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広　告

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911
machiya@iwate-arts.jp

■浜藤JAZZライブVol.5
酒蔵を改装したホールでワインなどを
飲みながらジャズライブを楽しむ。

 3月2日㈯19時～20時半　  80人
 前売り3000円、当日3500円※

飲み物1杯と軽食付き
 2月5日㈫10時から同館とカワト

ク、プラザおでって、シグアートギャ
ラリーで販売。※同館のみ電話・メー
ルで予約を受け付けます

ユートランド姫神
〠028-4134 下田字生出893-11

☎683-3215

■ユートランド姫神雪あかり
雪あかり約300個の設置や、点灯式
での生出小児童による合唱、ひっつ
みの振る舞いなど。2月9日㈯は入浴
料が半額になります。

 2月9日㈯～11日㈪、17時～21時
※点灯式は9日17時から
■温活ぽかぽかヨガ
ヨガで体の調子を整え、寒さに負けな
い体づくりをする。

 2月27日㈬・3月20日㈬、13時～
14時半　  20人　

 1000円※入浴券付き
 電話：2月4日㈪10時から

西部公民館
〠020-0134 南青山町6-1

☎643-2288

■そば打ち体験教室
①初心者コース②本格派コースに分
かれてそば打ちを体験。

 3月2日㈯9時半～12時
 ①20人②5人　
 ①500円②1500円
 電話：2月14日㈭10時から
 1025360

■伊藤隆
たかし

withざ・はなみち
　ギターコンサート＆一人芝居
東日本大震災復興支援チャリティーイ
ベントの一環で、アランフェス協奏曲や
よだかの星の一人芝居などを披露。

 2月23日㈯14時～15時半
 1025587

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目9-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
ルイス・サッカー作、「泥」（小学館）。

 500円　
 電話・窓口：2月5日㈫9時から
 1025592

■大人のクラフト教室
家庭で使えるミニテーブルを作る。

 3月3日㈰8時半～16時半
  木材工芸センター（八幡平市）
 12人※18歳以上（高校生を除く）
 4030円
 電話：2月9日㈯9時から
 1025516

■かんたん！W
ウ ィ ン ド ウ ズ

indows10で写真加工
編集ソフトを使った写真加工の初心
者向け教室。

 ２月23日㈯10時～16時
 16人※18歳以上でパソコンの基

本操作ができる人（高校生を除く）
 3098円　
 電話：2月5日㈫9時から
 1025517

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目3-1

☎634-0450

●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。

 2月19日㈫・24日㈰

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
スケートの基礎や滑走技術を学ぶ。

 2月25日㈪～27日㈬、全3回、17
時～18時

 25人※小学生～60歳
 3000円
 電話：2月4日㈪10時から
 1024519

●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。

 2月9日㈯・10日㈰・16日㈯・19
日㈫・23日㈯・24日㈰

つなぎスポーツ研修センター
      　 〠020-0055 繫字舘市69-2

☎681-6880

■スポーツ吹き矢で楽しく健康！
スポーツ吹き矢で腹式呼吸による血
行促進を目指す。

 2月15日㈮10時～11時半
 盛岡駅から送迎バスがあります
 20人　
 電話：2月4日㈪9時から
 1025426

 2月27日㈬10時～12時
 1025512

●図書点検のため臨時休館
 2月12日㈫～22日㈮

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50

☎681-2100

■盛岡弁で語る昔話
ナレーター・語り部である小野寺瑞

み ず

穂
ほ

さんらによる昔話・伝説の語り。
 2月16日㈯14時～14時半
 50人　
 展示室入場料が必要

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民9

　　　　　☎683-2315　　　　　　

■収蔵資料展
　「啄木と渋民尋常小学校」
啄木の母校であり代用教員として教
壇に立った同小学校について紹介。

 2月5日㈫～5月12日㈰
 展示室入場料が必要
 1025435

■啄木生誕の日
館長講演会「啄木と冨田小一郎」
啄木と盛岡中の恩師で教育者の冨田
小

こ

一
い ち

郎
ろ う

との関わりを紹介。
 2月24日㈰13時半～15時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 50人　  1021849

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■縄文ふれあいDAY
土器の拓本とりや土玉彩色（ブレスレ
ット）作り、火おこし体験（無料）など。

 2月9日㈯10時～11時半と13時～
14時半

 各100円※別途入館料が必要
■埋蔵文化財調査資料展
30年度の発掘調査の結果を展示。

 5月19日㈰まで
 入館料が必要　  1009440

▶調査成果報告会
 3月3日㈰13時30分～15時30分
 80人

市農政フォーラム2019
農政課　☎626-7540

安心・安全な農畜産物を生産する取り
組み「農業生産工程管理（GAP）」を
テーマに、2020年に向けた食文化の
発信に関する講演や市内の生産者や
食産業者によるパネルトークなど。

 2月6日㈬14時～16時40分

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303

■芽でるネット・パソコンミニセミナー
ワードで、見やすく分かりやすい職
務経歴書を作る。

 2月28日㈭10時～15時
 8人※就労を目指している女性　 
 5人※生後6カ月～未就学児、1人

につき800円、要予約
 300円
 電話：2月5日㈫10時から芽でる

ネット☎624-3583で受け付け
 1021926

盛岡劇場
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258

■もりげきライヴ
F
エフ

-T
ティ

-S
エス

/F
フ リ ー

ree T
タ イ ム

ime S
サ ー ヴ ィ ス

erviceが出演。
 2月20日㈬19時～21時　
 前売り1000円、当日1200円
 1025591

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■みんなで吹奏楽体験！
身近な材料での楽器作りや社会人吹
奏楽団によるミニ演奏会など。

 3月10日㈰13時～16時半
 20人※小・中学生と保護者
 1400円程度
 往復はがき：必要事項と親子の名

前・年齢、子どもの学校名・学年を記
入し、同公民館へ郵送。2月24日㈰
必着
■森

も り

麻
ま

季
き

 音の美術館
　～イタリア 美への旅路
日本を代表するソプラノ歌手による、
美しい映像を見ながらイタリアを旅す
るようなコンサート。

 5月12日㈰14時～16時
 一般4500円、Ｕー25（25歳以

下）チケット1500円
 2月14日㈭から、同ホールや市内

各プレイガイドで発売
 1025593

姫神ホール・渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-3526・683-2354

■郷土を歌う
岩手にゆかりのある作曲家や作詞家
の曲を歌う。

 2月21日㈭・28日㈭、10時～11時半
 20人※18歳以上（高校生を除く）

 プラザおでって（中ノ橋通一）　
 電話：2月5日㈫17時まで
 1017724

市再犯防止推進フォーラム
地域福祉課　☎626-7509

ゴルゴ松本さんによる「命の授業」
と、民生委員や更生保護関係者など
とのクロストーク。

 2月11日㈪14時から
 キャラホール（永井24）
 市公式ホームページ応募フォーム：

2月6日㈬まで　
 1025590

元気はなまる介護予防講演会
長寿社会課　☎613-8144

いわてリハビリテーションセンター
の大井清

き よ

文
ふ み

理事長と県シルバーリハ
ビリ体操指導者を講師に、介護予防
を学び、同体操を体験する。

 2月12日㈫13時半～16時
 盛岡劇場（松尾町）
 1025415

コミュニティリーダー研修会
市民協働推進課　☎626-7535

地域住民の全員が加入するNPO法人
「きらりよしじまネットワーク」の髙橋
由
よ し

和
か ず

事務局長による「住民が創る持
続可能な地域づくり・ひとづくり」と題
した講演と、市内で活動する2団体の
活動事例発表。

 2月14日㈭13時半～16時
 市総合福祉センター（若園町）
 1018084

町内会・自治会活動支援セミナー
市民協働推進課　☎626-7535

沿岸被災地で地域コミュニティ再建に
取り組んだ岩手大の船

ふ な

戸
と

義
よ し

和
か ず

特任助

教授から住民総参加の町内会・自治
会活動のアイデアを学ぶ。

 2月16日㈯13時半～15時半
 上田公民館（上田四）
 30人※町内会や自治会活動に取

り組んでいる人
 電話：2月5日㈫10時から　
 1025604

盛岡の未来を考えるワークショップ
都市戦略室　☎613-8370

「こんな盛岡をつくりたい！」「盛岡
での生活環境を考えたい」などあな
たの意見をまちづくりに生かしませ
んか。①安心して子育てできる環境っ
てなんだろう？②地元就職を考える
③盛岡生活の困り事、のテーマでワ
ークショップを開催します。

 ①2月20日㈬13時～16時②3月2
日㈯9時半～12時半③3月2日13時半
～16時半

 ①S
ソ ラ

oRa c
カ フ ェ

afe（北飯岡一）②③県立
大アイーナキャンパス（盛岡駅西通一）

 各15人※①子育て中の人など②
高校生以上の学生や若手社員など
③転勤で盛岡に住んでいる人や最近
盛岡に移住した人など

 ①8人※要予約　
 電話・市公式ホームページ応募フ

ォーム：2月4日㈪10時から　
 1025599

防災マップ活用講座
～参加者居住地域を中心に～

中央公民館　☎654-5366

市防災マップを活用した最新の防災情
報の学習と、盛岡中央消防署の見学。

 2月22日㈮9時45分～12時
 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）
 50人　
 往復はがき：2月12日㈫必着

 1025251

もりおか短角牛フェア2019
農政課内、もりおか短角牛振興協議会

☎613-8457

期間中に同フェア参加23店舗でもり
おか短角牛メニューを食べて応募す
ると、抽選でもりおか短角牛肉を贈
呈。詳しくは市公式ホームページを
ご覧ください。

 2月28日㈭まで　  1008242

一ノ倉邸「ひな遊ぶ」
一ノ倉邸管理保存委員会　☎646-1817

段飾りひな人形や歴史あるひな飾り
などを展示。

 2月4日㈪～3月3日㈰、10時～15
時※2月4日・5日㈫は臨時開館します

 一ノ倉邸（安倍館町）
 1010430

手作りのスノーキャンドルが盛岡の
街を温かい光で包み込みます。詳し
くは、市公式ホームページをご覧くだ
さい。

 2月7日㈭～9日㈯、17時～20時※
7日㈭はオープニングセレモニーとア
ートコンクール一般投票

 盛岡城跡公園などのメ
イン会場と、市内11カ所の
サブ会場　  1007929

①ダーツ教室②卓球バレー教室
 ①2月9日㈯10時～12時②2月23

日㈯13時～16時
 県勤労身体障がい者体育館（青山四）
 電話・ファクス：①2月8日㈮17時

まで②2月15日㈮17時まで

子育てママ対象の働き方セミナー
合同会社プライドコクーン　☎681-8733

「いつでもどこでも働けるきっかけ
って何？～なりたい自分になる女性
の生き方～」をテーマに、子育てと仕
事の両立などを学ぶ。

 2月15日㈮・16日㈯、13時～15時
 もりおか子育て応援プラザm

マ

a*m
モ ー ル

all
（大通一）

 各30人※子育て中の女性
 電話：2月4日㈪10時から
 1025618

市ジュニアスポーツ医・科学セミナー
市体育協会　

☎652-7600　ファクス652-7557

スポーツに取り組むジュニア世代の
指導者や保護者を対象としたセミナ
ーを開催。テーマは①運動をしてい
るジュニア世代へのコーチング②発
達障害の基礎理解～子どもの特性
に合わせたコーチングのために～③
育成年代からのフィジカルトレーニ
ングの重要性ーです。詳しくは、同
協会へ問い合わせるか市公式ホーム
ページをご覧ください。

 3月3日㈰①10時半～12時②13
時～14時半③14時45分～16時45分

 キャラホール（永井24）
 1講座1000円、2講座1500円、3

講座2000円
 ファクス：必要事項と希望の講座

の番号、日本スポーツ協会公認スポ
ーツ指導者資格の有無を記入し、同
協会へ送付。2日24日㈰必着

 1025425

障がい者のための運動教室
市障害者スポーツ推進協会の

小野時雄さん　☎・ファクス 622-6507

もりおか雪あかり2019
盛岡観光コンベンション協会内

もりおか雪あかり実行員会事務局　
☎621-8800


