
イベント情報 マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください

地 球 環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。８ 広報もりおか １ . ６. 15

手回しのろくろでオリジナルの焼き
物を作ります。

 ６月30日㈰・７月21日㈰、全２回、
９時～12時

 ７人※高校生以上の初心者
 400円　
 電話：６月18日㈫10時から　
 1009440

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■原敬を想う会講演会
慶応義塾大の清水唯

ゆ

一
い ち

朗
ろ う

教授が「本
格的政党内閣とは何だったのか～
原敬内閣から日本の民主主義を考え
る」と題して講演。

 ６月22日㈯14時40分～16時10分
 サンセール盛岡（志家町）　
 1019609

先人記念館
〠020-0866 本宮蛇屋敷２-２

☎659-3338

■館長講座　戊辰戦争150年「大島
　高任にとっての戊辰戦争」
盛岡藩士として生き、日本の近代化に
貢献した大島高

た か

任
と う

の、幕末から戊辰
戦争までの足跡を振り返ります。

 ７月６日㈯13時半～15時　
 80人　  電話：６月22日㈯９時から
 1023244

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■切り絵でつくる啄木のうた
グラフィックデザイナーの柴田外

そ と

男
お

さんを講師に、啄木の短歌を切り絵
で表現します。

 ７月27日㈯・28日㈰、10時～12時
 各10人　  各300円　
 往復はがき：６月18日㈫から受け

付け。７月13日㈯必着。希望日も記
載すること　

 1026633

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

 電話：６月18日㈫10時から

▼エコキッズ 動物公園わくわく探検隊！
園内の見学や自然観察、ゾウの餌作り
体験など。

 ７月13日㈯10時~14時
 動物公園（新庄字下八木田）
 15組※小学生以下の子と保護者
 28円※入園料別途　
 1026694

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■もりおかお茶の学校
　中国茶・気仙のお茶編
焙
ば い

茶
ち ゃ

工房しゃおしゃんの前田千
ち

香
か

子
こ

さんを講師に、中国茶・気仙のお茶
の魅力や文化について学びます。

 ７月17日㈬、14時～15時半と18
時半～20時　  各６人　

 各1600円　
 電話：６月19日㈬10時から　
 1026692

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

 展示室入場料が必要　
■テーマ展「A

ア ニ マ ル ズ

nimals～盛岡藩の生き
　物たち～」
史料や美術作品を通して、さまざま
な生き物を紹介します。

 6月19日㈬～８月19日㈪
 1023605

▶ギャラリートーク
 ７月28日㈰13時半～14時半
 20人

■れきぶん講座
　「古生物学者が見た水

す い

虎
こ

之図」
「古生物学者、妖怪を掘る」の著者
荻
お ぎ

野
の

慎
し ん

諧
か い

さんが、古生物学的立場か
らカッパの正体を探ります。

 ７月21日㈰13時半～15時半
 50人　
 往復はがき：７月５日㈮必着
 1019061

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■企画展「盛岡今昔物語～市制施行
　130周年～」

 6月25日㈫～10月７日㈪
 1026672

▶ギャラリートーク
 ７月27日㈯・９月23日㈪、14時～15時

■気軽に楽しむ絵手紙講座
 ７月10日㈬・11日㈭、全２回、13

時半～15時半　  20人　
 1000円　
 往復はがき：６月26日㈬必着　
 1019673

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■やきもの教室

▼ホタルの住む水辺を観察しよう！
ホタルの生態を学び、生息環境を観察
します。

 ７月13日㈯18時半~20時半
 松園子ども自然観察園（西松園四）

など　  20人　  28円　
 1026695

結っこ座談会
市社会福祉協議会

☎651-1000・ファクス622-4999

ご近所福祉クリエーターの酒井保
たもつ

さ
んによる「地域あるある物語～みん
なで考えよう地域の仕組みづくり～」
と題した講演など。申し込み方法な
ど詳しくは、市公式ホームページを
ご覧になるか、お問合せ下さい。

 ７月３日㈬13時～16時
 岩手教育会館（大通一）
 1026790

旅行で使える中国語講座
盛岡国際交流協会　☎626-7524

 ７月６日㈯・21日㈰・28㈰・８月
11日㈰、全４回、15時～16時半

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 20人　  3000円
 電話：６月19日㈬10時から※賛

助会員は18日㈫10時から先行して
受け付け　  1019856

森と湖in綱取2019！
綱取ダム管理事務所　☎654-4055

綱取ダム湖巡航やダム施設見学、魚
のつかみ捕りなど。

 ７月26日㈮９時半～15時
 綱取ダム（浅岸字二ツ森）
 ダム湖巡航のみ定員70人
 ダム湖巡航のみ事前申し込みが必要
 1007364

初歩の親子点字教室
地域福祉センター　☎696-5640

 ７月26日㈮・27日㈯、18時～20
時と８月９日㈮・10日㈯、14時～16時

 地域福祉センター（手代森14）
 各10人　  各648円
 電話・窓口：６月25日㈫９時から

盛岡芸妓お座敷体験講座
盛岡観光コンベンション協会

☎621-8800

料亭の昼懐石を味わいながら盛岡芸
妓の芸を鑑賞し、お座敷遊びを体験
します。

 ８月24日㈯12時半～15時
 料亭京極（大通一）
 36人　  7000円
 前売チケットは、プラザおでって

（中ノ橋通一）ともりおか町家物語館
（鉈屋町）で7月1日㈪10時から販売
　

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
▶パソコン・タブレットお助け相談会

 ６月28日㈮、10時～12時と13時
～15時　  各500円
▶パソコンを始めよう！

 ７月２日㈫～４日㈭、全３回、９時
半～12時半

 16人　  2700円
 電話：６月18日㈫11時から

▶ワードで作る暑中見舞い
 ７月６日㈯10時～15時
 16人　  2000円
 電話：６月19日㈬11時から

■ステップアップ！ワード応用
 ７月９日㈫～12日㈮、全４回、18

時半～21時
 16人　  4933円
 電話：６月20日㈭11時から

■初心者のための俳句教室
 ７月９日・23日・８月６日、火曜、

全３回、13時半～15時半
 14人　  500円
 電話：６月27日㈭10時から

■岩手の伝統・文化講座
　「盛岡のお寺さんめぐり」

 ７月10日㈬９時半～15時15分
 30人　  528円
 電話：６月20日㈭10時から

■初心者のための英会話講座
 ７月10日～24日、水曜、全３回、

10時～12時
 20人　  500円
 電話：６月25日㈫10時から

■介護教室
口腔ケアや嚥

え ん

下
げ

食体験など、介護の
仕方を学びます。

 ７月11日～８月１日、木曜、全４回、
10時～12時　　

 20人
 電話：６月28日㈮10時から

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■科学談話会
①岩手大の佐藤竜

りゅう

一
いち

特命准教授による
「宮沢賢治とエスペラント」②岩手医大
の平

ひ ら

海
うみ

晴
はる

一
かず

准教授による「『音を聞く』と
は、どういうことなのか？」と題した講演。

 ①６月20日㈭②７月３日㈬、18時半
～20時　  ①1026716②1026767
■児童文学を読む会
ジョン・ボイン作「ヒトラーと暮らし
た少年」（あすなろ書房）。

 ６月26日㈬10時～12時
 1026537

１ページからの続き


