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赤カブ漬物教室
（カラ芋入り）
日時 12 月 10 日（日）午前９時～正午

豆を使った料理講習会
地元の大豆を使ったヘルシーで美味しい豆料理を

12 月２日（土）午前 10 時～午後４時
なにゃーと メッセホール

作ってみましょう。
日時 12 月７日（木）
、
平成 30 年１月 11 日（木）
、

内容 ５㌔の赤カブ漬

各回午後１時～３時

東北新幹線二戸駅とＩＧＲいわて銀河鉄道二戸駅

参加料 1,500 円（材料代）

場所 石切所公民館

は開業 15 周年を迎えます。今後も多くの皆さんに

定員 先着 20 人

講師 上野久子さん

二戸駅を利用してもらえるよう、記念イベントを開

内容 １回目：豆腐づくり、２回目：豆腐ハンバー

催します。

漬物用樽 20 リットル、ビニール袋、重石

（自宅で乗せる場合は不要）
、エプロン、三角巾
申込期限 12 月１日（金）

グ、おからドーナツ

【ステージイベント】

参加料 １回 500 円（材料代）

○ 石切所小マーチングバンド

定員 先着 15 人
持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具

○ 新幹線トレインジャーショー・クイズ大会
○ 15 周年記念餅まき

申込期限 12 月１日（金）
※どちらか１回のみの参加も大歓迎です

○ 世界で活躍する兄妹ダンサー「つくし・かなた」

○ 飲食、物販ブース

ダンスパフォーマンス

○ 二戸駅員おもてなしコーナー

問い合わせ、申込先 石切所公民館（☎ 23-3990）

○ キャラクター撮影会（新幹線トレインジャー、

○ ＪＲ鉄道グッズ販売

ぎんがくん・きらりちゃん、わんこきょうだい、亀

○ 二戸駅想い出の品展示

か。
（全５回）

麿くん）

○ 九戸城ＶＲ体験会

日時 12 月 10 日（日）午後１時～３時
場所 中央公民館

○ 九戸政実武将隊パフォーマンス

問い合わせ先 東北新幹線二戸駅等利用促進イベン

○ みんなで踊ろうなにゃとやら（講習会＆輪踊り）

ト実行委員会（商工観光流通課内☎ 43-3213）

問い合わせ、申込先

金田一コミュニティセンター

（☎ 27-2114）

第２回ポーセラーツ教室
世界に一つのテーブルウエアをつくってみません

ち

か

こ

講師 graine（グレンヌ） 山下千香子さん
内容 正月の扇プレート１枚
受講料 1,600 円
定員 先着 10 人※親子参加歓迎
持ち物 はさみ、カッター
申込期限 12 月４日（月）
問い合わせ、申込先 中央公民館（☎ 23-2870）

スマホ安心安全教室

羊毛フェルト教室
日時 12 月 16 日（土）午後１時～４時
場所 中央公民館
内容 「戌年のおそなえ」
または
「松竹梅のおそなえ」
参加料 1,200 円（材料代）

日時 12 月 12 日（火）午前 10 時～ 11 時 30 分
場所 中央公民館
講師 ドコモショップ二戸店
内容 「災害時の災害伝言板」
「災害用音声お届け
サービス」の使用方法、
「オレオレ詐欺」
「架空請求」
参加料 無料
定員 先着 30 人
申込期限 11 月 30 日（木）
問い合わせ、申込先 中央公民館（☎ 23-2870）

申込期限 12 月８日（金）
中央公民館（☎ 23-2870）

お正月に飾る生け花教室

親子でクッキング
日時 12 月 17 日（日）午前 10 時～午後１時
場所 石切所公民館
講師 健康推進課管理栄養士

日時 12 月 27 日（水）午前 10 時～正午

内容 デコレーション寿司、あじと豆腐のカレー炒

場所 石切所公民館

め、サラダ

講師 浪岡くみ子さん

参加料 無料

参加料 2,000 円（材料代）

定員 親子ペア６組 12 人（先着）

定員 先着 10 人
持ち物 花器、剣山、はさみ
申込期限 12 月 13 日（水）
問い合わせ、申込先 石切所公民館（☎ 23-3990）

※子どもは小学生まで
持ち物 エプロン、三角巾、タオル、米（１人１合）
申込期限 12 月７日（木）
問い合わせ、申込先 石切所公民館（☎ 23-3990）

にのへ

№ 286

郷土の『宝びと』を知る講座

トフォンを使っている人も気軽に申し込みください。

定員 先着 15 人
問い合わせ、申込先

【会場イベント】

スマートフォンを持っていない人、他社のスマー

のトラブル対策、
「二戸市防災マップ」の見方

広
報

日時
場所

にのへえきまつり

場所 金田一コミュニティセンター
講師 よりゃんせ金田一会員

持ち物
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地域生活支援セミナー
in にのへ
日時 12 月２日（土）午後１時～４時
会場 市民文化会館中ホール
内容
○講演「( 仮 ) 多様性の価値感～事業を通じた共
有価値の創造～」講師 積水ハウス㈱介護推進グ
ループ課長 山村由美子 氏
○パネルディスカッション
【テーマ】
「“つながり”から住まいの場、その人
らしい暮らしの場を考える」
【パネリスト】古舘聖人さん（㈱古舘運輸代表取
締役）
、野辺地歩さん（就労継続支援事業所Ａ型
事業所従業員）
、
泉山茂利樹さん
（市政策推進課長）
【進行役】小野寺幸司さん（市社会福祉協議会福
祉コンシェルジュ）
○自立支援協議会の活動の報告～各専門部会の取
り組みから～
○販売会 ウィパル（二戸圏域就労・日中部会合
同販売会）
問い合わせ先 二戸地域自立支援協議会事務局
（社福）カシオペア障連 地域生活支援センター・
カシオペア（☎ 23-6608）

槻陰舎きぼう塾は、田中舘愛橘博士について理解
を深めるため、東北大学大学院理学研究科の小原
たかひろ

隆博教授を講師に招いて講演会を開催します。小原
教授は岩手県出身で、専門が宇宙科学。博士が取り
組んだ地球電磁気のほか、オーロラについてもお話
します。当日は、中高生のほか一般の人も参加でき
ますので、気軽にお越しください。
日時

12 月 2 日（土）午前 10 時～ 11 時 40 分

※午前９時 40 分から受付
場所 シビックセンター ホール
演題 「田中舘愛橘博士が始めた地球電磁気の今」
定員

50 人程度※事前申込不要

入場料 無料
問い合わせ先 生涯学習課（☎ 23-3483）

そばや大豆を生産している
農家の皆さんへ
そばと大豆の放射性物質検査の「結果」について
10 月 18 日（そば）
、25 日（大豆）に、市内で
生産されたそばと大豆の放射性物質検査の結果が発
表され、放射性セシウムは検出されませんでした。
そばと大豆の安全性が確認されましたので、出荷、
販売、譲渡、贈答を行うことができます。自粛への
協力ありがとうございました。
問い合わせ先 農林課（☎ 23-0180）
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