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目指せ即戦力！就職パソコン講座 
求職者を対象とし、デスクワークの要であるワード・エクセルを中心に、パソコン全般の知
識やファイル管理を学び、事務系デスクワークの即戦力を目指します。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。 
【日時】２月７日（火）～１０日（金）、１３日（月）～１６日（木） 

１３：３０～１５：３０ 全８日間 
【場所】うみマチひろば ３Ｆ 研修室 
【対象】１０名（求職者優先。文字入力できる人） 
【経費等】参加費：2,000 円 参加費は、前日までにお支払いをお願いいたします。 
     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 
    

第 4 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「知られざる古代宮古を考える～田鎖車堂前遺跡を中心に～」 

講師：福島 正和 氏 
（（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター主任文化財専門員） 

②「謎多き中世宮古を考える～閉伊氏を中心に～」 
 講師：高橋 和孝 氏（奥州市教育委員会歴史遺産課 主任学芸員） 
③みやこの宝さがし（参加者アンケート） 
④「鳴る土偶」の動画撮影 
【日時】２月１１日（土）１３：３０～１５：３０ 
【場所】宮古市崎山公民館 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 
    

じっくり縄文体験 土製品編「土鈴（どれい）を作ろう！」 
粘土を使って“カラカラ”と音が鳴る鈴を作ります♪ 
学芸員による解説コーナーでは、北海道・北東北の世界文化遺産でみられる土製品の話に加
え、珍しい構造であるため某有名クイズ番組でも紹介された宮古市の貴重な出土品「鳴る土
偶」の不思議についてもお教えします！ 
【日時】２月１２日（日）１３：３０～１５：３０まで 
【場所】宮古市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 
      （申込期間 2 月 1 日（水）～11 日（土）まで） 
【問い合わせ先】崎山貝塚縄文の森ミュージアム 電話６５－７５２６ 
 

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５年２月号 



定期教室生徒募集 
●定期教室は、Ｒ５年４月からＲ６年３月まで１年を通して定期的に行う教室です。年度途
中には募集しませんので、興味のある方はお早めにどうぞ。 
■生花教室 
 ・日 時：月 1 回火曜日 １９：００～２１：００ 
 ・講 師：小金渕 陽子 氏（草月流） 
 ・材料費：1 回 1,200 円程度 
 ・持ち物：花切りバサミ 
 ・定 員：１５名 
■茶道教室 
 ・日 時：第 2・３水曜日 １９：００～２１：００ 
 ・講 師：細越 靜子 氏（表千家） 
 ・材料費：1 回３００円 
 ・持ち物：白い靴下 
 ・定 員：１２名 
■料理教室 
 ・日 時：月 1 回 日曜日の午前中 
 ・講 師：各分野の先生（和・洋・中・お菓子） 
 ・材料費：1 回 1,000 円程度 
 ・持ち物：エプロン、三角巾、持ち帰り用容器 
 ・定 員：１５名 
 ・場 所：山口公民館 調理室 
■ペン字教室 
 ・日 時：第２・４木曜日 １９：００～２１：００ 
 ・講 師：菅野 安子 氏（華翠塾代表） 
 ・会 費：月６００円、初回に年間テキスト代 4,800 円 
 ・持ち物：ボールペン、ノート 
 ・定 員：２５名 
■デジタル倶楽部（各自がパソコンやスマホを持ち寄り、分からないことを先生に聞いた

り、お互いに教え合ったり、楽しく学び合えるサークルのような教室です。） 
 ・日 時：月 1 回日曜日 １３：００～１５：００ 
 ・講 師：川戸 大洋(たかひろ) 氏 
 ・材料費：1 回５００円 
 ・持ち物：お持ちのパソコン・スマホ、筆記用具等 
 ・定 員：１０名 
●募集期間＝2 月 15 日（水）～  ●その他＝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 
      

ミニ企画展「みやこの鉱物」 
宮古市の各地域に代表的な鉱物や特徴のある鉱石などを展示、紹介します。 
【日時】２月１５日～3 月３１日まで（月曜休館）の９：００～１７：００ 
【場所】北上山地民俗資料館１階ロビー 
【対象】どなたでも 
【経費等】ミニ企画展のみ見学の方は入館無料 
【問い合わせ先】北上山地民俗資料館 電話７６－２１６７ 
            

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 



「額に飾る ～春・さくら～」 
つまみ細工の技法を基本とし、ちりめんで額の中に『さくら』をモチーフにし、春の季節感
漂う花を作製します（伝統工芸） 
【日時】２月１６日（木）１３：００～１６：００ 
【場所】田老公民館 大会議室 
【対象】市内在住の方 先着 8 名 
【経費等】2,000 円（材料費） 
【持ち物】手拭きタオル、飲み物 
【申し込み】２月２日（木）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 
       

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』② 
講義：「土器の変遷と集落構造」（９：４０～１０：５０） 
展示解説（１１：００～１１：５０） 
体験：「勾玉づくり」（１３：００～１５：００） 
【日時】２月１８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 2 月 1 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） 
       

「親子で挑戦！みそづくり体験教室」 
親子みそづくり体験教室 
【日時】２月１８日（土）１０：００～正午 
【場所】千徳公民館 
【講師】竹野 牧子 氏（味噌ソムリエ） 
【対象】市民小学生親子先着 ６組 
【参加費】2,100 円（体験料、保険料込み） 
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、蓋付き容器（味噌４キロ用）、軍手、ゴム手袋 
【申し込み】１月１８日（水）９：００～電話予約（火～土曜日９：００～１７：００受付） 
      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 
      
 

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。「アルジャーノンに花束を」９５分 
【日時】２月１８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 
  



黒森神楽新春巡行 
従来の“神楽宿”の雰囲気を楽しみながら、宿泊施設で神楽を鑑賞します。 
【日時】①２月１９日（日）１１：００～１６：００  

②２月２６日（日）１１：００～１７：００ 
【場所】①宮古ホテル沢田屋   

②浄土ヶ浜パークホテル 
【対象】各５０名 ※ただし、定員になり次第締め切ります。 
【経費等】各 3,300 円（昼食込、税込） 
【申し込み】下記①または②までお申し込みください 

①宮古ホテル沢田屋 電話６２―７７１１  
②浄土ヶ浜パークホテル 電話６２―２３２４ 

【問い合わせ先】宮古観光文化交流協会 電話６２－３５３４ 
       

本の修理講座 
破れてしまった本の修理方法を学びます。 
①本の各部の名称と判型及び本の構造について説明  
②破れてしまった本の修理の実践 など 
【日時】２月２２日（水）１３：３０～15：３０   
【場所】宮古市立図書館 
【対象】市民、市内保育所・幼稚園・学校などの職員やボランティア（定員８名） 
【経費等】無料  
【持ち物】破れた図書（一人２冊まで）、エプロンをご準備ください 
【申し込み】２月１５日までに宮古市立図書館の窓口に申込用紙を提出もしくは電話・FAX・

インターネットで申し込みください（抽選） 
【問い合わせ先】宮古市立図書館 電話６２－２４１４ 
       

「ふんわり花咲く桜の苔玉教室」 
桜の苔玉を作ります。管理、お手入れの仕方、上手に育てるコツも学びます。お部屋に飾っ
てご自宅でお花見なんていかがでしょうか？ 
【日時】２月２３日（木）１０：００～正午 
【場所】千徳公民館 
【対象】市民 8 名（先着） 
【参加費】2,400 円 
【持ち物】エプロン、手拭き、飲み物、マスク 
【申し込み】２月４日（土）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 
      

ひなまつりイベント 
折り紙でおひなさま作り、福笑い遊び、ぬり絵、スクラッチアート、顔出しパネル、マメ知
識、お楽しみキッズコーナーなど、内容盛りだくさん。うみマチで「ひなまつり」を楽しも
う！ぬり絵を完成させたら、ひなあられをプレゼント！！（先着３０名様） 
【日時】２月２６日（日）９：００～１２：００ 
    ひなまつりコーナーは２月１８日（土）～３月５日（日）まで開催中 
【場所】うみマチひろば １F 交流ホール 
【申し込み・問い合わせ先】お越しの際は、マスクの着用をお願いします。 

うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
     



キラリと可愛いクラフト教室「マニキュアフラワー」 
細いワイヤーで花びらの形を作り、マニキュアで薄い膜を張ってつくる「マニキュアフラワー」。  
マニキュアの艶やかさや透明感が生かされた、美しい花びらの春らしい作品を作ってみませ
んか？作品は、小さなインテリア小物やアクセサリーに仕上げます。 
【日時】３月５日（日）１３：３０～１６：００ 
【場所】中央公民館分館 
【講師】内舘 紀子 氏 
【対象】市民先着６名 
【参加費】５００円（材料代）※マスクと水分補給用の飲料は各自ご用意ください。 
【申し込み】２月１５日（水）９：００～電話受付開始 
※月曜休館日ですので、受付は日曜祝日を除く、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 
        

防災講座 ～みんなで参画、みんなで高める地域防災力！～ 
平常時から、女性をはじめさまざまな立場の人たちの視点を反映した防災に取り組むことは、
多様なニーズに対応できるとともに、地域の防災力向上にもつながります。災害に強いまち
づくりのため、男女共同参画の視点に立った防災について一緒に考えてみませんか？ 
【日時】３月４日（土）１０：３０～１２：００（開場１０：００） 
【参加方法】①会場参加    ：市民交流センター 2 階 多目的ホール 
      ②オンライン参加：Zoom 配信 ※３月１日（水）までに要申込 
【講師】山屋 理恵 氏  ※オンライン登壇 （岩手県男女共同参画センター センター長） 
【対象】防災に関心のある方、地域活動等に携わっている方など（各 20 名） 
【経費等】無料 
【申し込み】電話、ファクス、申込フォーム（右記 QR コード） 
【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 
        
 

「東日本大震災」写真展 ～写真で振り返るあの日の宮古～ 
有田勉氏の撮影した写真を通して改めて震災を振り返り、特に震災を知らない子ども達に津
波や防災といった意識をもってもらうきっかけを提供するための写真展です。 
【日時】３月１日（水）～１５日（水）９：００～２１：００ 
【場所】うみマチひろば １F 交流ホール 
【申し込み・問い合わせ先】お越しの際は、マスクの着用をお願いします。 

うみマチひろば 電話６５－７１３３ 
       

ゼロからのスマホ講座 
スマホを買ったけどわからない事が多い、もっと使いこなしたい、などスマホ操作に慣れて
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
ど基本操作を一緒に学ぶ講座です。 
【日時】３月４日（土）～５日（日）１３：００～１５：３０ 全 2 日間 
【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 参加費は、前日までにお支払いをお願いいたします。 
     持ち物：筆記用具、お持ちのスマートフォン（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 
   
 



              

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  

  
印の見かた 

  :図書館      :中央公民館分館     :山口公民館   :千徳公民館    :田老公民館  

       
:観光課   :文化課   :北上山地民俗資料館     :うみマチひろば 
 

 

じっくり縄文体験土鈴(どれい)を作ろう！申込期間 

みやこ市民カレッジニュース 
令和５年２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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じっくり縄文体験土鈴(どれい)を作ろう！申込期間 文 文 

親子で挑戦！ 
みそづくり体験教室 

千 

ふんわり花咲く 
桜の苔玉教室 

千 

ふんわり花咲く 
桜の苔玉教室 
受付開始 

千 

クラフト教室 
電話受付開始 

分 

定期教室 
生徒募集開始～ 

ミニ企画展 みやこの鉱物 ～3/31 まで 

う  

目指せ即戦力！就職パソコン講座 

目指せ即戦力！就職パソコン講座 
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ミニ企画展 みやこの鉱物 ～3/31 まで※月曜休館 北  

ミニ企画展 みやこの鉱物～3/31 まで 
※月曜休館 北  

本の修理講座 

図 

ひなまつり 
イベント う  

ひなまつりコーナー 2 月 18 日(土)～3 月 5 日(日)まで開催 う  


