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親子で一緒に楽しめる体操で触れ合
いを深めます。

 来年１月22日～2月５日、水曜、全
３回、10時～12時

 15組※２・３歳児を持つ親と子
 往復はがき：12月16日㈪必着
 1017349

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■ステップアップ！エクセル応用
 12月17日㈫・18日㈬、全２回、10

時～16時　  16人　  4969円
 電話：12月５日㈭10時から

■パソコン・タブレットお助け相談会
 12月20日㈮、10時～12時と13時

～15時　  各500円
■親子で作る・冬休み工作教室
不思議な模様を楽しめる万華鏡を牛
乳パックで作ります。

 来年１月11日㈯９時半～12時
 16組　  100円
 電話：12月10日㈫10時から
 1025174　

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■シニアエンジョイスキー教室
それぞれの技能に合わせて、スキーを
楽しみながら最新技術を学びます。

 来年１月17日㈮９時～16時
 15人※50歳以上のプルークボーゲ

ンができる初級～中級者　  2000円
 往復はがき：来年１月８日㈬必着
 1028975

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■冬休み木工　ほっこりとした冬の
　灯

あ か

り～ランプシェード～
木の温かみを感じながら星やハート型
のランタン飾りを作ります。

 12月26日㈭10時～12時
 12人※小学生　  600円
 電話・窓口：12月６日㈮10時から

 1025948
■月１フィットネス教室

 12月20日㈮19時半～20時半
 20人※高校生を除く18歳以上
 電話：12月４日㈬10時から
 550円　  1026305

■すわってエクササイズ教室
椅子に座ったままでできるストレッ
チやエアロビクスを学びます。

 来年１月６日～３月23日、月曜、
全７回、13時10分～14時10分

 20人　  5159円
 電話：12月５日㈭10時から
 1023758

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

■子どもと大人の初心者スケート教室
 12月23日㈪～25日㈬、全３回、

17時～18時
 20人※小学生～60歳未満
 3050円　  12月６日㈮10時から
 1024785

■冬休み初心者親子スケート教室
 来年１月９日㈭・10日㈮、全２回、

９時～10時
 40人※幼児～60歳未満の親子　
 子1020円、親2040円
 12月16日㈪10時から　  1025156

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■オラホの盛岡弁塾
シンガーソングライター田口友

ゆ う

善
ぜ ん

さ
んをゲストに迎え、盛岡弁のクイズ
や小話などで盛岡弁に親しみます。

 来年２月２日㈰14時～16時
 80人　  前売り1000円、当日

1200円※中学生以下無料
 12月９日㈪10時から同館やカワトク

（菜園一）などで販売　  1029014

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１－１

☎654-2333

■子育てファミリー講座

 1029013

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
ジャンニ・ロダーリ作「青矢号　おも
ちゃの夜行列車」（岩波書店）

 12月18日㈬10時～12時
 1029000

■科学談話会
岩手医科大の下

し も

沖
お き

収
おさむ

教授が「これか
らの医療を支える岩手医大と総合診
療の役割」と題して講演します。

 12月19日㈭18時半～20時
 1029001

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■ゆくとし・来るとし・めでたづくし
鶴や亀、七福神など縁起が良いもの
として描かれた資料を展示します。

 12月18日㈬～来年２月17日㈪
 展示室入場料が必要　  1025630

■盛岡弁で語る昔話
歴文館サポーターズ「ふたば」の語り
探求部員が、盛岡弁で昔話・伝説な
どを語ります。

 12月21日㈯14時～14時半
 50人　  1019825

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

■盛岡の古町名展「下の橋かいわい」
同かいわいの歴史を、資料をもとに
紹介します。

 12月７日㈯～来年２月16日㈰
 入館料が必要　  1021353

▼ギャラリートーク
担当学芸員が展示資料を解説します。

 ①12月22日㈰13時半～14時②
来年1月25日㈯15時15分～15時45
分③来年２月９日㈰13時半～14時

 入館料が必要

▼ 学芸員講座「下の橋かいわいの歴
　史と先人たち」

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。
毎月火曜日に開催！　

 12月10日～24日、火曜、10時～17
時※出入り自由。10時と15時にお茶
っこ会を開催します　  1029011
■もりげきライヴ300回記念公演
Ｊ
じ ゅ ん

ｕｎちゃんトリオとＪ
じ ゅ ん

ｕｎＮ
な な

ａｎａ、シカ
ゴバウンド、Ｍ

マ

ＡＫ
キ

ＩＴ
テ ッ ト

ＥＴの他、ゲス
トとして、よしだかずをが出演します。

 12月15日㈰13時～17時半
 前売り1000円、当日1200円※小

学生以下無料　　  1026643
■こどもエンゲキ体験・はじめの一
　歩！～冬組～
友達の輪を広げながら、演劇づくりの
楽しさを体験するワークショップです。

 来年１月７日㈫～10日㈮、13時～16
時と11日㈯・12日㈰、10時～16時、全６回

 30人※小学３年生～中学生
 3000円　
 電話・ファクスなど：詳しくは、市

公式ホームページをご覧になるか同
劇場にお問い合わせください。12月
17日㈫必着　  1023550
■ちあき先生と「英語であそぼう」
歌やゲームなどで、楽しみながら英
語に親しみます。

 来年１月８日㈬・９日㈭、全２回、10時
～11時半　  20人※小学１～３年生

 はがき：必要事項の他、名前のふり
がな、学校名・学年、保護者の名前を
明記し、同館へ郵送。12月19日㈭必着
※はがき1枚につき1人。きょうだいが
一緒に参加する場合は、１枚に全員分
を記入してください　  1029012

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■トレーニングカウンセリング
 12月10日㈫・18日㈬・26日㈭、

14時～16時※１人30分
 各４人※18歳以上　  各550円

※トレーニングルームの使用料別途
 電話：12月４日㈬10時から　

 来年１月18日㈯13時半～14時半
 電話：来年１月５日㈰９時から
 1029006

▼シリーズ講座「下の橋近辺の昭和
　中頃の思い出」
下ノ橋町町内会の寺田隆

たかし

副会長によ
る講話。

 来年１月25日㈯13時半～15時
 電話：来年１月５日㈰９時から
 1029007

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■縄文ふれあいＤ
デ ー

ＡＹ
古代のお守りネックレスや古代風スト
ラップ作り、土器の拓本とりなど。

 12月14日㈯、10時～11時半と13
時～14時半

 各100円※火おこしは無料。入館
料別途　  1009440

区界高原少年自然の家
〠028-2631 宮古市区界２-111

☎0193-77-2048　ファクス0193-77-2124
 sizennoie@city.morioka.iwate.jp

申し込み方法など詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。※無料
送迎バスがあります

■冬あそびつくし隊
みちのくコカ・コーラボトリングリン
ク（本宮五）でのカーリングや雪中
宝探しなど盛りだくさん！

 来年１月９日㈭８時半～10日㈮14時
 30人※小学４～６年生
 4000円　  12月24日㈫必着
 1028459

■アウトドア・イン区界　冬の巻
そりすべりや餅つきなどを体験します。

 来年１月18日㈯９時半～19日㈰14時
 15家族※小・中学生とその保護者
 １人4500円
 来年１月６日㈪必着
 1028460

■初心者のための区界スキー教室
アルペンスキーとアイスクリーム作
り、家族交流会をします。

 来年１月25日㈯９時～26日㈰11
時45分

 40人※小・中学生とその保護者
（小学３年生以下は保護者同伴）

 4000円　  １月９日㈭必着
 1028461

障がい者芸術文化祭
障がい福祉課　☎613-8346

 12月７日㈯～12月９日㈪、10時
～16時※９日は14時まで

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 1017467

初めての方のスキー教室
市スキー協会の有馬賢

け ん

さん
☎080-1830-5144※18時～20時

 来年１月４日㈯・５日㈰、全２回、
10時～15時

 岩山パークスキー場（新庄字岩山）
 20人※小学生以上の初心者
 5500円
 往復はがき：必要事項の他、生年

月日を記入し、〠020-0634滝沢市
室小路662-20 有馬賢さんへ郵送。
12月16日㈪必着　  1024804

初級クロスカントリースキー講習会
市スキー協会の関広

ひ ろ

美
み

さん
☎090-3367-8091

 来年１月５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初心者
 2000円※スキー貸し出し料別途
 はがき：必要事項の他、生年月日

を記入し、〠020-0642滝沢市中村
47-10 関広美さんへ郵送。12月24
日㈫必着　  1024806

初心初級者歩くスキー教室
市スキー協会の三浦さん

☎692-5899

 来年１月５日㈰、10時～15時
 ケッパレランド（雫石町）など

 歩くスキー初心者・初級者
 2000円※スキー貸し出し料別途
 電話：来年１月２日㈭17時締め切り
 1024809

日曜市民スキー教室
岩山パークスキー場　☎624-4476
 来年１月５日～19日、日曜、全３

回、10時～15時
 岩山パークスキー場（新庄字岩山）
 小学生以上の初心者～中級者
 7000円※リフト代別途
 往復はがき：必要事項の他、生

年月日を記入し、〠020-0803新庄
字岩山50 岩山パークスキー場へ郵
送。12月16日㈪必着　  1024805

区界高原子どもの丘　雪の学校
盛岡世代にかける橋　☎623-2030

雪遊びや自然観察など。申し込み方法
など詳しくは、盛岡世代にかける橋の
ホームページをご覧ください。

 来年１月11日㈯～13日㈪
 区界高原少年自然の家（宮古市）
 50人※小学２～６年生
 １万2000円（きょうだいでの参加

の場合、１人１万1000円）
 電話・はがきなど：12月13日㈮締

め切り※電話は、留守番
電話対応のため、連絡
先を録音してください

　多くの芸術家が住み、数多くの美術作品が生み出されてきたまち、盛
岡。ゆかりの芸術家とともに、市所蔵の美術コレクションを紹介します。

 文化国際室☎626-7524

 来年１月４日㈯～19日㈰、10時～17時※月曜休館。ただし13日㈪は開館
 市民文化ホール展示ホール（盛岡駅西通二）

▶ギャラリートーク
同ホール相談員が、版画作品の魅力などを話します。

 来年１月４日10時15分～10時45分

　舞田文雄は、南部絵暦版元で南
部藩お抱えの「舞田屋」の直系。
「自画・自刻・自

じ

摺
ず り

」を基本に温も
りある独自の画風を確立し、創作版

無題「鳥 」

（18㌢×22㌢　木版／紙）

舞田文
ふみ

雄
お

（1904年～1999年）

盛岡の美術コレクション
vol.３

　舞田文雄の作品
は、盛岡の四季折々
の風景や民芸品を描
いた素朴で穏やかな
作風が特徴です。こ
の「鳥」のシリーズ
の下に店名を入れて
作られた看板などが
市内の喫茶店でも使
用されました。

画の草分け的存在です。盛岡地方
裁判所などに勤めながら制作に取り
組んだ他、後進の育成に尽力し、市
勢振興功労賞表彰を受賞しました。

　市民の皆さんが、市ゆかりの芸術家の作品に触れる機会とするため、毎年
開催しています。今年は、市が所蔵する版画作品の中から、今年で没後20
年となる舞田文雄を中心に、木版・鉄板・石版など100点を展示。作品から
盛岡の良さをあらためて感じみてはいかがでしょうか。入場無料です。

市コレクション展を開催  市民文化ホール☎621-5100


