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広　告 広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へ

 電話：９月23日㈬10時から

好摩地区公民館
〠028-4125 好摩字野中69-48

☎682-0055

■色づき始めの七滝を歩く　
紅葉が色づく岩手県民の森（八幡平市）
の七滝ハイキングコースを歩きます。

 10月６日㈫９時～14時半
 集合・解散は同公民館
 10人　  100円　
 電話：９月18日㈮９時から

■新収蔵資料展
 ９月24日㈭～12月14日㈪
 入場料が必要　  1028442

 入館料が必要　  1020676
■秋の生家公開

 ９月19日㈯～10月25日㈰、９時
～16時
■秋の生家・庭園案内

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■女性起業芽でる塾　入門編
菓子工房のレンタル業を起業した渡辺
和
か ず

義
よ し

代表から起業のノウハウを学びます。
 10月25日㈰13時～15時半
 10人※起業に興味がある女性
 電話・応募フォーム：９月23日㈬10

時から　  1028261

盛岡劇場
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■演劇ワークショップ
　「裏方体験、ときどきリーディング」
舞台の裏方の仕事と戯曲の読み方に
ついて学びます。

 10月17日㈯・18日㈰、全２回、10
時～16時　  20人　  500円

 電話・窓口：10月９日㈮21時半ま
で※定員を超えた場合は抽選

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■骨盤ストレッチ
 10月５日・12日・26日、月曜、10時半～

11時半　  各７人※50歳以上の女性
 各550円　  電話：９月18日㈮

10時から　  1030378

■初心者スケート教室
 10月12日㈪～14日㈬、全３回、

17時～18時※12日は16時半から
 20人※小学生～60歳未満
 3050円　  電話：９月23日㈬10

時から　  1024785

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１

☎658-1212

■卓球教室

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

 10月22日・29日・11月５日・19日・
26日、木曜、全５回、10時～12時

 24人※18歳以上の初心者
 3300円　  電話：９月18日㈮10

時から　  1029210

東中野運動広場
〠020-0817 東中野字立石８-11

☎652-8778

■東中野まつり
初心者テニス講習会やお楽しみゲー
ムなど。

 10月４日㈰10時～13時
 50人※小学生以上　  500円
 電話・窓口：９月23日㈬10時から
 1028353

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■盛岡彫刻シンポジウム　野外展
「彫刻のある街と市民文化の推進を
願う」をテーマとした展示。

 ９月26日㈯～10月18日㈰
 1024297

■もりおかお茶の学校
焙茶工房の前田千

ち

香
か

子
こ

さんから中国
茶・気仙茶の魅力や文化を学びます。

 10月14日㈬14時～15時半、18時
～19時半　  各６人　  各1600円

 電話：９月19日㈯10時から
 1026692

サンライフ盛岡
〠020-0861 仙北二丁目４-12

☎635-9600

■ワイヤーワークd
デ

eクラフト
ワイヤーで花をかたどった壁掛けを
作ります。

 10月７日㈬13時半～16時半
 ８人　  3300円
 電話：９月18日㈮10時から

■ナチュラルなドライフラワーアレンジ
天然素材のドライフラワーを使って
鳥かごの中をアレンジします。

 10月10日㈯10時～11時45分
 10人　  2800円
 電話：９月19日㈯10時から

■秋にうたう　詩吟講座
腹式呼吸を使った発声法で詩吟を楽
しみます。

 10月19日㈪13時半～15時
 ５人　  500円　
 電話：９月23日㈬10時から

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88

☎638-2270

■つどいの森感謝祭
桜の植樹（マイツリー事業）など。

 ９月22日㈫10時～15時
 こもれびの宿☎637-0876
 1032404

■360度全方向スピーカー for iPhone
　作り教室

 ９月24日㈭～26日㈯、９時半～15時
 各５人※中学生以上
 各1500円　  電話：９月18日㈮９

時から　  1032402

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366

■もりおか歴史散策講座
　～先人・偉人の墓参り～
盛岡の先人の墓所を巡り、それぞれ
の生涯や時代背景を学びます。

 10月23日～11月６日、金曜、全３回、
10時～12時　  15人　  560円

 往復はがき：10月15日㈭必着
 1032307

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■能楽入門講座
能楽の歴史や楽しみ方を学びます。

 10月16日～30日、金曜、全３回、
10時～12時　  15人　  往復は
がき：10月８日㈭必着　  1019356
■パティシエがナイショで教えるお菓子
ケーキやパイなどの失敗しない作り
方のコツを学びます。

 10月16日㈮・11月20日㈮、全２回、
13時～16時　  16人　  3100円

 往復はがき：９月30日㈬必着

 1020032
■災害に備える講座
地球温暖化と異常気象、北上川の水
害対策について学びます。

 10月21日㈬・11月11日㈬、全２回、
９時半～11時半　  15人

 往復はがき：10月13日㈫必着
 1020372

■エンジョイ！生き生きライフ
①ヨガ②お米の炊き方③和菓子作り
④ペルーの食文化

 ①10月22日㈭10時～12時②11月
19日㈭10時～13時③12月10日㈭10
時～12時④来年１月21日㈭10時～
13時、全４回　  15人　  2300円

 往復はがき：９月30日㈬必着
 1020927

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
①パソコン・タブレットお助け相談
会②エクセル中級編

 ①９月29日㈫10時～15時②10月
６日㈫～９日㈮、９時半～12時

 各10人　  ①500円②4500円
 電話：②９月25日㈮10時から

■パソコン初心者教室
 ９月30日㈬～10月２日㈮、全３回、

13時～16時　  10人　  3150円
 電話：９月18日㈮10時から

■かんたん！ワード入門
 10月14日㈬・15日㈭、全２回、10

時～16時　  10人　  4650円
 電話：９月24日㈭10時から

■初心者のための英会話講座
 10月15日～29日、木曜、全３回、

10時～12時　  15人　  500円
 電話：９月30日㈬10時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■スイーツづくり教室
ケーキやゼリーなどのスイーツの作り
方を学びます。

 10月13日～27日、火曜、全３回、
13時～15時　  12人　  3500円

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。

 往復はがき：10月５日㈪必着
 1032219

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■地元に学ぼう！地域財産発掘！
見前地区の地域財産を、学芸員と歩
きながら再発見します。

 10月９日㈮・16日㈮、全２回、９
時半～12時　  10人　  48円

 電話・窓口：９月18日㈮10時から
■もりおかまち歩き
　「石川啄木とふれあう」
石川啄木記念館館長による講演と、
啄木が愛した盛岡のまちの散策。

 10月13日㈫10時～15時
 集合・解散は県公会堂（内丸）※

駐車場なし　  1200円
 電話・窓口：９月20日㈰10時から

■おもしろイラスト講座
筆ペンやサインペンで挿絵や筆文字
を描くコツを学びます。

 10月13日㈫・20日㈫、全２回、
10時～11時半　  10人

乙部地区公民館
〠020-0403 乙部６-79-１

☎696-2081

生家や庭園の植物などの解説。
 10月24日㈯13時半～14時半
 10人

■企画展「不
こ

来
ず

方
か た

之
の

城
し ろ

新
し ん

築
ち く

之
こ れ

有
あ る

可
べ く

候
そうろう

　～南部氏の盛岡築城～」
発掘調査成果から南部氏の居城・盛
岡城について読み解きます。

 10月３日㈯～来年１月24日㈰
 入館料が必要

■もりおか史跡・遺跡めぐり
学芸員の解説を聞きながら盛岡城跡
をめぐります。

 10月11日㈰10時～11時半
 盛岡城跡公園（内丸）
 20人※小学生以上。小学生は保

護者同伴　  28円
 電話：９月19日㈯10時から

交通安全ゲートボール大会
くらしの安全課　☎603-8008

ゲートボールを楽しみながら、交通安
全について学びます。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 10月１日㈭８時半～12時　  県営
運動公園（みたけ一）　  60歳以上

 ９月25日㈮まで　  1001113

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

わんわんセミナー
生活衛生課　☎603-8310

①飼い方教室（講義）②しつけ方教室
 ①10月24日㈯９時半～12時半②

10月31日㈯９時～12時半
 ①高松地区保健センター（上田字

毛無森）②中央公園ドッグラン（本宮
字蛇屋敷）※雨天時はこがねパーク高
松（上田字毛無森）　  ①25人②12
組※①を受講した人と、市に登録し、
狂犬病・混合ワクチン接種済みの犬

 電話・応募フォーム：９月18日㈮
９時～10月２日㈮17時※定員を超え
た場合は抽選　  1001659

もりおか味と工芸展
ものづくり推進課内、

市産業まつり実行委員会　☎626-7538

盛岡の特産品を集めた物産展。
 ９月19日㈯～９月22日㈫、10時

～19時※22日は17時まで
 カワトク（菜園一）　  1020860

コンディショニングセミナー
市スポーツ協会　☎601-5700

けが予防のための知識やセルフケア
方法を学びます。申し込み方法など
詳しくは、お問い合わせください。

 10月25日㈰14時～16時
 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 50人　  1000円　  1032301

 電話・窓口：９月18日㈮10時から
■スラックライン体験★
　ゆるスポーツ体験★

 10時～13時、14時半～16時
■Ｂ

ボ

ＯＣ
カ

Ａ（体重・筋肉量など）測定★
 10時～16時

■すくすくキッズ体操体験教室

 10時～11時
■①ボクシング体験教室
　②キックボクシング体験

 ①10時～12時②13時～15時
■子どもの運動・あそび

 13時～14時半

■お子様連れOK♪ピラティス教室
 ９時半～10時半※受付は９時から
 電話：９月25日㈮10時から

 電話・窓口：９月28日㈪10時から
■①ジュニアヒップホップ教室
　②ジュニアダンス教室

 ①10時～10時45分②11時～11
時45分
■①キッズ体育教室②ジュニア体育教室

 ①13時～13時45分②14時～14
時45分

■カーリング体験
 10時～11時半
 電話・窓口：９月23日㈬９時から

■アーチェリーフェスティバル★
 10時～13時

■①パラスポーツ交流体験
　②心身統一合気道初心者教室

 ①10時～12時②13時～15時
 電話・窓口：９月18日㈮10時から

■①なぎなた初心者教室②杖
じょう

道
ど う

初心
　者教室③初心者空手教室
小学生以下の参加者にはお菓子を贈

◎盛岡体育館（上田三）
 652-8855 総合プール（本宮五）

 634-0450

◎盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
 658-1212 

◎みちのくコカ・コーラボトリング
リンク（本宮五）　  601-5001 

◎市立武道館（住吉町）
 654-6801 

いわぎんスタジアム（永井８）
 632-3344　ファクス 613-3200

◎太田テニスコート（上太田穴口）
 658-0013

◎綱取スポーツセンター（浅岸字
綱取）　  651-9178

　10月11日㈰に、スポーツの日に
ちなんで施設の無料開放や体験など
を実施します。対象など詳しくは、
各施設にお問い合わせください。

 ★は申し込み不要　  1016435

体を動かして健康づくり！ 呈（数量限定）。
 ①10時～12時②13時～15時③

15時～16時半
 電話・窓口：９月18日㈮13時から

■ラグビー体験会＆タグラグビーフェ
　スティバル

 ９時～13時
 ファクス：９月30日㈬まで

■ソサイチ（７人制サッカー）
 14時～17時
 電話・窓口：９月23日㈬９時から

■①家族ソフトテニス大会
　②初心者ソフトテニス教室

 ①８時～15時②９時～12時
 ①1000円　  はがき・ファクス：10

月３日㈯まで市ソフトテニス協会で受
け付け。詳しくはお問い合わせください

 スポーツ推進課
　 ☎603-8013

◎の施設と市弓道場（加賀野四）、
松園テニスコート（西松園三）、渋民
運動公園総合体育館のトレーニン
グ室（川崎字川崎）は無料開放※事
前受け付けが必要な施設がありま
す。各施設にお問い合わせください


