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 1023589

都南図書館
〠020-0834 永井24-90-2

☎637-3636

■平和図書展
 8月1日㈬～15日㈬　  1000831

ユートランド姫神
〠028-4134 下田字生出893-11

☎683-3215

■ビール祭り
もりおか短角牛や行者にんにく餃子な
ど玉山の味覚を堪能できる屋台とステ
ージイベント。好摩駅・渋民駅を経由す
る玉山地域内の無料送迎バスも運行。

 7月27日㈮・28日㈯、17時～21時
 1016177

中央通勤労青少年ホーム
〠020-0021 中央通三丁目11-15

☎623-2701

35歳未満の働く人（求職中を含む）
を対象に、表1の講座を開催。

 電話：7月18日㈬12時から

西部公民館
〠020-0134 南青山町6-1

☎643-2288

■親子夏休み工作教室
段ボールで遊覧飛行機を作る。

 7月28日㈯9時半~12時
 16組※小学1～3年生と保護者
 電話：7月18日㈬10時から

■パソコン・タブレットお助け相談
基本操作やスマートフォンなどの相談。

 7月31日㈫、10時~12時と13時
~15時　  500円
■じっくり学ぶパソコン教室

自然散策会やフリーマーケット、出
店などのイベントを開催。

 8月11日㈯10時～15時
 1023612

▶赤林山自然散策会
 10時~11時半　  20人　
 500円　
 電話：7月18日㈬10時から

▶小鳥の巣箱作り教室
 10時～11時半と13時～14時半
 各10人　
 電話：7月18日㈬10時から

都南老人福祉センター
〠020-0842 湯沢1-1-39

　　　　　　☎638-1122

■陶芸教室
 7月26日～10月11日、第2・4木

曜、全6回、10時～12時
 10人※60歳以上　  2000円
 電話：7月18日㈬10時から

盛岡市動物公園
〠020-0803 新庄字下八木田60-18

☎654-8266

■園内の虫展
園内で見られる約20種の虫について、
その特徴や採集方法などを写真展示。

 7月26日㈭～9月4日㈫
■昆虫採集大会

 7月28日㈯・8月5日㈰・25日㈯、
11時半～13時

 各50人※芝生広場で開始30分前
から先着順
■動物たちに夏の冷たいおやつ　　
　プレゼント

 8月13日㈪・14㈫、
11時～13時

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目9-45

☎661-4343

■科学談話会
「人工知能の画像認識のはなし」と
題し、岩手大理工学部の木村彰

あ き

男
お

准
教授が講演。

 7月19日㈭18時半~20時

▶ネットで作る写真アルバム
 8月9日㈭・10日㈮、全2回、10時

~12時
 16人　  2500円
 電話：7月19日㈭10時から

▶かんたん！W
ウ イ ン ド ウ ズ

indows10で写真加工
 8月23日㈭10時~16時
 16人　  3598円
 電話：7月26日㈭10時から

■いわて学講座
盛岡藩の林野行政や飢

き

饉
き ん

に直面した
領民の暮らしなどについて学ぶ。

 8月18日～９月8日、土曜、全3
回、10時~12時※９月1日を除く

 500円
■初心者のための俳句教室

 8月21日～9月11日、火曜、全4
回、13時半~15時半　  15人

 500円
 電話：8月7日㈫10時から

都南公民館
〠020-0834 永井24-90-2

☎637-6611

■シニア元気教室～なるほど！かんた
　ん！スマートフォン教室～

 8月22日㈬13時半~15時半
 20人※スマートフォン購入を検討

している60歳以上
 往復はがき：8月8日㈬必着
 1023624

■パパとママのための初級デジカメ
　講座

 8月28日・9月4日・18日、火曜、全
3回、10時~11時半※4日は12時まで

 12人※未就学児の親。キッズスペ
ースあり　  2500円※デジカメ持参

 往復はがき：8月8日㈬必着
 1023625

■古典文学入門講座
徒然草について学ぶ。

 8月31日～9月28日、金曜、全5

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■夏の生家公開～ゆかたで生家～
嘉永3（1850）年に建てられ、原敬
が幼少期を過ごした武家屋敷（市指
定文化財）を限定公開。浴衣で来館
した先着20人には記念品を贈呈。

 7月21日㈯～8月19日㈰
 1020029

■手作り紙芝居によるお話会
盛岡に昔から伝わる話を原敬生家で
紹介。先着30人に盛岡駄菓子をプレ
ゼント。

 8月5日㈰11時
10分～11時40分

 1020253

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■夏休み！古代体験ひろば
古代風ストラップや勾

ま が

玉
た ま

作り、火おこ
し体験など。期間限定で土偶ストラッ
プ作り（8月3日㈮～5日㈰のみ）。

 7月28日㈯～8月5日㈰、受付時
間は10時～11時半と13時～14時半
※7月30日㈪・31日㈫は休館

 100円～300円※入館料が必要
 1009440

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871  中ノ橋通一丁目1-25

☎604-8900

■宇田義
よ し

久
ひ さ

展　w
ワ ー ク ス

orks1999-2018
市在住の現代美術作家による作品展。

 7月14日㈯～9月30日㈰※8月11
日㈯はイベントのため正午まで

 1023460
▶ギャラリートーク

 7月28日㈯14時～15時半
 先着50人

■ピアノ・トリオ　名曲の調べ
バイオリンとチェロ、ピアノによるト
リオコンサート。

 8月11日㈯16時～17時半
 100人
 前売2500円、当日3000円

 1023608

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民9

☎683-2315

■啄木学級　故
ふ る

郷
さ と

講座
文化地層研究会の真山重

し げ

博
ひ ろ

さんの講
演と森義

よ し

真
ま さ

同館長との対談。
 9月1日㈯13時~16時
 50人　  1500円
 往復はがき：8月17日㈮必着※盛

岡駅西口から出る無料シャトルバス
利用の有無も記入

子ども科学館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷13-1

☎634-1171

子ども科学館で、表2の
とおりイベントを開催し
ます。

回、9時半~11時半
 40人　  1000円
 往復はがき：8月16日㈭必着
 1023626

乙部地区公民館
〠020-0403 乙部6-79-1

☎696-2081

■岩泉町、災害と復興
台風10号で被災した地域を訪ね、当
時の様子や体験談を聞く。

 8月24日㈮8時45分~17時
 22人　  2068円※昼食代含む
 電話：7月25日㈬10時から
 1023541

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50

☎681-2100

■テーマ展「太陽と月、ときどき星」
江戸時代の天文現象
の記録などを紹介。

 7月20日㈮～9月
17日㈪　

 1023605
▶ギャラリートーク

 7月22日㈰13時半~14時
■歴文館七夕まつり

 7月20日㈮～8月7日㈫
 1020021

■れきぶん講座「雑書の世界①」
岩手大の細井計

かずゆ

名誉教授による講演。
 9月9日㈰13時半~15時半　
 50人

　

 往復はがき：8月19日㈰必着
 1019061

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷2-2

☎659-3338

国分謙
け ん

吉
き ち

の生涯や業績について学ぶ。
 50人　  電話：7月21日㈯9時から

■シリーズ講座「國分翁とぶどう」
 8月4日㈯13時半~15時
 1023603

▶学芸員講座「国分謙吉」
 8月25日㈯13時半~14時半
 1023618

綱取スポーツセンター
〠020-0801 浅岸字綱取34-251

☎・ファクス651-9178

■シニアミックスダブルスソフトテニス大会
 8月29日㈬7時15分～17時
 50歳以上の男女ペア20組※合計

年齢が110歳・120歳・130歳・140
歳以上の区分各5組 

 1ペア2600円
 ファクス・郵送・窓口：7月18日㈬10

時から　  1023614

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
①平日コース②シニアコース

 ①7月25日~8月29日、水曜、全4
回、13時~14時半②8月20日~9月10
日、月曜、全4回、13時~14時半

 各8人※①18歳以上②50歳以上
 各4000円　
 電話：①7月18日㈬10時から②8

月1日㈬10時から
 ①1022720②1023610

サンライフ盛岡
〠020-0861 仙北二丁目4-12

☎635-9600

■素敵！マーブルアート
ビー玉とワイヤーでリボンのオーナメ
ントを作る。

 8月4日㈯13時半～16時半
 20人　  2200円
 電話：7月18日㈬10時から

■やさしい心理学
怒りの感情をコントロールする方法
を学ぶ。

 8月25日㈯13時半～15時半
 20人　  1000円
 電話：7月19日㈭10時から

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢1-88

☎638-2270

■ビールで乾杯!!つどいの森山の日祭り

表1　中央通勤労青少年ホームの講座（時間の記載がない講座は19時～21時）
講座名 日時 定員（費用）

プチミュージカル　This Is Meを歌って
踊ろう

8/7～10/2、火曜、全8回
※8/14を除く

15人
（無料）

コミュニケーションの基本①苦手な人
との付き合い方②好感の持てる話し方

①8/20㈪
②8/27㈪

各10人
（無料）

8月の食卓①ちゃんこ夏場所②本格イン
ドカレーを作ろう

①8/22㈬
②8/24㈮

各10人
（各900円）

生け花入門　8月の花を生けよう 8/29㈬19時半～21時 10人（1000円）

表2　子ども科学館の各種イベント
イベント名 内容（費用） 日時 定員

夏休み実験工作教室★
①万華鏡ライト
②カチカチ振り子

①鏡の性質を学びながら
万華鏡ライトを作る②規
則正しい振り子のおもち
ゃを作る（各1000円）

①8/1㈬・3㈮・8㈬
②8/2㈭・7㈫・9㈭
10時～11時と13時
～14時

各20人

ナイトミュージアム
①科学工作②星空み
どころ案内③星を見る
会④プラネタリウム

①光るプラ板キーホルダ
ーを作る②③星空案内や
火星などの観察④火星ラ
イフ（①150円④大人300
円、子ども100円）

8/4㈯
①18時半～21時
②19時～19時半
③19時半～21時半
④20時～20時半

①50人
②④160人

つくって！遊んで！
iPS細胞の秘密にせまる iPS細胞に関する展示や解説 8/6㈪9時～16時半 なし

高木先生の実験工作
教室★

①振動おもちゃ②ソーラ
ーランタン③空き箱分光
器（①200円②500円③
100円）

①8/11㈯②8/12㈰③
8/13㈪9時15分～・
11時15分～・14時15
分～（各1時間）

各20人

ワークショップ 回りながらゆっくり落ちる
種の模型を作る（100円）

8/26㈰10時半～12
時と14時～15時半 各30人

★当日9時から整理券配布（1人1枚まで）

もりおか老人大学公開講座
同大学事務局　☎603-8003

「盛岡さんさ踊り清流」を主宰する
古川昭

あ き

夫
お

さんによる講演や演舞など。
 7月20日㈮13時半～15時半
 市民文化ホール大ホール（盛岡駅

西通二）　  1007604

外山節全国大会
同大会実行委員会　☎683-2354

 7月29日㈰10時～18時
 姫神ホール（渋民字鶴塚）

森と湖in綱取2018！
「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員会

盛岡分科会　☎654-4055
施設見学や植物観察会、魚のつかみ
捕りなど、綱取ダムに親しむイベントを
開催。詳しくはお問い合わせください。

 7月26日㈭9時半～15時
 綱取ダム（浅岸二ツ森）
 1023519

ドン日時計
（江戸時代後期）

氷のケーキを食べる
ニホンザルの子ども 河 合 純 一 氏  講 演 会

　全盲のパラリンピック水泳金メダリスト、河合純
じゅん

一
い ち

さん
による「夢をかなえる力」と題した講演会を開催します。
　TOKYO2020のカナダのホストタウン・盛岡として、カ
ナダに詳しくなれるイベントも同時開催。先着350人には
カナダのメープルクッキーなどをプレゼント。入場無料で
す。ぜひお越しください。

 8月11日㈯13時半～15時半（開場13時）
 盛岡劇場（松尾町）※会場には駐車場がありません。

　 公共交通機関の利用にご協力ください

昭 和 5 0 年 静 岡
県生まれ。15歳
で失明。日本パ
ラリンピアンズ
協会会長。元公
立中学校教師。

【問】文化国際室☎626-7524夏休み特別企画


