
盛岡の魅力を
発見しよう！

テーマ展・企画展を開催

各種催しのお知らせ

金野静一特別講座

震災復興実施
計画の説明会

盛岡ブランドフォーラム2017

■「伝家の宝刀」展

【日時】１月18日㈬～３月20日㈪
　　　　９時～18時
【場所】もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】盛岡藩主南部家を中心に、
盛岡藩各家に守り伝えられた刀剣
や刀装具などを紹介
【費用】展示室入場料が必要
【問】同館☎681-2100▲

ギャラリートーク
【日時】２月12日㈰13時半～14時
【内容】同テーマ展を中心に、学
芸員が展示解説
【定員】当日先着20人
【費用】展示室入場料が必要

■「北の渋民、南の渋民」展

【日時】１月28日㈯～４月16日㈰
　　　　９時～17時
【場所】石川啄木記念館
　　　　（渋民字渋民）
【内容】盛岡市渋民で育った石川
啄木と、一関市渋民に生まれた仙
台藩の儒学者・芦

あ し

東
と う

山
ざ ん

を紹介
【費用】入館料が必要
【問】同館☎683-2315

【日時】２月４日㈯13時半～15時
【場所】先人記念館（本宮字蛇屋敷）
【内容】県立博物館元館長の金野静

せ い

一
い ち

さんが自身の研究の原点となった
平泉文化について講話
【定員】80人
【費用】無料
【申し込み】１月21日㈯９時から同
館☎659-3338で先着順に受け付け

【日時】１月28日㈯13時半～17時
【場所】プラザおでって
　　　　（中ノ橋通一）
【定員】100人（託児は５人。17
日9時から19日17時まで、都市戦
略室☎613-8370で先着順に電話受
け付け）
【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【広報ＩＤ】1017978

【フォーラムの内容】
◆もりおか暮らし物語賞授賞式（13時半～）

盛岡ブランドの推進に寄与した人や団体
を表彰

◆トークセッション（14時～）
「盛岡さんぽ」の著者である浅野聡

あ き

子
こ

さん
はじめ盛岡の魅力発信に携わる人による
「ヒミツの盛岡」と題したトークセッション

◆交流会（16時～）
トークセッションの出演者と自由に意見
交換できる交流会

保育士として
再就職を目指
しませんか？ほいくし

カフェ

【日時】１月30日㈪10時～12時
【場所】ふれあいランド岩手
　　　　（三本柳８）
【内容】再就職した保育士との意
見交換や保育士の仕事に関する情
報提供など。コーヒーなどを飲み
ながら、保育士の再就職について
気軽に語り合う
【対象】保育士資格を持っていて、
現在保育士として働いていない人
【費用】無料
【申し込み】１月27日㈮17時ま
で県保育士・保育所支援センター
☎637-4544で電話受け付け

【日時】２月３日㈮10時半～11時半
【場所】盛岡地区合同庁舎（内丸）
【内容】岩手県東日本大震災津波復
興計画「復興実施計画（第３期）」
に県民の意見を取り入れるための地
域説明会
【問】県復興局復興推進課☎629-6945

スキー選手権大会

【日時】２月26日㈰８時～13時
【場所】岩手高原スノーパーク
　　　　（雫石町）
【参加区分】小学４～６年生男女、
中学生男女、高校生～27歳男子、28
歳～39歳男子、40歳～49歳男子、
50歳～59歳男子、60歳以上男子、
高校生以上女子、ハンディスキー
【費用】小・中学生1000円、高校
生1500円、一般2000円
【申し込み】①市役所若園町分庁舎４
階のスポーツ推進課②盛岡体育館（上
田三）③渋民運動公園総合体育館（川
崎字川崎）④市スキー協会（大新町）に
備え付けの申込書に必要事項を記入し、
参加料を添えて①～④のいずれかへ直
接申し込み。２月６日㈪17時締め切り
【問】スポーツ推進課☎603-8013

迫力の舞を間近でお楽しみください

黒森神楽
盛岡巡行

【日時】１月29日㈰
　　　　12時～16時
【場所】もりおか町家物語館
　　　　（鉈屋町）
【内容】宮古市の民俗芸能「黒森
神楽」が15年ぶりに盛岡で公演
【定員】90人
【費用】前売り1000円、当日
1200円、未就学児無料。前売り
券は同館で販売
【問】同館☎654-2911

15年ぶりの

盛岡公演

「日本女性会議」
　報告会を開催

ふるさと
冬まつり2017

【日時】１月28日㈯・29日㈰
　　　　９時～16時
【場所】盛岡手づくり村
　　　　（繫字尾入野）
【内容】清酒やワインの試飲販売
会やお買い上げ感謝抽選会、もち
まき大会など
【問】同手づくり村☎689-2201

【日時】１月24日㈫14時～15時半
【場所】プラザおでって
　　　　（中ノ橋通一）
【内容】男女共同参画推進リー
ダー育成研修生が、参加した「日本
女性会議2016秋田」の内容や、会
議で得た気付きなどを報告
【定員】50人
【費用】無料
【申し込み】１月18日㈬13時か
ら男女共同参画青少年課☎626-
7525で先着順に電話受け付け

盛岡
広域

復興計画へ
ご意見を
お願いします

過去のフォーラム
の様子

４［広報もりおか 29.１.15］ ［広報もりおか 29.１.15］5

　２月11日㈯～19日㈰の９日間、映画の
街・盛岡で映画に触れて親しんでもらう
「もりおか映画フェア」を開催します。上
映する「惑う A

ア フ タ ー

fter t
ザ

he R
レ イ ン

ain」は、日本
の家族制度の光と影を描きながら、普遍的
な人間愛をうたい上げる作品。各上映後は、
林弘

ひ ろ

樹
き

監督のトークイベントも開きます。
【日時・内容など】２月11日㈯
①午前の部：10時～12時半（希望者は昼
　食会も。12時半～13時半）
②午後の部：15時半～18時
③懇親会：18時半～21時
【場所】リリオ（大通一）
【定員】①②各50人③30人
【費用】①②各500円（昼食会参加は1000
円増）③3500円
【申し込み】はがきに住所と名前、年齢、
性別、電話番号、参加希望の時間帯、昼食

　パイプオルガンと小型オルガン「レガー
ル・ポジティフ」の演奏講座を修了した受
講生と、市民文化ホールオルガニストの渋
澤久

く

美
み

さんによる演奏会です。
【日時】２月５日㈰14時～16時
【場所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【内容】バッハ「主よ、人の望みの喜び
よ」「フーガ ト短調 BWV578」など
【費用】無料※同ホールやプラザおでって
（中ノ橋通一）などで配布中の整理券が必要
【問】同ホール☎621-5100

　市民文化ホールオルガニストの渋澤久
く

美
み

さんの演奏と、岩手朝日テレビの相
あ い

埜
の

裕
ゆ う

樹
き

アナウンサーの司会で、クラシックや童謡
などを気軽に楽しめる親子向けコンサート
です。　　　　　
【日時】２月25日㈯11時～11時50分
【場所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【内容】「きらきら星による変奏曲」など
【費用】小学生以下500円、中学生以上
800円。チケットは同ホールなどで発売中
【問】同ホール☎621-5100

　仲間と力を合わせて練習してきた子ども
たちが、歌う楽しさを伝えます。
【日時】２月12日㈰13時半～15時40分
【場所】キャラホール（永井24）
【内容】合唱ミュージカル「くるみ割り人
形」と合唱「私たちのハーモニー」
【費用】500円（全席自由）。チケットは同
ホールと市民文化ホール（盛岡駅西通二）、
盛岡劇場（松尾町）、姫神ホール（渋民字
鶴塚）、川徳（菜園一）で発売中
【問】キャラホール☎637-6611

ことしも盛岡は

 と

 に
満 ち る

もりおか映画フェア～「惑う After the Rain」特別上映会～

パイプオルガン
ファミリーコンサート

オルガン演奏講座
修了演奏会

キャラホール少年少女合唱団
コンサート

会と懇親会への参加希望の有無を記入し、
〠020-8530（住所不要）市役所経済企画
課内、もりおか映画祭実行委員会事務局へ
郵送。ファクス622-6211や同フェアのフ
ェイスブックページでも受け付けます。１
月27日㈮17時締め切り。定員を超えた場
合は抽選
【問】同事務局☎613-8389

黒沢清監督や北野武監督ら
の下で助監督を務めたのち、
平成15年「らくだ銀座」
で監督デビュー。平成23
年公開の「ふるさとがえ
り」は全国1200カ所でロ
ングラン公開中。図書館プ

ロデューサー、総務省地域力創造アドバイザー
なども務める。昭和49年、さいたま市生まれ

　　　　　素敵なまちの映画会とは

　「映画の街・盛岡」の中心地・映画
館通り周辺のにぎわいづくりや、盛岡
の映画文化の継承のため、感動的な映
画や思い出の映画などを上映し、映画
の面白さを感じてもらおうとする映画
会。毎月１回、主に第４水曜の午後に
開催しています。
【広報ＩＤ】1008146

　「県政ニュース（昭和47年）」「高瀬
舟」「芹

せ り

沢
ざ わ

銈
け い

介
す け

 美の世界」を上映します。
【日時】１月25日㈬13時半～15時５分
【場所】リリオ（大通一）
【定員】当日先着70人
【費用】無料
【問】盛岡大通商店街事務局☎623-7131

素敵なまちの映画会

　東京新宿にある歌声喫茶・ともしびで活
躍し、市のふるさと大使でもあるソプラノ
歌手・小川邦

く

美
み

子
こ

さんらによるコンサート。
石川啄木の「初恋」や、啄木と親交のあっ
た歌人の詩に曲を乗せて歌い上げます。
【日時】２月19日㈰13時半～15時半
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）

新宿うたごえ喫茶ともしび in おでって
【費用】前売り2500円、当日3000円。チ
ケットはおでって２階の情報プラザやもり
おか啄木・賢治青春館（中ノ橋通一）、川
徳（菜園一）、松本伸弦楽器工房（本町通
一）で発売中
【問】同青春館☎604-8900
【広報ＩＤ】1017816

出演する（左から）小川さん、バリトンの吉田正勝さん、バイオリンの三ツ木摩理さん、ピアノの山田剛史さん

林 弘樹監督


