を

もりおか環境緑花まつり
期間：４月21日㈮～23日㈰、10時～16時
場所：盛岡城跡公園広場（内丸）
りょっか

春いっぱいの盛岡城跡公園で「第 46 回もりおか環境緑花まつり」を
開催。花と緑の展示即売などイベント盛りだくさんです。
【問】公園みど
り課内、同まつり実行委員会事務局☎ 639-9057【広報ＩＤ】1018600

プレゼント
イベント

もりおか環境緑花まつりの主なイベント
イベント
日時など
期間中毎日、10時～15時半【定員】各日30人【費
木とおともだちになろう！ 用】1000円【申し込み】４/17㈪18時から、ツリー
ツリークライミング体験会 クライミングクラブやまねっこ事務局の森さん☎0903018-4027で先着順に電話受け付け
展示：期間中毎日
寄せ植えコンテスト・作品 人気投票：４/21㈮・22㈯、10時～16時
展示会
表彰式：４/23㈰12時半～
※投票した人に抽選で花の苗をプレゼント
４/22㈯10時～12時【定員】30人【申し込み】４/17
盛岡城跡公園の自然を訪ね
㈪９時から、環境企画課☎613-8419で先着順に電話
る会
受け付け
４/22㈯10時～16時【内容】春の草花や木を使った楽
草木で遊ぼう
しい遊びを体験
４/23㈰、10時半～12時と13時半～15時【定員】各
ハンギングバスケット製作 30人【費用】各500円【申し込み】４/17㈪９時から
体験教室
公園みどり課☎639-9057で先着順に電話受け付け。
定員に達しない場合は当日も受け付けます
４/22㈯10時～：岩手大吹奏楽部
４/22㈯11時～：アンデス音楽
グリーンコンサート
４/22㈯11時半～：津軽三味線
４/23㈰10時～：盛岡白百合学園高吹奏楽部
期間中毎日、10時～16時
苗木・花苗
※花と緑の展示即売会でもらえる引換券で、毎日先着
250人へプレゼント
４/21㈮・23㈰は15時半～、22㈯は15時50分～
腐葉土
【定員】各先着100人
カブト虫の幼虫
４/22㈯14時～【対象】小学生以下【定員】先着50人
４/21㈮11時～：寄せ植えデモンストレーション
パフォーマンス
４/21㈮13時半～：チェンソーアート実演会
４/23㈰11時半～：民俗芸能実演会

期間：４月22日㈯～５月７日㈰、９時～18時

樹齢80年を超える米内浄水場のヤエベニシダレヒガンザクラは、市
内の桜が咲き終えたころに満開を迎えます。歴史ある建造物と艶やかな
桜のコントラストは格別です。【問】米内浄水場☎667-2280

能楽 ５/14㈰12時～
管弦楽 ５/20㈯18時～
三曲 ５/21㈰13時～
前期：５/26㈮～27㈯
華道 後期：５/28㈰～29㈪
10時～
合唱 ５/28㈰12時半～
声楽 ６/３㈯13時半～
邦舞 ６/４㈰11時～
民謡 ６/４㈰13時～

県民会館（内丸）

300円
無料
盛岡劇場（松尾町）
1500円
市民文化ホール（盛岡駅西通二） 1500円

５月５日に無料開放する施設
施設名
子ども科学館展示室（本宮字蛇屋敷）
※プラネタリウム室を除く
原敬記念館（本宮四）
先人記念館（本宮字蛇屋敷）
遺跡の学び館（本宮字荒屋）
石川啄木記念館（渋民字渋民）
もりおか歴史文化館（内丸）
ゆぴあすのプール（上田字小鳥沢）

９時～16時半
９時～17時

１万本の桜が咲く名所・サクラパーク姫神で、オオヤ
マザクラまつりを開催します。イベント盛りだくさんで、
家族で楽しめます。【問】産業振興課☎683-3852

５月８日
日
７月20

表

☎634-1171
☎636-1192
☎659-3338
☎635-6600
☎683-2315
☎681-2100

☎601-5001

ル地点で宝探しをします。雨天時は
内容を変更します。
【日時】５月５日㈮９時～12時
②児童福祉講演会
「青少年を取り巻く環境」と題し
た講演会を開きます。
【日時】５月14日㈰
10時半～12時
【場所】総合福祉センター（若園町）

第１豆門踏切で

通行止め

踏切の拡幅工事のため、下米内一丁目と二丁目の
第１豆門踏切（地図）で全面通行止めを行います。
【通行止めの日時】５月８日㈪～７月20日㈭の終日
【問】道路管理課☎613-8541
まめかど

地図

N

中津川病院
●

通行止めの場所

通行止め区間

ＪＲ山田線

至 国道４号

－無料シャトルバス－
利用する人は、産業振興課へお申し込みください。
盛岡駅西口バスターミナル：９時20分発。【定員】60人
玉山コース：巻堀小９時20分発、好摩駅前９時25分発、玉山総
合事務所９時半発、旧玉山地区公民館９時45分発。【定員】25人
※いずれも帰りはサクラパーク姫神14時15分発

電話番号

９時～19時
10時～20時半※17
☎662-1414
時以降は保護者同伴

児童福祉週間に合わせ、次のイベ
ントを開催します。費用はいずれも
無料。当日、会場へどうぞ。【問】
市社会福祉協議会☎651-1000
①歩け歩け運動
高松の池（市立図書館側）に集合
し、クイズを解きながら盛岡グラン
ドホテル・ウェディングヒル愛宕山
公園までオリエンテーリング。ゴー

期間：５月７日㈰10時～14時
場所：サクラパーク姫神（日戸字姥懐）

オオヤマザクラまつりのイベント
時間
内容
９時～14時
パークゴルフ場無料開放
サクラパーク姫神完成記念式典（日戸神楽演
10時～11時
舞やテープカット、記念植樹など）
特産品などの屋台出店
10時～14時
バルーンアートのプレゼント
①10時10分～
岩洞第一発電所見学ツアー
②10時50分～
※所要時間約60分
③11時30分～
【定員】各15人【申し込み】４/17㈪９時か
④12時10分～
ら産業振興課で先着順に電話受け付け
⑤12時50分～
11時５分～
玉山保育園お遊戯
11時15分～
玉山小合唱
11時半～
庄ヶ畑さんさ踊り（庄ヶ畑郷土芸能振興会）
12時～
玉山民謡保存会民謡ショー
12時半～
藤原翼津軽三味線ライブ
13時15分～
三浦わたる歌謡ショー

開館時間

みちのくコカ・コーラボトリングリン
ク （ 本 宮 五 ） ※ カ ー リ ン グ シ ー ト 除 13時～15時45分
く。手袋を着用してください

ＪＲ山岸駅

無料

５/18㈭
19時～20時半

内容（定員）
費用
江戸中期の盛岡藩主の実態を、さ
まざまな資料から紹介
黒田官兵衛ゆかりの合子形兜の実
物を公開
館前広場で、竹とんぼやコマなど
の昔懐かしい遊びを体験
ミスさんさ踊りによる盛岡さんさ
踊りの公演
盛岡山車の上で太鼓打ちを体験
（各回先着10人）
国際博物館の日に合わせ、博物館
のもう一つの顔である「資料保存
業務」について紹介

表

オオヤマザクラまつり

表３ 事前の申し込みが必要なイベント・講座
イベント
日時
内容（定員）
申し込み
費用
画家の今泉裕紗さんが似 ４月20日㈭10時半から、
春の似顔絵 ５/７㈰
顔絵を描いてプレゼント 同館☎681-2100で先着順 無料
プレゼント 10時～16時
します（20人）
に電話受け付け
畑中美耶子館長が、盛岡
歴文館
４月22日㈯10時半から、
５/28㈰
出身の直木賞作家、森荘
リーディン
同館☎681-2100で先着順 1000円
14時～15時 巳池の「森荘巳池ノート」
グカフェ
に電話受け付け
を朗読（15人）
往復はがきに郵便番号と住
岩手大名誉教授の細井計 所、名前、年齢（学校名・学
盛岡藩
６/４㈰
さんが、盛岡藩５代藩主 年）、電話番号、イベント名
「雑書」の 13時半～15 の南部行信とその子ども を記入し、〠020-0023内丸 無料
世界
時半
たちについて講演
１-50もりおか歴史文化館へ
（50人）
郵送。５月14日㈰必着。定
員を超えた場合は抽選

企画展について学芸員が解説

今年の盛岡競馬がいよいよスタートします。開幕日の４月
29日㈯は注目レースの南関東ジョッキーズフレンドリーマ
ッチやチャグチャグ馬コお出迎えイベントなどを開催。ゴー
ルデンウイークは盛岡競馬場へどうぞ。
【入場料】200円※４月29日は無料
【問】県競馬組合☎626-7713

サクラパーク姫神完成記念

もりおか歴史文化館（内丸）で表
３・４のとおりイベントを開催しま
す。【問】同館☎ 681-2100

当日受け付けるイベント
イベント
日時
企画展
４/19㈬～７/２㈰
「盛岡南部家の生き方」 ９時～19時
ギャラリー ５/14㈰・７/２㈰
トーク
13時半～14時
４/29㈯～５/８㈪
合子形兜実物公開
９時～19時
５/３㈬～５/５㈮
お外で！昭和の遊び体験
10時半～15時
５/４㈭
盛岡さんさ踊り公演
11時半～と13時～
５/５㈮
盛岡山車太鼓打ち体験
11時半～と13時～

５月５日～11日は、子どもの健やかな成長を願
う児童福祉週間。５日の「こどもの日」には、表の
施設で中学生以下が無料で入場できます。
【問】子ども青少年課☎613-8356

無料優待バスの発車時間と主なバス停
出発地
内容
盛岡駅発 ９時半、10時半、11時半、12時半、13時半
14時10分、16時10分、第10レース発走の20
競馬場発
分後、最終レース発走の15分後
【主なバス停】盛岡駅、中央通一丁目～三丁目、盛岡バスセ
ンター、茶畑十文字、競馬場

300円

児童福祉週間

期間：[前半]４月29日㈯～５月１日㈪
[後半]５月６日㈯～８日㈪
場所：盛岡競馬場（新庄字上八木田）

表

市民文化ホール（盛岡駅西通二）

表４

盛岡競馬が開幕

－無料優待バスをご利用ください－

もりおか歴史文化館に
行こう！

ナイトミュージアム
資料保存のイロハのイ

2［広報もりおか 29.４.15］

入場料
2300円
800円
500円
市民文化ホール（盛岡駅西通二）
前売り500円
当日700円
前売り1000円
盛岡劇場（松尾町）
当日1300円
高校生以下無料
盛岡劇場（松尾町）
無料
500円
市民文化ホール（盛岡駅西通二）
1000円

入館料が必要

－交通案内－
公共交通機関の利用にご協力ください。
■鉄道 ＪＲ山田線上米内駅から徒歩２分
■バス 県交通桜台団地東口停留所から徒歩７分

演劇

会場
中央公民館（愛宕町）

どもの日」に
「子
施設を無料開放

至国道４号

※飲食、敷物に座っての見学、ペットの入場はできません
※公開期間は開花状況により変更になる場合があります。
最新状況は上下水道局のホームページに掲載します

美術展の日程など
部門
期間
会場・時間
入場料
工芸・写真
４/28㈮～５/３㈬ 市民文化ホール
300円
10時～17時※月曜休
書道・日本画 ５/５㈮～10㈬
※１枚の入場券で全
館。いずれも最終日は
部門に入場できます
洋画・彫塑・俳句 ５/12㈮～17㈬
16時まで

会場まで
目印
の
看
板
・のぼり
旗があり
ます

場所：米内浄水場（上米内字中居）

表１

５/13㈯19時～
５/14㈰10時半～

－主なイベント－
・盛岡広域工芸フェア
・たらふく屋台市
・郷土芸能披露（出演：北上
川清流太鼓ほか）

～

※４月26日㈬～28日㈮は閉場します

市民の皆さんが日頃の文化芸術活動の成果を披露す
る「第46回盛岡芸術祭」を開催します。日程などは表
１・２のとおりです。【問】文化国際室☎626-7524

吹奏楽 ５/４㈭14時～

盛岡広域８市町のおいしいものや郷土芸能が大集合！ 楽し
いイベントが盛りだくさんです。【問】同手づくり村☎689-2201

■いろいろな動物にさわれる日
【日時】４月23日・30日㈰13時～15時
【内容】普段は触ることのできない、
リクガメやアオダイショウに触ること
ができます

期間：４月28日㈮～６月４日㈰

表２ 舞台発表の日程など
部門
日時
茶道 ４/29㈯９時半～
弦楽 ４/29㈯14時～
ピアノ ４/29㈯13時半～

動物たちへ桜や春にちなんだ餌をプレゼントするなど、
楽しいイベントが盛りだくさん。いずれも参加無料です
が、入園料が必要です。【問】動物公園☎654-8266

不便をお
掛けしま
すが
ご協力を
お願いし
ます

米内浄水場の桜一般公開

盛岡芸術祭

期間：５月３日㈬～５日㈮、９時～16時
場所：盛岡手づくり村（繫字尾入野）

▼ ▼

の

期間：４月29日㈯・30日㈰、９時半～16時半
場所：動物公園（新庄字下八木田）

８市町の郷
土
芸能を
鑑賞できるス
テージも！

春春 盛岡 思いっきり楽しもう！

盛岡広域ふるさと春まつり

動物公園春まつり

いよいよ春本番。花見に、芸術鑑賞に、体験イベントに―。
楽しい春の思い出を作りませんか。

●

第１豆門踏切

下米内踏切

迂回路
浅岸橋

山岸児童・老人
福祉センター

落合橋

中津川
水道

橋

［広報もりおか 29.４.15］3

