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 1022926
■女性起業芽でる塾　入門編Part１
「NPO法人もりねこ」の工藤幸

さち

枝
え

代
表に起業のノウハウを学びます。
 ７月７日㈰13時~16時
 20人※起業を目指す女性
 ５人※生後６カ月～未就学児、１人

につき800円、要予約
 500円
 電話：６月４日㈫10時から芽でる

ネット☎624-3583で受け付け
 1019314

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

 電話：６月4日㈫10時から
■トレーニングカウンセリング
 ６月５日㈬・12日㈬・20日㈭・25

日㈫、14時～16時※１人30分
 各4人※18歳以上
 各540円※トレーニングルームの

使用料は別途　  1026544
■アロマでリラックスヨガ教室
 ６月19日～７月31日、水曜、全７回、

19時～20時と６月20日～８月１日、木
曜、全７回、13時15分～14時15分
 各20人※女性　  各5065円
 1024911
■楽々エアロビクス教室
 ６月20日~８月１日、木曜、全７回、

14時半~15時半
 15人※女性　  5065円
 1024912
■月１フィットネス教室
 ６月28日㈮19時半~20時半
 20人※高校生を除く18歳以上
 540円　  1026545

松園テニスコート
〠020-0103 西松園三丁目19-4 

☎662-8778

■初級レディーステニス教室
 ６月20日～７月25日、木曜、全６回、

10時～11時半※雨天時は８月に順延
 ８人　  先着５人※０才～未就学児
 9000円
 電話：６月５日㈬10時から
 1026542

 往復はがき：生年月日も明記。６
月19日㈬必着　  1026561
■演劇基礎講座
舞台づくりの基礎から公演までの体験。
 ８月３日㈯～10月26日㈯、全33

回、19時～21時
 10人※高校生以上の演劇未経験者
 高校生3000円、一般5000円
 電話・窓口：６月15日㈯10時～７

月13日㈯21時半
 1026644

姫神ホール
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-3526

■姫神ホールふれあいコンサート
海上自衛隊大

おお

湊
みなと

音楽隊による演奏会。
 ７月７日㈰14時～16時
 ６月13日㈭９時から同ホールなど
で整理券を配布。詳しくはお問い合
わせください※１人２枚まで
 1026645
■姫神シネマ 
「湯を沸かすほどの熱い愛」を上映。
 ７月21日㈰、10時～12時５分と

14時～16時５分
 前売り500円、当日700円
 ６月５日㈬９時から同ホールなど

で前売り券を販売

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303

■パソコンミニセミナー・エクセル入門
 ６月13日㈭13時~15時
 8人※起業や就労を目指す女性
 300円
 電話：６月４日㈫10時から芽でる

ネット☎624-3583で受け付け
 1021926
■もりおか女性塾　公開講座
①「女性たちが支えてきた岩手の食文
化」②「ジェンダーの視点で考えるメ
ディア・リテラシー」と題した講座。
 ①6月29日㈯②７月12日㈮、13時
半～16時
 各15人※女性　  各５人※生後６
カ月～未就学児、１人につき500円
 電話：６月４日㈫12時から

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！
 ６月21日㈮10時～11時半
 20人　  500円
 電話：６月４日㈫９時半から
 1025426

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「喫茶は文化の宝庫」展
文化芸術の創造拠点として育まれた
喫茶文化を紹介します。
 ７月７日㈰まで、10時～17時※６

月１日㈯は12時まで　  1026563

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8　☎654-2911

 machiya@iwate-arts.jp

■もりおか町家寄席　七夕演芸会
今そこ演芸団による落語と歌、アイリ
ッシュハープを楽しみます。
 ７月９日㈫19時～21時　  80人
 前売り1000円、当日1200円
 電話・メール：６月５日㈬10時から
 1026536

中央卸売市場
〠020-8567 羽場10-100

☎614-1000

■卸売市場開放デー
普段見ることができない市場の開放
と新鮮な魚や野菜、果物などの販売。
 ６月15日㈯9時～11時　  1017256

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-1
☎・ファクス681-5132

■現地集合！　炭焼職人弟子入り体験
 ６月26日㈬・27日㈭、全２回、10

時～15時半※テント宿泊もできます
 10人　  2000円※テント代別途
 往復はがき・ファクス：参加人数も

明記。６月15日㈯必着

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■パイプオルガン入門講座
オルガンの内部見学などで音が出るし
くみや歴史をわかりやすく紹介します。
 ６月29日㈯10時半～15時半　
 20人※中学生以上
 大学生以下1000円、一般2000円
 1026641
■魔法の美術館
　～光と遊ぶ超体感型ミュージアム～
 ７月20日㈯～９月８日㈰
 ３歳～高校生500円、一般800円

※３歳未満無料
  同ホールと市内各プレイガイドで
販売中　  1026646
▶キッズ・アート・ワークショップ
ペットボトルを使ったアート作品づく
りの体験。
 ７月13日㈯・14日㈰、10時～12時
 各８組16人※小学生と保護者　
 １人につき500円
 電話：６月15日㈯10時から
 1023118

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258

■もりげきサロン
気軽におしゃべりを楽しみませんか。
 ６月４日～25日、火曜、10時～19

時※出入り自由。10時と15時にお茶
っこ会を開催　  1026559
■もりげきライヴ
W
ウ エ ン ズ デ イ

ednesdayが出演します。
 ６月19日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円※小
学生以下無料　  1026643
■環境講座　ミツバチが教えてくれること
 ６月21日㈮10時～11時半　  20人
 窓口・電話：６月６日㈭10時から
 1026560
■防災講座　建設中のダムを見学しよう！
 ６月29日㈯８時半～11時半
  河南公民館から簗川ダム建設

事務所（東中野字沢田）へ移動
 20人※小学生以下は保護者同伴
 100円
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 1026488

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目1-1

☎654-2333

■「ぐりとぐら」のパンケーキを作ろう！
絵本の読み聞かせとパンケーキ作り。
 ６月29日㈯10時～13時
８組16人※小学生と保護者
 １組800円
往復はがき：６月12日㈬必着※学

校名と学年、アレルギーの有無も明記
 1019354

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
▶ワードを始めよう！
 ６月12日㈬～14日㈮、全3回、9時
半～12時半　  16人　  2900円
 電話：６月4日㈫10時から
▶パワーポイントにトライしよう！
 ６月18日㈫～21㈮、全４回、９時

半～12時　  16人　  4400円
 電話：６月５日㈬10時から
■初心者のための剪

せん

定
てい

教室
 ６月27日㈭・７月４日㈭、全２回、
10時～12時　  20人　  500円
 電話：６月18日㈫10時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目5-3

☎661-8111

■ヘルシークッキング教室（夏）
６月19日㈬10時～12時半
 15人　  600円
 往復はがき：６月12日㈬必着

都南歴史民俗資料館
〠020-0842 湯沢1-1-38

☎638-7228

■鎌田コレクション南部鉄器展
収集家である鎌田隆

たかし

さん所有の南部
鉄器を展示します。
６月８日㈯～８月４日㈰
 1026535

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■企画展「恭
ゆたか

と敬
たかし

―原兄弟の近代―」
６月８日㈯～８月25日㈰
 1024390
▶ギャラリートーク
６月16日㈰と８月25日㈰は13時半～

14時15分、７月20日㈯は15時15分～16時
 20人  入館料が必要

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民9

☎683-2315

■啄木ゆかりの地巡りバスツアー 
 ７月７日㈰９時40分～15時
 35人　  2000円
玉山地域ほか
 往復はがき：応募期間は６月４日

㈫から30日㈰まで。渋民駅～同館ま
でのバス利用有無も明記。６月30日
必着　  1019367
■企画展関連講演会
「歌人・石川啄木～うたの魅力」
 ６月９日㈰13時半～15時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
50人　  1024393

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

 1009440
■テーマ展　透きとおった記録
　～ガラスにみる明治・大正・昭和～
 ６月１日㈯～９月23日㈪

■学芸講座「近現代からのメッセージ」
明治～昭和期の生活や、失われた建
物などについての入門編講座。
６月16日㈰13時半～15時 80人

都市景観賞写真パネル展
景観政策課　☎601-5541

これまでに都市景観賞を受賞した建
築物などの写真約180点の展示。
 ①６月２日㈰13時～９日㈰17時

②６月10日㈪13時～28日㈮17時
①イオンモール盛岡南（本宮七）②

盛岡駅２階わんこロード（盛岡駅前通）

市制施行130周年記念フォーラム
企画調整課　☎626-7534
 kikaku@city.morioka.iwate.jp

増田寛
ひろ

也
や

元総務大臣による基調講演
と学生とのパネルディスカッション。
６月30日㈰13時半～16時
 盛岡劇場（松尾町）
 電話・メール・ホームページ：６月

28日㈮17時まで　  1026509

あゆ釣り教室
観光交流課　☎626-7539

 ７月７日㈰８時半～11時
中津川河川敷（毘沙門橋～与の字橋）
 30人※小学４年生以上の初心者。

小学生は保護者同伴　  1800円
はがき：６月17日㈪必着。釣り竿を提

供できる人は同課までご連絡ください
 1026548

月 茶会
中央公民館　☎654-5366

表千家同門会と裏千家淡交会による
茶会。

 ６月16日㈰9時半～15時
 上田公民館（上田四）
※駐車場が混み合うため、公共交通
機関の利用をお願いします
 900円　  1026199

盛岡大学特別公開講座
「これからの小学校英語」
盛岡大学・盛岡大学短期大学部
地域連携センター　☎601-2615

立教大の鳥
とり

飼
かい

玖
く

美
み

子
こ

名誉教授による
基調講演など。
 ６月９日㈰13時～17時
 市民文化ホール大ホール（盛岡駅

西通二）

バスで行く森の散策と
リース作りと手打ちそば
Wａのまちもりおか「絆の輪」

プロジェクト事務局　☎623-6509

 ６月17日㈪10時～14時半
外山森林公園（薮川字大の平）※上

ノ橋観光バス専用駐車場（本町通一）か
らバスで移動、自家用車での参加も可
 20人  1500円
 往復はがき：〠020-0884神明町
１-24工房夢

ゆめ

蘭
まゆ

・花
か

へ郵送。バス利
用の有無も明記。６月８日㈯必着
1023026

もりおか健康ウオークin御所湖
もりスポネット　☎662-8778

7㌔・10㌔・15㌔のウオーキングと４
㌔・10㌔のノルディックウオーキング。
 ６月29日㈯9時～13時半
小学生300円、中学生以上500円
 電話：６月19日㈬17時まで
 1024117

　今年の開催は６月８日㈯で
す。行進コースと通過予定時
刻は図のとおりです。
 観光交流課☎613-8391
 1007963

チャグチャグ馬コ ※行進コース周辺で大規模な交通規制を実施
しますので、ご協力をお願いします。詳しくは、
市公式ホームページでお知らせしています。

郷土芸能パレード
　同日11時50分から、金属工業会
館前（大通三）から御田屋清水（大
通一）までの区間で、郷土芸能団
体などがチャグチャグ馬コの手踊
りや盛岡さんさ踊りなどを披露。

図　馬コの行進コースと通過予定時間

馬コの休憩場所。
馬コと触れ合うこ
とができます
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