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市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■パイプオルガン
　プロムナードコンサート
同ホールのオルガニストの渋澤久

く

美
み

さんが出演します。
 ７月22日㈬19時～19時半
 175人
 ７月４日㈯から、同ホールのほか

盛岡劇場、キャラホール、姫神ホール
で整理券を配布※１人２枚まで

 1024578
■クロノス・クァルテット
唯一無二の弦楽四重奏団が17年ぶ
りに来日。グラミー賞に輝いた「ディ
ファレント・トレインズ」など現代アメ
リカの名曲の数々を演奏します。

 ９月30日㈬19時～21時
 全席指定。Ｓ席7000円、Ａ席6000

円、Ｕ-25チケット3500円
 ７月16日㈭から同ホールと市内各

プレイガイドで発売

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258　ファクス622-1910

■もりげきサロン
お茶を飲みながら、気軽におしゃべ
りを楽しみませんか。

 ７月７日～28日、火曜、10時～17
時※出入り自由。マイカップの持参と

マスクの着用をお願いします
 1029011

■ちあき先生と「英語であそぼう」
歌やゲームなどを通して、楽しみなが
ら英語に親しみます。

 ８月19日㈬・20日㈭、全２回、10
時～11時半

 10人※小学１～３年生。応募多数
の場合は抽選

 窓口・電話・ファクスなど：７月７
日㈫10時～８月２日㈰21時半。郵送
は８月２日必着

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■自分でできるよ！　こども料理教室
準備から片付けまで、昼食を一人で作
ることにチャレンジします。

 ７月25日㈯10時～12時半
 ６組※小学生と保護者。保護者は

見守りと実食のみ
 子ども400円、大人350円
 電話・窓口：７月３日㈮10時から

■水嶋一
か ず

江
え

＆ストリングラフィ・アン
　サンブル
絹糸と紙コップを使った楽器による、０
歳から楽しめる親子向けコンサート。自
分で音を出す体験コーナーもあります。

 ８月30日㈰11時～12時と14時～
15時　  各100人

 全席自由。３才～小学生は800円、
中学生以上は2000円。２歳以下は

無料※整理券が必要
 ７月10日㈮から、同ホールのほか

各プレイガイドで発売、整理券配布

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

■初級者から中級者の
　大人フィギュアスケート教室
①ステップやターンなどを習得する初
級者向けコース②ステップやターンの
技術を向上させる中級者向けコース

 ７月23日㈭①９時半～10時15分
②10時15分～11時

 各30人※20～60歳のスケート経
験者で、自由に滑れる人

 各1500円※貸靴代別途
 窓口：開始１時間前から
 1026301

●施設の利用制限
７月４日㈯、24日㈮～26日㈰は利用
できません。

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■エンジョイフィットネス教室
ボクシングの動きによる有酸素運動
と全身の筋力トレーニングをします。

 ７月21日㈫・８月７日㈮・28日
㈮・９月11日㈮・25日㈮、全５回、19
時～20時半

 12人※高校生を除く18歳以上
 2750円
 電話：７月４日㈯10時から
 1031277

■ハタヨガ教室
ヨガの基本的な動作を学びます。

 ７月28日～９月15日、火曜、全６
回、19時15分～20時15分※８月11
日・18日は除く

 20人※高校生以上　  4422円
 電話：７月６日㈪10時から
 1030427

■パワーヨガ教室
従来のヨガに筋力トレーニングと瞑

め い

想
そ う

的な要素を強化したパワーヨガの
基本的な動作を学びます。

 ７月30日～９月24日、木曜、全６
回、19時15分～20時15分※８月13
日・20日は除く

 20人※高校生以上　  4422円
 電話：７月６日㈪10時から
 1024271

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目3-1

☎634-0450

■キッズ・ジュニア体育無料体験会
各種教室を開催します。日時や内容な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 各８人※キッズ体育は５～６歳、ジ
ュニア体育は小学１・２年生

 電話：７月５日㈰14時半から

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366

■公開講座「私の東京オリンピック」
市社会教育委員の竹田かづ子さんに
よる、昭和39年の東京オリンピック
にボランティアとして携わった体験
談などの講演。

 ７月25日㈯10時～11時半　  60人
 電話：７月４日㈯10時から
 1031322

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■初心者書道講座
とめ、はね、はらいなどの点や線の書
き方を学び、作品を仕上げます。

 ７月30日・８月６日、木曜、全２回、
13時半～15時半

 12人※書道用品を持参できる人
 710円　
 電話：７月９日㈭10時から
 1029583

■ちびっこ広場映画会
「ともだちほしいな　おおかみくん」
など４本を上映します。

 ８月１日㈯10時半～11時40分
 20人※小学生以下の子と保護者
 電話：７月16日㈭10時から
 1025180

イベント情報
電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

申し込みが必要な
イベントについて

 日時　  会場　  定員、対象　  費用　  申し込み　
 問い合わせ　  広報ID　  託児　  会場までバス移動　

マークの
見方

※特に記載がない場合、費用は無料

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■松園いきいき教室
悪質商法にだまされないポイントを、
消費生活センターの職員から学びま
す。

 ７月17日㈮10時～11時半
 30人※60歳以上
 電話：７月15日㈬まで

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　ガラスのうつわ
市内に住む収集家・鎌田隆

たかし

さん所蔵
の氷コップやコーラ瓶など、レトロな
ガラス容器約200点を展示します。

 ８月23日㈰まで、９時～16時
 1023265

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

　　　　　☎683-2315　　　　　　

■ワークショップ　わたしのお茶碗
白い器に啄木の短歌を書いて、自分
だけのご飯茶わんを作ります。

 ８月８日㈯・９日㈰、10時～12時
と14時～16時　  各６人※小学生以上

 各600円　  往復はがき：必要
事項のほか、希望の日時も記入。７
月７日㈫から７月28日㈫まで受け付
け。同日必着　  1022347

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障害者福祉事業所が、食品や手芸品
などを販売します。

 ７月２日～９月24日、木曜、11時
～13時※祝日と８月13日は除く

 市役所本庁舎本館１階エレベータ
ー前ホール（内丸）  1018352

新型コロナウイルス感染症防止対策に伴う
公演延期・中止のお知らせ

延期
▶姫神ホールふれあいコンサート　自衛隊音楽隊演奏会
７月12日㈰に開催を予定していた同公演は延期します。振替公演日な
ど詳しくは、決まり次第広報もりおかなどでお知らせします。

  姫神ホール（渋民字鶴塚55）☎683-3526

中止
▶市障がい者スポーツ大会
例年８月に実施している同大会を中止します。

 障がい福祉課☎613-8346
▶みうらじゅんフェス！マイブームの全貌展（７月11日～８月30日）
　関連企画：みうらじゅん&いとうせいこうスライドショー（７月10日）
同イベントは中止します。チケット払い戻しの手続き方法は、チケットの
購入場所により異なります。詳しくは、お問い合わせください。
チケットの払い戻し期間：７月31日㈮まで

 市民文化ホール☎621-5100

知的障がいのある人が通う市立しら
たき工房で作られた雑貨を、館内に飾
っています。どうぶつマグネットやカ
ランコ織のコースター、みのむしスト
ラップなど、丁寧に作られた作品たち
を見つけにぜひお立ち寄りください。

盛岡市立しらたき工房・河南公民館コラボ事業

 河南公民館☎622-2258

しらたき×かなん「あっちこっちいるよ！」

　盛岡市・カナダ ビクトリア市

　姉妹都市提携35周年
　盛岡市とカナダのビクトリア市は、姉妹都市になって
今年で35周年を迎えました。提携のきっかけやこれま
での交流、ビクトリア市の文化について紹介します。

 文化国際課☎626-7524

姉妹都市提携のきっかけ
　新渡戸稲造の生誕の地である盛岡
市と、終

しゅう

焉
え ん

の地であるカナダのビクトリ
ア市。この縁が元で、昭和60年５月23
日に姉妹都市として提携しました。以
来35年にわたり、スポーツや文化、教
育などの分野で交流を続けてきました。
　昨年はホストタウンへの事前キャン
プとしてラグビーカナダ女子セブンス
が来盛し、合宿の合間に中学生と交
流。またビクトリア市在住の俳人テリ
ー・アン・カーターさんが特別審査員と
して第１回盛岡国際俳句大会に参加
するなど、交流の幅を広げています。

ビクトリア市ってどんなまち？
　人口は盛岡の３分の１、面積は45分の１と比較的小さなま
ちですが、カナダ国内で最も温暖で、過ごしやすい気候に恵
まれています。街路や建物にはイギリス文化の影響が色濃く
残り、花が咲き誇る美しい港があり、花や緑に囲まれたまち
並みから、別名ガーデンシティと呼ばれています。観光地と
して有名ですが、カナダ国内ではその住みやすさから、老後
の移住先としても人気を集
めています。

盛岡にあるビクトリア
　春から夏にかけて盛岡を彩るハンギングバ
スケットなど、市内にはビクトリア市との交流
を表すものがいくつかあります。その代表的な
ものが、盛岡城跡公園の芝生広場にあるトー
テムポール。これは姉妹都市交流10周年を記
念して、平成７年６月に、ビクトリア・盛岡友好
協会から寄贈されたものです。

ビクトリア港 ビクトリア市の街並み

イーグル(鷲
わ し

)
力・地位・富の象徴
訪問者を歓迎する集落の長
太平洋のかけ橋となった、
新渡戸稲造の志の象徴

鮭
さ け

を抱いた熊
偉大な力を持つ生き物で、
高い地位の象徴

女
子
セ
ブ
ン
ス
と
の
交

流
の
様
子


