
※特に記載がない場合、費用は無料

 日時　  会場　  定員、対象　  費用　
 申し込み　  問い合わせ  広報ID　  託児　

マークの
見方

電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

申し込みが必要な
イベントについてイベント情報

6 広報もりおか 30．10．1 広報もりおか 30. 10．1 7

広　告

　移動資料展関連イベント
 電話・窓口：10月10日㈬10時から

▶講話「原敬日記から」
原敬と旧見前村の藤川清

せ い

助
す け

村長との
交流について解説。

 10月28日㈰13時半~14時半
 25人　  1024299

▶ハバキ（スゲ製）製作体験
昔の防寒具を作る。※時間の都合上
片足分のみとなります

 11月3日㈯13時半~16時半
 5人　  1024300

■秋冬の食材で作る料理教室
料理教室と中央卸売市場の見学。

 10月31日～11月21日、水曜、全4
回、9時~12時半※31日は13時まで

 20人　  3000円
 往復はがき：10月17日㈬必着
 1024301

■そこが知りたい！年金運用講座
年金運用と金融の初歩を学ぶ。

 11月6日㈫14時~15時半
 20人
 電話：10月18日㈭10時から
 1024302

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50

☎681-2100

■れきぶんナイトミュージアム
市内に残る古い絵馬から、奉納者の
思いや地域の特徴を読み解く。

 10月10日㈬19時～20時
 1024284

■盛岡弁で語る昔話
 10月20日㈯14時～14時半
 展示室入場料が必要
 1019825

■もりおか民俗風信帖
県立博物館の金野静

せ い

一
い ち

元館長が、遠野

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3302

■解読講座～くずし書きに親しんで
　みよう～

 11月7日～21日、水曜、全3回、13
時半～15時

 30人　  1000円
 往復はがき：10月25日㈭必着
 1020951

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911

■Ｍ
ま

ＡＣ
ち

ＨＩＹ
や 　 ー 　 と

ＡＲＴ2018
　盛岡彫刻シンポジウム　野外展
「彫刻のある街と市民文化の推進を願
う」をテーマに、野外展を開催。

 10月15日㈪～28日㈰、9時～19時
 1024297

河南公民館・盛岡劇場
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258

■民俗芸能鑑賞会
東安庭わかば会、山岸獅子踊、巻堀
神楽、岩手大民俗芸能サークルばっ
けによる演舞の競演。

 10月14日㈰13時~15時
 1024287

■まちしり隊おとな組
　「珈琲あ～と倶楽部・秋」
街歩きで盛岡の歴史や文化に触れ、
「きっさ音

お と

」（本町通一）でコーヒー
を味わいながら店主の話を聞く。

 10月24日㈬9時15分~11時
 15人　  500円
 電話・窓口：10月10日㈬10時から
 1024288

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目1-1

☎654-2333

■上田公民館まつり
表1のとおり開催します。

 10月6日㈯～8日㈪、9時～16時
半※8日は15時まで

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■都南公民館まつり
表2のとおり開催します。

 10月19日㈮～21日㈰、10時~17
時※21日は16時まで
■都南歴史民俗資料館

物語の背景や意味を解説。
 11月11日㈰13時半～15時半
 50人
 往復はがき：10月28日㈰必着
 1019613

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷2-2

☎659-3338

■館長講座「米内光政没後70年
　『良識の提督をめぐる人々』Ⅱ」

 10月20日㈯13時半～15時
 50人　  電話：10月6日㈯9時から
 1023244

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

次の各教室の受講生を募集します。
内容や費用など詳しくは、市体育協
会のホームページをご覧ください。
■ルーシーダットン、ピラティス教室

 電話：10月4日㈭9時から
■アロマヨガ、パワーヨガ、エアロビ
　クス、バドミントン教室

 電話：10月9日㈫9時から

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目4-1

☎658-1212

■ベビーダンス教室
 10月17日～31日と11月14日の水曜

と11月6日㈫、全5回、10時～11時半
 20組※首が据わった3カ月～2歳

の子と保護者　  4320円
 電話：10月5日㈮10時から
 1024279

市立けやき荘
〠020-0053 上太田細工4

☎659-1452

■けやき文化祭
利用者の作品展示と販売、バザー、喫
茶など。健康相談も受け付けます。

 10月13日㈯10時～15時

中央通勤労青少年ホーム
〠020-0021 中央通三丁目11-15

☎623-2701

■最後のホーム祭「見る！食べる！愛
　でる！イワテ盛岡きのこ大祭」
きのこが胞子を広げて仲間を増やす
ように、集い、交流を深めませんか。
きのこを使った食堂や喫茶、産直コ
ーナー、ステージ発表など。

 10月14日㈰10時～15時

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-25

☎604-8900

■企画展「田村晴
は る

樹
き

　水彩と版画」
市在住の現代美術家による作品展。

 10月6日㈯～12月20日㈭※11月
3日㈯と12月4日㈫は、コンサートの
ため正午で閉鎖します　

 1024283
■ひらやまよりこ　アルパコンサート

 11月3日㈯16時～17時半
 100人
 前売1500円、当日2000円
 1024282

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者施設による食品や手芸品な
どの販売体験。

 10月～12月の毎週木曜11時～13時
 市役所本館1階エレベーター前ホ

ール（内丸）

盛岡アーチェリーフェスティバル
市アーチェリー協会事務局の千葉さん

☎090-8781-3316
 10月8日㈪10時～13時
 太田テニスコート（上太田穴口）
 小学5年生以上
 1024290

ニュースポーツ交流・体験会
市スポーツ推進委員協議会の工藤さん

☎647-5731
 10月13日㈯13時半～15時半
 盛岡体育館（上田三）　  1024281

手づくり市「てどらんご」
もりおかワカものプロジェクト事務局

☎080-4510-7082
手づくり作品の販売やスタンプラリ

表1　上田公民館まつりの内容　  1017299
イベント名 日時 内容など

茶会 10/6㈯10時～15時 裏千家淡交会岩手支部と煎茶道三彩流彩茗
会による茶会（２席900円）

美味しいブース 10/6㈯10時～
10/7㈰11時半～

料理サークル自慢の料理を限定販売
※6日は焼き菓子、7日はカレー

社交ダンス発表 10/6㈯13時～15時半 誰でも参加できる社交ダンス

舞台発表 10/7㈰・8㈪
10時～15時

7日は謡や仕舞、琵琶、民謡、ダンスな
ど、8日は合唱や吹奏楽などの演奏、さん
さ踊りなどの披露

作品展示 期間中 絵画や陶芸、生け花、絵手紙などの展示

表2　都南公民館まつりの内容　  1024298
イベント名 日時 内容など

ママのエアロビ＆ヨガ
無料体験会

10/19㈮
10時半～11時半 骨盤リセットとヨガ

舞台発表
10/20㈯～21日㈰
11時～16時半
※21日は15時半まで

吹奏楽や合唱、詩吟、ダンス、舞踊
などの披露

飲食コーナー 10/20㈯・21日㈰
11時～14時 ひっつみ汁、キーマカレーなどの販売

出張！こどもびじゅつ部 10/20㈯14時～16時 割り箸をつないで不思議な形を作る
茶会 10/21㈰10時～15時 表千家と裏千家による茶会（２席600円）
子ども遊びコーナー 10/21㈰10時～12時 手作りおもちゃのコーナー
バザー 10/21㈰12時～15時 サークルの作品などの売り出し
作品展示 期間中 生け花や水墨画、絵画、陶芸などの展示

ー、大慈寺小の児童による総合学習
発表など。

 10月13日㈯・14日㈰、10時半～16時
 鉈屋町界隈

下町史料館「御蔵まつり」
御蔵管理委員会の千葉さん　☎654-2468
市の保存建造物「明治橋際の御

お

蔵
く ら

」
（南大通三）に収蔵されている蓄音機
での音楽鑑賞や演奏会、屋台など。

 10月14日㈰10時～15時半

おかあさんコーラスの集い
市婦人合唱協議会事務局の瀬川さん

☎697-6264
市内の婦人合唱団体が練習成果を発表。

 10月14日㈰12時半～16時40分
 市民文化ホール大ホール（盛岡駅

西通二）
 当日券500円※中学生以下無料

ごみ減量資源再利用市民のつどい
資源循環推進課内、同実行委員会

　☎626-3733
食品ロス問題専門家の井

い

出
で

留
る

美
み

さん
が「食品ロスの現状～今、わたしたち
にできることは～」と題して講演。

 10月16日㈫14時～16時
 小田島組☆ほ～る（盛岡駅西通一）

近代化遺産全国一斉公開
歴史文化課　☎639-9067

 10月17日㈬～19日㈮、10時～16時

 盛岡ふれあい覆馬場プラザ（青山
二）と岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店
本館（中ノ橋通一）、旧第九十銀行本店
本館（中ノ橋通一）、県公会堂（内丸）
※盛岡ふれあい覆馬場プラザでは
「盛岡の煉

れ ん

瓦
が

建築」と題したパネル
展も開催　  1020880

グラウンドゴルフ教室
市身体障害者スポーツ推進協議会の
小野さん　電話・ファクス 622-6507

 10月22日㈪9時半～12時15分
 ふれあいランド（三本柳8）
 30人※用具は貸し出します
 電話・ファクス：10月10日㈬～15

日㈪、17時～20時

私たちの作品展
同実行委員会事務局の新井田さん

　☎635-7362
市内で活動するサークル団体が、絵
画や手芸、工芸、写真などを展示。

 10月24日㈬～28日㈰、10時～
17時※28日は16時まで

 市民文化ホール展示ホール（盛岡
駅西通二）

家族介護者リフレッシュ交流会
問い合わせは各施設へ

認知症の人や要介護１以上の高齢者、1人
で外出することが難しい重度の障がい
者などを在宅で介護している人を対象
に、表3のとおり交流会を開催します。

表3　家族介護者リフレッシュ交流会の内容
日時 場所 内容 申込先

10/23㈫
10時～12時

加賀野老人福祉センタ
ー（加賀野四）

理学療法士による健康体
操やアロマセラピー、交
流会

五月園地域包括支
援センター
☎613-6161

10/23㈫
10時～12時

第2松園ハイツ「暖炉
の家」（西松園二）

心理カウンセラーの講話
と交流会

松園・緑が丘地域
包括支援センター
☎663-8181

10/23㈫
10時～13時半

仁王地区活動センター
（三ツ割字下更ノ沢）

介護食に応用できる料理
などの実習と交流会

盛岡駅西口地域包
括支援センター
☎606-3361

もりおかミドルアカデミー
中央公民館　☎654-5366

働き盛り世代を対象に、ゆとりや趣
味について考える講座。

 10月24日㈬・11月3日㈯・14日
㈬・21日㈬、19時～20時半、全4回
※11月3日は9時半～13時

 市役所肴町分庁舎、小岩井農場（雫
石町）など

 20人※市内に居住・勤務する40
～64歳　  2900円

 往復はがき：10月17日㈬必着
 1024285

もりおか健康ウォークin御所湖
松園テニスコート　☎662-8778

メール　walk＠morispo.net
7㌔・10㌔・15㌔のウオーキングと5㌔・
10㌔のノルディックウオーキング。豚
汁やおにぎりなどの軽食とつなぎ・鶯
宿温泉の無料入浴券を進呈します。

 10月27日㈯9時～13時半
 小学生400円、中学生以上800円
 電話・メール：10月17日㈬17時まで
 1024117

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

■もりおか近郊自然歩道＆エネルギ
　ーパークツアー

 ①10月27日㈯9時～14時半②11
月6日㈫9時～16時

 ①太田薬師コースの自然散策とつ
なぎ源泉公園、盛岡手づくり村など
の見学②高松・四十四田コースの自
然散策と四十四田ダム、クリーンセン
ターなどの見学

 各20人　  保険料別途
 電話：10月4日㈭10時から
 1024292

■エコ上手！　パパママちびっこ
省エネやごみ削減について学び、再生

品を利用したおもちゃを作り遊ぶ。
 11月8日㈭10時～12時
 もりおか子育て応援プラザ

m
マ

a*m
モ ー ル

all（大通一）
 10組※乳幼児と保護者
 電話：10月4日㈭10時から
 1024293

日本消化器病学会東北支部
「市民公開講座」

市立病院総務課　☎635-0101
「生活習慣と消化器疾患～おなかの
病気にならないために～」をテーマ
に、３人の専門医が講演。

 10月27日㈯15時～17時
 エスポワールいわて（中央通一）
 250人

家庭教育研修会「はぐ講座」
生涯学習課　☎639-9046

県立大の佐藤匡
まさ

仁
ひと

准教授を講師に、子ど
もとの触れ合いの大切さについて学ぶ。

 10月30日㈫10時半～12時
 都南公民館（永井24）
 40人※就学前の子の保護者
 9人
 電話：10月4日㈭10時から
 1024347

　今シーズンのスローガンは「一致団結」。
今季から就任した岡田修

おさむ

ヘッドコーチの指
揮のもと、選手・チームスタッフ・フロントが一
つになり、Ｂ2昇格を目指します。応援をよろ
しくお願いします。

岩手ビッグブルズ
2018-19シーズン  開 幕！

【問】岩手ビッグブルズ事務局 ☎622-6811

10/13㈯・14㈰
盛岡タカヤアリー

ナ

応援に行こう！


