 研修室 
【講師】山根 利雄（カイロプラクティック楽幸 院長） 
【対象】親子１０組 ※対象年齢・・成長期の小学 6 年生まで 
【経費等】参加費：２００円 受講料は前日までにお支払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 
   

一般セミナー「リフレッシュ講座」～カンジキを履いて雪原を歩こう～ 
区界高原をカンジキで歩きながら自然観察します。 
【日時】１月２５日（水）９：３０～１４：００ 
【場所】北上山地民俗資料館・川井生涯学習センター集合（バス移動９：30 出発） 
【講師】木の博物館案内人 【対象】１０名   【経費等】無料 
【申し込み】1 月２２日（日）までに北上山地民俗資料館・川井生涯学習センターに電話で

申し込みください（月曜休館） 
【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 

生涯学習のマスコット
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「～快眠のためのストレッチ‼～」 
体の冷えや疲れによる睡眠不足、慢性的な不眠や体調不良には睡眠が大切です！入浴後わず
かな時間でできる、カラダと心を整えるストレッチを学びます。 
【日時】１月２８日（土）１０：００～１１：３０ 
【場所】田老公民館 大会議室 
【講師】名取 秀志 氏（ゴールワークス 代表） 
【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】１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 
   

介護に向き合う男性向け料理教室 ～簡単手作りお惣菜～ 
近年、家事や介護の担い手が男性を含めた家族が広がっています。介護に向き合う男性が、
身近な食材を使って、料理の基本やコツを楽しく学びます。「時短」「簡単」「同時」に調理す
る料理教室です！ 
【メニュー】・もやしのらくらくシュウマイ・普通ごはんとおかゆ 

・ミルクのだしで味を引き出します♪青菜のだし煮おひたし 
【日時】１月２８日（土）１４：００～１６：００ 
【場所】山口公民館 
【講師】岩手県栄養士会沿岸地区宮古地域会員 
【対象】男性介護者や介護を考えている男性 おおむね６０歳代～ ６名 
【経費等】費用：５００円（食材及び消耗品代） 
【持ち物】①お米１合 ②エプロン ③三角巾 ④手拭きタオル ⑤マスク着用 
【申し込み】生活課に電話またはファクスでお申し込みください。ファクスでのお申し込み
の際は、①講座名②お名前③ご住所④電話番号⑤年齢をご記入ください。 
    【申込開始】1 月４日（水）【申込期限】1 月 23 日（月） 
【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 
   

じっくり縄文体験 弓矢編「弓矢を深く知ろう！」 
縄文時代の発明とされる弓矢について、誕生から人類との関わりについて解説します。また、
ミニ弓づくりの体験や、実際に弓矢を使用する体験を行います。 
【日時】１月２９日（日）１３：３０～１５：００まで 
【場所】崎山貝塚縄文の森ミュージアム 体験学習室 
【対象】先着１０名（小学生以下は保護者同伴） 
【経費等】無料（参加者は、ミュージアムの入館・体験共に無料） 
【申し込み】下記問い合わせ先にお電話、またはミュージアム窓口にて 
【問い合わせ先】崎山貝塚縄文の森ミュージアム 電話６５－７５２６ 
   

「簡単ＤＩＹ！サイドテーブル作り」 
ビス止めや埋木、塗装など簡単な作業で仕上げるコの字型のサイドテーブルを作ります。一
部に温かみのある無垢材を使用しますので、香りも楽しむことができます。鉋（かんな）が
けなど体験しながら天然の木材でオリジナルのテーブルを作りましょう。 
【日時】１月２９日（日）１３：００～１５：００ 【場所】千徳公民館 
【講師】小椋 優一 氏 
【対象】市民先着 6 名 【参加費】3,000 円（材料費、保険料込み） 
【持ち物】汚れてもよい服装またはエプロン着用、軍手などの作業用手袋 ※マスク着用 
【申し込み】１２月１５日（木）９：００から電話予約（火～土曜日、９：００から１７：００） 

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 
   

第 2 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】１月２９日（日）～2 月 5 日（日）９：００～２１：００ 
【場所】うみマチひろば 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。 
【申し込み・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 
   



羊毛フェルト講座～お座りアニマルマスコット作り～ 
羊毛フェルトを使ってちょこんと座った可愛いポーズのマスコットを作ります。クマ、ウサ
ギ、ネコからお好みの動物を選べます！ 
【日時】１月２９日（日）１０：００～１６：００ 
【場所】うみマチひろば ３F 大会議室 
【講師】佐々木 智子 氏（SattaPetta 羊毛フェルト作家） 
【対象】１５名 
【参加費】1,800 円 受講料は前日までにお支払頂きますようお願いいたします。 
【持ち物】手芸用ハサミ、目打ち、ピンセット ※手芸用がない場合、普通のはさみでも可 
【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 
    

季節のリース教室～ひなまつり編～ 
3 月の行事といえば「ひなまつり」♪ 
一足先に「ひなまつり」のリースを作ります。 
今年のひなまつりの飾りは、このリースで決まり！！ 
【日時】２月４日（土）９：３０～正午 
【場所】宮古市中央公民館（市民交流センター）2 階 創作スタジオ 
【対象】市民 先着 7 名 
【参加費】2,000 円（材料代）※当日集金                
【持ち物】エプロン、花ばさみ、飲み物（キャップ付き）、マスク着用 
【申し込み】1 月１５日（日）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（市民交流センター） 電話６３－４１６６ 
     

おとなのパン教室～part２～ 
専門の先生からコツやポイントを教えてもらい、おうちでミルクフランス・簡単ドデカフォ
カッチャを一緒に作りませんか？ 
【日時】２月５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】1,200 円（材料代、保険代等） 
【持ち物】エプロン・三角巾・マスク着用・持ち帰り用保冷バッグ・保冷剤 
【申込期間】1 月１７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） 
【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。 
    

みやこの味を伝えたい・豆すっとぎ作り 
宮古地方の郷土菓子「豆すっとぎ」。宮古産の青豆と米粉を使って調理します。比較的簡単に
できますので、料理初心者の方も大丈夫！うぐいす色で「春を呼ぶお菓子」ともいわれ、次
世代に伝えていきたい「豆すっとぎ」を手作りしてみませんか？ 
【日時】２月２５日（土）１０：００～正午 
【場所】山口公民館 
【講師】宮古市食生活改善推進員のみなさん 
【対象】市民 6 名（先着） 
【参加費】５００円 
【持ち物】エプロン・三角巾・飲料水・マスク 
【申し込み】２月１日（水）から 火曜から金曜までの９：００～１７：００受付 
【問い合わせ先】宮古市山口公民館 電話６２－３６７０ 
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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     :山口公民館   :千徳公民館    :田老公民館   :生活課 

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

 
みやこ市民カレッジニュース 
令和５年１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）》 

図 

文 う  

中 田 

おはなし会 

図書館シネマ 
大人のための映画会 

親子で姿勢チェック 
健康のため、成長のた
め姿勢が及ぼす影響を
学ぼう～ 

おとなのパン教室 
受付開始 ※先着順 

ボランティア講座 
ボランティアと一緒 
に学ぶ『入門!宮古学』① 

パソコン基礎講座 

う  

リフレッシュ講座 
～カンジキを履いて
雪原を歩こう～ 
申込期限 

う  

第 2 回おらが宮古 
写真展～2/5 まで 

図 

ボランティアと一緒に 
学ぶ『入門!宮古学』① 
受付開始 

文 

図 

リフレッシュ講座 
～カンジキを履いて 
雪原を歩こう～ 

千 山 

川 
北 

文 

快眠のためのス
トレッチ‼ 

田 

快眠のための 
ストレッチ‼受付開始 

田 

羊毛フェルト講座 う  
弓矢編 
弓矢を深く知ろう！ 

文 
簡単 DIY！ 
サイドテーブル作り 千 

季節のリース教室 
～ひなまつり編～ 
受付開始 

中 

山 

川 
北 

川 
北 

介護に向き合う 
男性向け料理教室申込開始 

生 

生 

介護に向き合う 
男性向け料理教室 
申込期限 

生 
介護に向き合う 
男性向け料理教室 

生 


