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みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

〠020-0866 本宮五丁目3-3
☎601-5001

■カーリング教室休日コース
用具の使い方や動作など基礎を学び、
カーリングの試合を楽しむ。

 7月14日㈯～7月16日㈪、全3回、12
時～13時半　  8人※小学5年生以上 

 高校生以下3000円、一般4000円
 電話：7月5日㈭10時から
 1023440 

●一般開放の利用制限
次の期間は、大会などにより利用で
きません。

 7月14日㈯～17日㈫・22日㈰
 1023438　

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目3-1

☎634-0450

■サブプールがオープン
 7月2日㈪~9月2日㈰、10時～18

時※第3火曜休館
 中学生以下300円、高校生400

円、一般700円　
 1023443

●一般開放の利用制限
次の期間は大会などにより、メインプー
ル・サブプールとも利用できません。

 7月1日㈰・7日㈯・8日㈰・14日㈯
～17日㈫・29日㈰～8月12日㈰

 1023439

盛岡劇場
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258

■もりげき祭演劇フェスティバル
「ｃoｎＴＩＮＵｅ（コンティニュー）」
演劇集団九月とアウラ―による公演。

 7月7日㈯19時半～21時と8日㈰
14時～15時半

 前売り1000円、当日1200円※高
校生以下はどちらも500円　

 1023549
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が出演。
 7月18日㈬19時～21時　
 前売り1000円、当日1200円
 1023547

■こどもエンゲキ体験・はじめの一歩！夏組 
演劇作りの楽しさを体験。

 7月31日㈫～8月5日㈰、全6回、
13時～16時※8月4日㈯と5日㈰は
10時～16時

 30人※小学3年～中学2年生
 3000円　
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■町家のお化け屋敷～暗闇の迷宮～
 7月27日㈮～8月19日㈰、10時～

17時※最終入場16時半
 中学生以下300円、高校・大学生

500円、一般700円　  1023432
■オラホの盛岡弁塾
クイズや小話などで盛岡弁に親しむ。

 9月2日㈰14時～16時
 前売り1000円、当日1200円※中

学生以下無料。7月4日㈬から同館と
市内各プレイガイドで販売

 盛岡弁の小話・替え歌を募集。8
月10日㈮必着。詳しくは、同館へお
問い合せください　  1023433

中央卸売市場
　　〠020-8567 羽場10地割100

☎614-1000

■市場開放デー青果せり見学ツアー
青果のせりの見学や市場流通の仕組
みを紹介。市場食堂の朝食付き。

 7月21日㈯6時半~9時
 35人　  550円
 はがき：7月13日㈮必着
 1017256

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目1-1

☎654-2333

■夏まつりさんさ踊り
伝統さんさの披露や屋台の出店など。

 7月20日㈮18時～20時
 1018483

■親子体験教室「摘みたてブルーベ
リーをまるっとクッキング！」

 7月27日㈮8時半～14時半
 10組※小学生と保護者　  1200円
 往復はがき：7月13日㈮必着
 1019648

■夏休み！ＳＬ銀河に乗って、河童に
会いに行こう！

 8月1日㈬9時～16時半
 遠野伝承園（遠野市）など
 20人※小学生　  1300円
 往復はがき：7月16日㈪必着
 1016147
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A先生と空気で遊びまショー
サイエンスショーと理科工作。

 8月10日㈮13時20分～16時
 20人※小学生　  600円
 往復はがき：7月18日㈬必着
 1019649

西部公民館
〠020-0134 南青山町6-1

☎643-2288

■じっくり学ぶパソコン教室
エクセルの基礎を学ぶ。

 電話など：7月17日㈫21時半まで。
詳しくはお問い合せください　

 1023550

姫神ホール
〠028-4231 渋民字鶴塚55

☎683-3526

■ふれあいコンサート
航空自衛隊北部航空音楽隊による演
奏会。

 8月26日㈰14時～15時半　
 整理券が必要。同ホールと市民文

化ホール、盛岡劇場、キャラホール、
玉山総合事務所、玉山地域の各公民
館で7月18日㈬の開館時間から配布。
1人につき2枚まで　  1023551

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303

■女性起業芽でる塾実践編
起業のための具体的な計画を作る。

 7月28日㈯・29日㈰、全2回、13
時～16時

 15人※起業に興味がある女性
 1人500円※先着5人。生後６カ月

～未就学の子　  1000円　
 電話：7月4日㈬10時から芽でる

ネット☎624-3583　  1019570
■子育てをもっと！楽しむヒント
「イヤイヤ期」の対応方法と母親の
ためのリラックスタイム。

 7月31日㈫・8月7日㈫、全2回、
10時～12時

 10組※1歳半～3歳未満の子と母親
 お問い合せください
 1000円　
 電話：7月4日㈬10時から
 1020290

市保健所
〠020-0884 神明町3-29 
健康増進課☎603-8305

■食と運動で☆カラダ作り教室
ピラティスやヘルシークッキングなど。

 7月27日㈮・31日㈫・8月8日㈬、
全3回、13時半～15時※31日のみ10
時～13時半　  25人

 電話：7月6日㈮10時から
 1022906

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8 

☎654-2911

■浜藤古本市
 7月7日㈯・8日㈰、11時～16時
 1023430

 7月18日㈬～20日㈮、全3回、9時
半~12時半　  16人　  4400円

 電話：7月5日㈭10時から
■シニア向け初心者スマホ講座

 7月31日㈫13時半~15時半
 20人※65歳以上　
 往復はがき：7月14日㈯必着　

河南公民館
〠020-0873 松尾町3-1

 ☎622-2258　

■まちしり隊おとな組　珈琲あ～と
倶楽部・夏
まち歩きで地域の魅力を再発見し、
南昌荘でコーヒーを味わう。

 7月27日㈮9時15分~11時
 南昌荘（清水町）など
 15人　  500円
 電話：7月20日㈮10時から
 1023429

■まちしり隊こども組　夏休み探検
隊！～盛岡劇場いまむかし～
まち歩きとバックステージツアーで
「芝居小屋」の魅力を探る。

 8月7日㈫9時半~14時半　
 15人※小学4～6年生　  300円
 往復はがき：7月26日㈭必着。生

年月日と学校名、学年も明記　
 1023431

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■キャラホール合唱祭
市内近郊の21団体による合唱発表。

 7月7日㈯13時半~16時
 1023397

■子どもシネマランド
映画「うらしまたろう」など3本の上映。

 7月14日㈯10時半～11時半
 なし※幼児・小学生と保護者　
 1023398

■チャレンジジュニア教室
流しそうめん体験や森林探検など。

 8月8日㈬9時～15時半
 つどいの森（湯沢1）
 20人※小学生　  1300円
 往復はがき：7月25日㈬必着。学

校名と学年も明記　  1023396

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■親子で森遊び　 　
親子で森の散歩や川遊び。

 8月5日㈰9時～15時
 県民の森（八幡平市）　
 親子10組※3～6歳の未就学児と

 電話：7月7日㈯10時から　
 1020352

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3302

■特別展「戦地からの手紙～家族をつ
ないだ軍事郵便～」
戦時中の手紙を通して、手紙に込め
られた当時の思いを紹介。

 7月13日㈮～9月5日㈬、9時～18時
 入館料が必要　  1023450

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障がい福祉事業所による手づくりの
食品や手芸品などの販売。

 毎週木曜11時~13時
 市役所本館（内丸）

留学生とのガーデンパーティー
～世界の屋台村～

盛岡国際交流協会　☎626-7524
盛岡在住の留学生などによる各国の
伝統芸能披露や料理の提供など。

 7月7日㈯12時~15時　
 岩手大（上田三）　  1023543

都南中央公園プールがオープン
総合プール　☎634-0450

 7月14日㈯~8月19日㈰、10時～17時
 都南中央公園プール（永井24）
 中学生以下100円、高校生200円、

一般300円　  1023444

「ゆかたのまち盛岡」キャンペーン
「ゆかたのまち盛岡」推進実行委員会

☎613-8389

ゆかたで協賛店を利用するとお得な
サービスが受けられます。関連イベ

ントなど詳しくは、市公式ホームペー
ジをご覧ください。

 7月14日㈯～8月16日㈭
 1019709

夏休み☆もりとぴあスタンプラリー
遺跡の学び館　☎635-6600

もりとぴあねっとの各施設をまわり、
スタンプを全て集めると記念品をプ
レゼント。詳しくは、市公式ホームペ
ージをご覧ください。

 7月14日㈯～8月26日㈰
 1009440

環境学習講座　ホタルの住む
　水辺を観察しよう　

環境企画課　☎626-3754
 7月20日㈮18時半～20時半
 松園子ども自然観察園（西松園四）など 
 30人　  28円　
 電話：7月3日㈫10時から　
 1023554

月釜茶会
中央公民館　☎654-5366

裏千家淡
た ん

交
こ う

会
か い

と表千家同門会による
茶会。

 7月15日㈰9時半～15時
 上田公民館（上田四）
 900円　  1022548

ジュニア期のためのスポーツ
コンディショニング

市体育協会事務局　☎652-7600
ファクス　652-7557

柔軟性の評価やウォーミングアップ、
セルフストレッチの仕方などを学ぶ。

 7月17日㈫18時半~20時半
 タカヤアリーナ（本宮五）
 50人※ジュニアスポーツの指導

者や保護者、興味がある人　

保護者　  1組1200円　
 電話：7月7日㈯9時から

■やぶ川キャンプ　
 8月9日㈭9時～10日㈮15時
 外山森林公園（薮川大の平）　
 18人※小学3～6年生　  2600円
 電話：7月14日㈯9時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目5-3

☎661-8111

■夏休み作品づくり「パステルアート教室」
 7月30日㈪10時～12時 
 30人　  100円　
 往復はがき：7月19日㈭必着
 1023120

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■夏休み木工教室
使い方をアレンジできる便利箱を作る。

 8月4日㈯9時半～12時半
 10人※小学5・6年生　  500円
 窓口：7月17日㈫10時から
 1023465

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■私の「原敬日記」～簡単★和とじ本
をつくろう～
原敬日記について学びながら、自分
だけの日記帳を作る。

 7月29日㈰10時～12時と13時半
～15時半　

 各10人※小学3年生以上
 各200円

 大学生以下500円、一般1000円
 ファクス：7月12日㈭17時必着　
 1023442

中学生による国際交流
スピーチコンテスト

盛岡国際交流協会　☎626-7524
 7月21日㈯13時～17時
 上田公民館（上田四）　
 1022615

めぐるちゃん環境わくわくツアー　
資源循環推進課　☎626-3733

ファクス　626-4153
ごみ処理施設の見学や工作作成など。

 7月27日㈮9時～15時10分
 クリーンセンター（上田字小鳥沢）など
 15組※小学生と保護者 
 電話・ファクス：7月13日㈮16時まで

※定員を超えた場合は抽選
 1019796

区界高原子どもの丘林間学校
子ども青少年課　☎613-8354

野外ゲーム大会や登山など。
 8月10日㈮~12日㈰
 区界高原少年自然の家（宮古市）
 50人※小学3年～6年生　
 1万2000円 
 はがき・ファクス：7月20日㈮必

着。詳しくは市公式ホームページを
ご覧ください　  1007664

市障がい者スポーツ大会
障がい福祉課　☎613-8346

フライングディスクや卓球バレーなど。
 8月25日㈯9時～13時
 ふれあいランド岩手（三本柳8）など
 障がいがある13歳以上　
 窓口：7月6日㈮17時まで　
 1004137


