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高松の池の価値・良さを「発掘」し、
「磨き」「発信する」ことをテーマに
した講演会やパネルディスカッショ
ンなど。

 3月30日㈯13時半～16時
 上田公民館（上田四）
 100人　
 1022077

高松の池フォーラム
ハートブルームタウンたかまつ事務局、

　カフェカムオン内　☎663-7270

力・意義」をテーマに、講演やトーク
セッションなど。

 3月26日㈫13時半～16時25分
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 60人※就職を考えている学生や

その父母、教員など
 メール・ファクス：市公式ホームペ

ージからダウンロードした申し込み用
紙に必要事項を記入し、同課へ提出。
3月18日㈪9時から。
※席に余裕がある場合は当日も入場
できます

月28日㈮、全10回
 電話：①3月23日㈯②

24日㈰。いずれも10時か
ら　  1025868

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911

■町家ひなまつりライブ
JAZZピアニストの鈴木牧

ま き

子
こ

さんと
バイオリン奏者の伊

い

禮
れ い

しおりさんに
よる、ひな祭りや春をテーマにした音
楽ライブ。

 4月14日㈰13時半～14時半　
 80人
 前売り1500円、当日2000円※

入場時に旧暦の雛
ひ な

祭り通行手形の提
示で500円の返金

 同館や市内指定プレイガイドで発
売中　  1025853
■浜藤古本市
多彩なジャンルの古本や詩集などの
自主制作本、しおりなどの図書グッ
ズを販売します。

 3月23日㈯・24日㈰、11時～16時
 1023430

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
▶タブレットお助け相談会

 3月26日㈫、10時～12時と13時
～15時、各2回　  各500円

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■キャラホール少年少女合唱教室
歌うことが大好きな子が集まって合
唱の練習をし、年間で10回程度の成

深い呼吸法と簡単なポーズで体の歪
みを修正し、心と体のバランスを整える。

 ①4月10日～6月5日、水曜、全7
回、19時～20時②4月11日～6月6日、
木曜、全7回、13時15分～14時15分

 各20人※女性
 各5065円
 電話：3月19日㈫10時から
 1024269

■楽々エアロビクス教室
エアロビクスの基本動作でシェイプ
アップエクササイズ。

 4月11日～6月6日、木曜、全7回、
14時半～15時半

 15人※女性　  5065円
 電話：3月19日㈫10時から
 1024278

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目3-1

☎634-0450

■フィットネス教室
内容や費用などは教室ごとに異なりま
す。詳しくは、市公式ホームページか同
プールホームページをご覧ください。

 4月8日㈪～5月31日㈮
 各10～25人
 電話：▶16歳以上：3月21日㈭14

時から▶親子、キッズ、ジュニア：14
時半から　  1024223
■水泳教室
①幼児②一般・水中運動・アクアビクス

 4月8日㈪～5月31日㈮
 ①30～40人※31年度中に4～6

歳になる子②20～40人※18歳以上
 ①電話②窓口：①3月

21日㈭15時半から②随時
 1024226

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

①フロア教室（ピラティスやヨガな
ど）と、②水泳教室（幼児水泳やアク
アエクササイズなど）を開催します。
各教室の内容や日時など詳しくは、
市公式ホームページかゆぴあすホー
ムページをご覧ください。

 ①毎月3～5回②4月16日㈫～6

果発表。
 4月20日㈯～12月21日㈯、全30

回、低学年クラス（小学3～4年）は
14時～14時50分、高学年クラス（小
学5～中学3年）は15時～16時半

 各40人
 1200円※別途、親の会活動費

1200円が必要
 電話・窓口：3月20日㈬10時から
 1025869

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■埋蔵文化財調査資料展　盛岡を発
　掘する～平成30年度調査速報～
30年度の発掘調査の最新成果を紹介。

 5月19日㈰まで
 入館料が必要　  1009440

都南歴史民俗資料館
〠020-0842 湯沢1-1-38

☎638-7228

■鎌田コレクション　
　旧暦ひなまつり展
鎌田隆

たかし

さんが収集した木製や陶製な
どの豊富な種類のひな人形や花巻人
形を展示。

 3月16日㈯～4月21日㈰、9時～16時

ものづくり人材セミナー
ものづくり推進課

　　☎626-7538　ファクス604-1717
　monozukuri@city.morioka.iwate.jp

「地域のものづくり企業で働く魅

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■パイプオルガン初級演奏講座
同ホールオルガニストの渋

し ぶ

澤
さ わ

久
く

美
み

さん
からパイプオルガンを学び、講座の最
後には修了演奏会を開催。

 4月～来年2月、木曜、全13回
 5人※高校生以上の鍵盤楽器学

習経験者。書類と実技により審査
 6万円※年間（分納可）
 窓口・郵送：同ホール事務室に備

え付け、または同ホールホームページ
に掲載している申し込み用紙に必要
事項を記入し〠020-0045盛岡駅西
通二丁目9-1市民文化ホール「パイプ
オルガン初級演奏講座」係へ郵送ま
たは持参。郵送は3月31日㈰必着。
持参は同日21時半まで　

 1025962
■辻井伸行（ピアノ） ルシエンヌ（トラ
　ンペット） パトリック・ハーン指揮　
　オーケストラ・アンサンブル金沢
新鋭指揮者による指揮で、日本を代
表するピアニストとオーケストラ、天
才トランペット奏者が夢の共演。

 7月27日㈯15時～17時
 S席9000円、A席8000円、B席

7000円、Uー25チケットB席（25歳
以下）3000円※全席指定

 3月23日㈯10時から同ホールや
市内プレイガイドで発売

 1025961

盛岡体育館
〠020-0066 上田3丁目17-60

☎652-8855

■トレーニングルームがリニューアル
　オープン
ウエイトマシンの更新とランニングマ
シンを増設します。

 3月31日㈰
 1025752

●利用制限
マシン入れ替え作業のため3月25日
㈪～30日㈯は同ルームの利用はで
きません
■アロマでリラックスヨガ教室
アロマの香りを楽しみながら、ヨガの

（仮称）新盛岡バスセンター
整備シンポジウム

盛岡地域交流センター　☎656-0920
新盛岡バスセンター整備事業の実施
に向けたマスタープラン（案）の市民
説明会。

 3月23日㈯13時～15時
 マリオス18階183会議

室（盛岡駅西通二）
 申し込み方法など詳しくは、問い

合わせるか同交流センターのホーム
ページをご覧ください

いわてグルージャ盛岡　
　　　　　　2019シーズンが開幕

　3月10日㈰にプロサッカーJ3リーグ　2019シー
ズンが開幕しました。グルージャ盛岡は、今シーズ
ンから岩手県全市町村をホームタウンとし、チーム
名を「いわてグルージャ盛岡」として新たなスター
トを切りました。
　菊池利

と し

三
み

監督がチームを率いて3シーズン目。チ
ームは目標であるリーグ戦一桁順位を目指し「一

い ち

岩
が ん

」のクラブスローガンのもと、
監督・選手はもちろん、サポータ
ーも一つにまとまり戦っていき
ます。ぜひ、スタジアムでの応援
をよろしくお願いします！

3月24日㈰ホーム開幕戦
応援に行こう！

QR

ⓒIWATE GRULLA MORIOKA

新生

季節や題材の指定はありません。
 受付期間：5月7日㈫まで
 投句3句1組につき1000円。高校生以下は無料
 同事務局や市役所本館1階の窓口案内所、各支所

などに備え付けの用紙に必要事項を記入し、〠020-
8566 IBC岩手放送「盛岡国際俳句大会事務局　応
募作品集約係」へ郵送。当日消印有効。投句料は定
額小為替を同封してください。なお、高校
生以下は同大会公式ホームページの専用
フォームからも応募できます

第1回 盛岡国際俳句大会を開催します  文化国際室内、
　 盛岡国際俳句大会事務局
　 ☎626-7524

ホーム試合日程

 いわぎんスタジアム（永井8）
 

3/24㈰：ブラウブリッツ秋田戦
3/31㈰：ロアッソ熊本戦
4/14㈰：カターレ富山戦

5月以降の日程はチ
ームの公式ホームペ
ージをご覧ください！

歩くスキーツアー八幡平
市スキー協会の三浦さん　

☎692-5899
 4月21日㈰9時半～16時
 源太森・八幡沼・八幡平山頂（八

幡平市）※西根インターチェンジ駐
車場（八幡平市）集合

 25人※歩くスキー中級～上級者
 2000円※歩くスキー用のスキー

板と靴、ストック、昼食を持参
 電話：4月17日㈬まで　
 1025808

 いわてグルージャ盛岡
　 ☎613-6333
　       info@grulla-morioka.jp

　市制施行130周年を記念して盛岡国際俳句大
会を開催します。近年日本だけでなく海外でも
人気が高まっている俳句（HAIKU）。盛岡の魅力
である豊かな自然や、先人の残した歴史文化を
俳句を通して国内外へ発信します。特別審査員
には、テレビでも活躍している俳人の夏井いつき
さんを審査員として招待。夏井さんによる講演
もあり、俳句に詳しくない人でも楽しめる大会で
す。この機会に俳句に親しんでみませんか。

 ８月３日㈯・４日㈰
 アイーナ7階

　 小田島組☆ほ～る
　（盛岡駅西通一）

マスコットキャラクター
キヅール

昨年の浜藤古本市の様子

事前投句を募集します

夏井いつきさん
昭和32年生まれ。松山市在住。「第8回俳壇
賞」など多くの賞を受賞。平成10年に松山市
で始まった、高校生の大会である「俳句甲子
園」の創設にも携わるなど幅広く活動中。


