春の盛岡に出かけよう

期間：４月20日㈮～22日㈰、10時～16時
場所：盛岡城跡公園（内丸）
りょっか

春いっぱいの盛岡城跡公園で「第 47 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】1022343
表１

盛岡の桜を見に行こう

期間：４月21日㈯～５月20日㈰
場所：上の橋～下の橋までの
中津川の両岸
エリア内にある店舗や施設など全65カ
所に設置された消しゴムはんこを収集しな
がらまち歩きを楽しみませんか。参加方法
やルールなど詳しくは市公式ホームページ
をご覧ください。
【問】紺屋町かいわい街並み協議会☎0901496-6311【広報ＩＤ】1022537

盛岡競馬が開幕

開設20周年記念

期間：４月29日㈰10時半～14時半
場所：ユートランド姫神（下田字生出）

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の美しさです。
【問】同浄水場☎667-2280

【内容】
餅つき&振る舞い
愛宕火防太鼓
藤原翼&髙橋兄弟の三味線と和太鼓の競演
橘和徳ミニコンサート
縁日・出店コーナー
【問】ユートランド姫神☎683-3215
つばさ

か ず の り

つどいの森さくら祭り
期間：４月30日㈪10時～15時

場所：都南つどいの森（湯沢１）
【内容】

オリジナル木工商品のオークション
餅つき&振る舞い
お楽しみ抽選会
など
【問】同つどいの森こもれびの宿☎637-0876

▲ ▲ ▲
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洋画・彫塑・俳句 ４/28㈯～５/３㈭
はんこを
消しゴム
よう♪
揃えてみ

工芸・写真

書道・日本画

５/５㈯～10㈭

５/12㈯～17㈭

表４ 舞台発表の日程など
部門
日時
茶道

４/29㈰９時半～

ピアノ ４/29㈰13時半～
弦楽 ４/29㈰14時～
吹奏楽 ５/４㈮14時～
５/12㈯14時～と19時～
演劇
５/13㈰11時～
能楽 ５/13㈰12時～
洋舞 ５/13㈰16時～
管弦楽 ５/19㈯18時～
三曲 ５/20㈰13時～
前期：５/25㈮・26㈯
華道 後期：５/27㈰・28㈪
10時～
合唱 ５/27㈰13時～
声楽 ６/２㈯13時半～
邦舞 ６/３㈰11時～
民謡 ６/３㈰12時～

会場・時間

入場料
300円
市民文化ホール展示ホール
※１枚の入場券で
10時～17時※月曜休館。
全部門に入場でき
いずれも最終日は16時まで
ます

～盛岡藩の終焉と
南部家が繋ぐ未来～
しゅう え

ん

つ

な

盛岡藩主の功績を軸に、幕末・明治維新期の盛岡を紹
介します。
【日時】４月19日㈭～７月１日㈰、９時～19時
【場所】もりおか歴史文化館（内丸）
【費用】小・中学生100円、高校生200円、一般300円
【問】同館☎681-2100
【広報ＩＤ】1022473
企画展ギャラリートーク

会場
入場料
河南公民館、もりおか町家物語館
2300円
（鉈屋町）、徳清倉庫（仙北一）
市民文化ホール小ホール
500円
800円
市民文化ホール大ホール
700円
盛岡劇場

1200円

盛岡劇場
市民文化ホール大ホール
市民文化ホール小ホール
市民文化ホール大ホール

無料
2000円
300円
1000円

「啄木漂泊の旅」展

マリオス展望室（盛岡駅西通二）

無料

市民文化ホール大ホール
市民文化ホール小ホール
盛岡劇場
市民文化ホール大ホール

500円
無料
1500円
1500円

植樹20周年記念

オオヤマザクラまつり

期間：５月６日㈰10時～14時
場所：サクラパーク姫神（日戸字新田）

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。表５のとおり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【広報ＩＤ】1022467
表５

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
10時～14時
特産品などの屋台出店、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
④12時10分～ 【申し込み】４/17㈫９時から産業振興課で先着順に電話受け付
⑤12時50分～ け。５/２㈬17時締め切り
10時～
日戸神楽演舞
10時25分～
玉山保育園お遊戯
10時40分～
合唱（玉山小）
10時55分～
植樹20周年記念式典（餅まき、記念植樹など）
11時半～
太鼓演奏（地域おこし協力隊）
11時55分～
泉ヒデ子歌謡ショー
12時半～
庄ヶ畑さんさ踊り（庄ヶ畑郷土芸能振興会）
12時55分～
玉山民謡保存会民謡ショー
13時25分～
小田代直子歌謡ショー

－無料シャトルバスをご利用ください－
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
【申し込み】４月17日㈫９時から同課で先着順に電話受け付け。
５月２日㈬17時締め切り

企画展について学芸員が解説します。
【日時】４月22日㈰・６月17日㈰、13時半～14時
【定員】20人

～啄木とぶんきょう
ーたかく飛んだ！26年ーより～
啄木最後の上京から110年、漂泊の中に自己を追い求
めた啄木が、世に新しい光を放つまでの軌跡をパネルで
紹介します。
【日時】４月21日㈯～７月８日㈰、10時～17時※時間
閉鎖する場合あり
【場所】もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋通一）
【費用】無料
【問】同館☎604-8900
【広報ＩＤ】1022402

市消防演習
【期日】４月29日㈰
【時間・場所】 観閲や部隊訓練、消防操法など：８時
～・下小路中（愛宕町） 消防体験イベントやまとい振
り、はしご乗り、一斉放水など：10時～・中の橋脇の
中津川河川敷と盛岡城跡公園芝生広場（内丸）
【問】消防対策室☎626-7404
▲

期間：４月23日㈪～５月６日㈰、９時～18時
場所：米内浄水場（上米内字中居）

美術展の日程など
部門
期間

盛岡南部家の生き方
第３部

▲

ユートランド姫神桜まつり

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

米内浄水場の桜一般公開

※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。最新の状況は上
下水道局のホームページでご確認ください

表３

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28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28日は無料
【問】県競馬組合☎626-7713
表２ 無料優待バスの発車時間と主なバス停
出発地
発車時間など
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

期間：４月28日㈯～６月３日㈰
場所：市民文化ホール（盛岡駅西通二）、盛岡劇
場・河南公民館（松尾町）ほか
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47回盛
岡芸術祭」を開催します。日程などは表３・４のとおりです。
【問】文化国際室☎626-7524【広報ＩＤ】1022422

期間：[前半]４月28日㈯～30日㈪
[後半]５月５日㈯～７日㈪
場所：盛岡競馬場（新庄字上八木田）

－無料優待バスをご利用ください－

盛岡芸術祭

▲

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
４/21㈯・22㈰、10時～15時半【費用】1000円
木とおともだちになろう！
【申し込み】ツリークライミング ®クラブやまねっこ
ツリークライミング体験会
事務局の森さん☎090-3018-4027で電話受け付け
展示：期間中毎日
寄せ植え・ハンギングバスケ 人気投票：４/20㈮・21㈯、10時～16時
ット作品展示会
表彰式：４/22㈰14時半～
※投票した人に抽選で花の苗をプレゼント
４/20㈮、10時半～12時と13時半～15時【定員】各
10人【費用】各1000円【申し込み】４/19㈭10時ま
ハンギングバスケット製作体
でに公園みどり課☎639-9057で電話受け付け。定員
験教室
を超えた場合は抽選。定員に達しない場合は当日も受
け付けます
４/21㈯10時～16時【内容】草や木を使った楽しい
草木で遊ぼう
遊びを体験
４/21㈯14時半～15時半【対象】小学１年～６年生
マイプランター制作体験
【定員】先着40人
４/20㈮13時～：さつきの部
花と緑の実演講習会
４/21㈯13時～：シャクナゲの部
４/22㈰13時～：寄せ植えの部
４/21㈯10時～：岩手大吹奏楽部
グリーンコンサート
４/21㈯11時半～：津軽三味線
４/22㈰10時～：盛岡三高吹奏楽部
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
腐葉土
期間中毎日、15時半～【定員】各日先着100人
４/20㈮、開会イベント後（10時20分頃）【定員】
八木澤商店のしょうゆ
先着50人
カブト虫の幼虫
４/21㈯14時～【対象】小学生以下【定員】先着50人
４/20㈮14時半～：チェーンソーアート実演会
４/21㈯12時半～：ストリートパフォーマンス
パフォーマンス
４/22㈰11時半～：小学生などによるダンス発表
４/22㈰12時半～：民俗芸能披露

もりおか中津川まち歩き
スタンプラリー2018

企画展

▼ ▼

もりおか環境緑花まつり

画展・展示

４月からの企

過去の消防演習の様子
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