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イベントについて
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 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

広　告

 12月19日㈬19時～21時　
 前売り1000円、当日1200円
 1024822

■こどもエンゲキ体験・はじめの一　
　歩！冬組～ウソが本当で、本当がウ
　ソで～
演劇作りの楽しさを体験。

 来年1月8日㈫～13㈰、全6回、13
時～16時※12日㈯と13日㈰は10時～
16時

 30人※小学3年～中学2年生　
 3000円
 電話など：12月18日㈫21時半ま

で。詳しくはお問い合わせください
 1024823

■ちあき先生と「英語であそぼう」
歌やゲームなどを通して楽しみなが
ら英語に親しむ。

 来年1月9日㈬・10日㈭、全2回、
10時～11時半

 20人※小学1～3年生
 往復はがき：12月20日㈭必着
 1024778

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■シネマ上映会
ディズニーの「美女と野獣」を上映。

 12月15日㈯10時～11時半
 30人　
 1024808

■つまみ細工
布のカットやつまみ方の基礎を学び、バ
ックなどに付けるアクセサリーを作る。

 来年1月19日㈯・2月9日㈯、全2
回、10時半～12時

 15人　  1000円
 電話・窓口：12月11日㈫10時から
 1024807

市立図書館
〠020-0114  高松一丁目9-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
古田足

た る

日
ひ

作「モグラ原っぱのなかま
たち」（あかね書房）。

 12月19日㈬10時～12時  
 1024792

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50

☎681-2100

■企画展「器百様～土器と鉄器と食
　器と武器と～」
焼き物や漆器だけではない、いろいろ
な「器」を紹介。

 12月1日㈯～来年2月11日㈪

月1日㈯から市内プレイガイドで販売
 1024759

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■ゆぴあすクリスマスコンサート
①クリスマスソングの演奏②ベビー
サイン体験教室③クリスマスプレゼ
ント。

 12月16日㈰、①10時半～11時10
分②11時半～12時

 ②30組程度※0～2歳児と保護者
③250人※イベント参加者とプール
か浴場を有料券で使用した人

 1024862

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911

■森荘已池の肖像展
県内初の直木賞作家である森荘

そ う

已
い

池
ち

の直筆原稿などを展示。
 12月8日㈯～27日㈭、9時～18時半
 1024786

■国重要無形民俗文化財「黒森神楽」
　盛岡巡行公演
宮古市の黒森神楽が2年ぶりの盛岡
巡行。

 来年2月2日㈯
11時～16時

 80人
 前売り1500

円、当日1800円
※12月5日㈬9時
から同館と市内プ
レイガイドで販売

 1024784

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目1-1

☎654-2333

■カナダって、どんな国？
市内に住むカナダ人からカナダの歴
史や文化などを学び、民芸品を作る。

 来年1月20日㈰13時～15時と2月
3日㈰13時～16時、全2回

 30人※小学5年生以上。小学生は
保護者同伴　  1000円

 往復はがき：１月10日㈭必着
 1017352

河南公民館・盛岡劇場
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258 

■もりげきライヴ
Ｊ

ジ ュ ン

ＵＮちゃんトリオが出演。

 展示室入館料が必要　
 1024733

▶ギャラリートーク
 12月16日㈰・来年2月10日㈰、

13時半～14時
 各30人程度
 展示室入館料が必要

■盛岡弁で語る昔話
 12月15日㈯14時～14時半
 展示室入場料が必要　
 1019825

■れきぶんナイトミュージアム
　「めでた尽くし」
身に付けたり、飾り付けたりすること
で良いことが起こるとされている「縁
起物」についての紹介。

 12月21日㈮18時～19時　　
 1024734

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷2-2

☎659-3338

■盛岡の古町名展
　「菜園・大沢川原かいわい」

 12月8日㈯～来年2月17日㈰　
 入館料が必要　
 1021353

▶ギャラリートーク
担当学芸員による展示物の解説。

 ①12月16日㈰②来年1月26日㈯
③来年2月10日㈰、①③13時半～14
時②15時15分～15時45分

 入館料が必要
▶学芸員講座
担当学芸員による菜園・大沢川原か
いわいの歴史解説。

 来年1月19日㈯13時半～14時半
 50人
 電話：来年１月5日㈯9時から
 1021506

▶シリーズ講座「モリオカのマチナカは   
     残れるか？義正のまちづくりと現在」
市中心市街地の発展について三田農
林㈱の三田林

り ん

太
た

郎
ろ う

さんに学ぶ。
 来年1月26日㈯13時半～15時
 50人　
 電話：来年１月5日㈯9時から
 1024776

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■パイプオルガン子ども講座
　「目指せ！オルガン博士」
オルガンの音が出る仕組みを解説や
クイズなどで学ぶ。

 来年1月12日㈯13時半～15時半
 30人※小学3～6年生　
 1000円
 電話：12月5日㈬10時から。定員

を超えた場合は抽選
 1024824

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

■子どもと大人のスケート教室
 12月10日㈪～12日㈬、全3回、

17時~18時
 25人※小学生～60歳の初心者　
 3000円
 電話：12月3日㈪10時から
 1024785

■メリークリスマスカップル無料開放デー
12月30日㈰までメインリンクオーロ
ラビジョンで2人の写真を放映するこ
とに了承したカップルの滑走料が無
料になります。

 12月24日㈪
 貸靴代別途　  1024783

市観光文化交流センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10 

☎621-8800

■J
ジ ャ ズ

AZZ T
タ イ ム

IME in o
オ デ ッ テ

dette
    －鈴木牧

ま き

子
こ

 N
ネ ク ス ト

EXT T
ツ ア ー

our 2019－
 来年2月23日㈯16時～17時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 150人　
 前売り：2500円、当日：3000円※12

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303

■女性のこころとからだ講座
　「自分のからだを見つめてみよう！
　からだの声を聞いてみよう！」
自分のからだを知り、ストレッチなど
でからだを守る方法を学ぶ。

 来年１月19日㈯13時半~16時
 15人※30～50代の女性
 ５人※子ども1人につき500円。

要予約　
 電話：12月4日㈫12時から
 1001884

■ワークショップ秋「大人のためのワ
　ークショップ－まゆ人形作り－」
来年の干支である亥（いのしし）のま
ゆ人形を作る。

 12月19日㈬9時半～12時
 15人※高校生以上
 500円
 電話：12月5日㈬9時から
 1024775

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■縄文ふれあいＤＡＹ
古代のお守りネックレス・古代風ブレ
スレット作りや火おこし体験など。

 12月8日㈯、10時～11時半と13
時～14時半

 各100円※火おこしは無料。別途
入館料が必要

 1009440

水道凍結防止キャンペーン
上下水道局給排水課　☎623-1423

水道の凍結防止や解凍方法のパネル
展示など。

 12月4日㈫・5日㈬、10時～15時
 イオンモール盛岡南（本宮七）

盛岡市障がい者芸術文化祭
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者が制作した絵画などの展示。

 12月8日㈯～10日㈪、10時～16
時※10日は15時まで

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 1017467

素敵なまちの映画会
経済企画課　☎613-8389

宮沢賢治と新
に い

美
み

南
な ん

吉
き ち

が原作者である
物語の映画を上映。

 12月19日㈬13時半~15時
 リリオ（大通一）
 70人　
 1008146

▶受け付けボランティアを募集
同映画会の会場受け付けボランテ
ィアを募集。協力してくれた人には、
500ポイント入りＭ

モ

ＯＲ
リ

ＩＯ
オ

－Ｊ
ジェイ

カード
をプレゼント。

 12月19日㈬12時半~15時半
 5人程度
 電話：12月3日㈪9時から

冬の学びっこクラブ
～紙工作：紙で楽器を作ろう～

中央公民館　☎654-5366

紙を使って簡単な楽器を作る。
 12月19日㈬14時～16時
 市役所肴町分庁舎（肴町）
 10人※小学生　  200円
 電話：12月3日㈪10時から　
 1024727

チャグチャグ馬コ装束作り講習会
チャグチャグ馬コ同好会の藤倉さん

☎090-4881-3656

 12月6日~来年3月28日、木曜、19
時~21時※1月3日と3月21日を除く

 ビッグルーフ滝沢（滝沢市）
 材料費が必要。詳しくは、お問い

合わせください
 1007966

スポーツ講演会
市体育協会　☎652-7600

県バスケットボール協会の松尾和
か ず

彦
ひ こ

副
会長による「月とガスタンク」と題した
講演。

 12月9日㈰16時~17時
 ホテルメトロポリタン盛岡Ｎ

ニ ュ ー

ＥＷ 
Ｗ
ウ イ ン グ

ＩＮＧ（盛岡駅前北通）
 300人
 1024787

初心初級歩くスキー教室
市スキー協会の三浦さん

☎692-5899

 来年1月6日㈰10時～15時
 ケッパレランド・男

お

助
すけ

山
やま

山麗(雫石町）
 20人※歩くスキー初心者
 2000円※スキー用具貸し出しは

別途1000円
 電話：12月3日㈪9時から
 1024809

初級クロスカントリースキー講習会
市スキー協会の関さん

☎090-3367-8091

 来年1月6日㈰10時～15時
 ケッパレランド(雫石町）
 クロスカントリースキーを始めたい人

や初心者
 2000円※スキー用具貸し出しは

別途1000円
 はがき：必要事項を記入し、〠020-

0642滝沢市中村47-10盛岡市スキー
協会の関広

ひ ろ

美
み

さんへ郵送。12月25日
㈫必着

 1024806

日曜日市民スキー教室
岩山パークスキー場　☎624-4476
 来年1月6日～20日、日曜、全3回、

10時～15時

 岩山パークスキー場(新庄字岩山）
 小学生以上のスキー初心者と中級者
 7000円※リフト代と昼食代別途
 往復はがき：必要事項と参加す

る人の技術レベルを記入し、〠020-
0803新庄字岩山50電話 岩山パー
クスキー場へ郵送。12月17日㈪必着

 1024805

初めての方のスキー教室
市スキー協会の有馬さん

　☎080-1830-5144（18時～20時）

 来年1月12日㈯・13日㈰、全2回、
10時～15時

 岩山パークスキー場(新庄字岩山）
 20人※小学生以上でスキーをや

ったことがない人 
 5500円※リフト代と昼食代別途
 往復はがき：必要事項を記入し、〠

020-0634滝沢市室小路662-20盛
岡市スキー協会の有馬賢

け ん

さんへ郵送。
12月21日㈮必着

 1024804

区界高原子どもの丘雪の学校
盛岡世代にかける橋　

電話・ファクス：623-2030
メール：info@morioka-brg.com

雪遊びや自然観察など。
 来年1月12日㈯～14日㈪※時間

についてはお問い合わせください
 区界高原少年自然の家(宮古市）
 50人※小学3～6年生
 1万2000円
 はがき・ファクス・メール：必要事項と

メールアドレスを記入し、〠020-0884
神明町2-2盛岡世代にかける橋へ提出。
12月14日㈮必着※団体
のホームページの専用フ
ォームからも申し込むこ
とができます

岩
谷
堂
焼
の
焼
き
物

会
場
の
様
子

同ネックレスと同ブレスレット


