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憲法記念講演会
総務課　☎626-7513

県立大の三上邦
く に

彦
ひ こ

教授が「子どもの
権利と子ども虐待への取り組み」と
題して講演。

 5月10日㈭14時～16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 先着200人　  1022705

交通安全ゲートボール
くらしの安全課　☎603-8008

60歳以上の市民を対象に、交通安全
について学びながらゲートボールを
プレーする。
▶講習会

 5月10日㈭は屋内ゲートボール
場（前九年三）、11日㈮は世代交流セ
ンター（西見前13）、いずれも9時～
11時半。用具は貸し出します。
▶大会

 5月29日㈫8時半～15時半
 県営運動公園（みたけ一）
 申込方法など詳しくはお問い合わ

せください。5月11日㈮締め切り

手づくり市「てどらんご」

もりおかワカものプロジェクト事務局
☎080-4510-7082

手づくり作品の販売とスタンプラリー。
 5月12日㈯・13日㈰、10時半～16時
 鉈屋町の町家など

公開探鳥会
林政課　☎626-7541

鳥の見分け方や生息する環境につい
て学習。双眼鏡と筆記用具を持参。

 5月13日㈰7時～10時半
 高松の池（高松一）※旧盛岡競馬

場跡地の高松公園多目的芝生広場
（上田字堤頭）の芝水園側駐車場前
オープンステージに集合

 1018981

姫神山やま開き

産業振興課　☎683-3852
盛岡観光コンベンション協会☎621-8800

安全祈願の後、登山開始。10時半～
登頂者先着900人に山頂で記念手ぬ
ぐいを配布。

 5月20日㈰9時～
 姫神山一本杉登山口（玉山馬場字

前田）　  1019350

月釜茶会
中央公民館　☎654-5366

三
さ ん

彩
さ い

流
りゅう

彩
さ い

茗
め い

会
か い

と表千家同門会による
茶会。

 5月20日㈰9時半～15時
 上田公民館（上田四）

※駐車場が混み合うため、公共交通
機関の利用をお願いします

 当日券900円　  1022548

エコドライブ講習会

県環境生活企画室
☎629-5271　ファクス629-5334

安全運転やガソリン代の節約につな
がるエコドライブについて、座学と実
技で学ぶ。

 5月26日㈯13時半～16時半
 自動車運転免許試験場（下田字仲平）
 9人
 県ホームページに掲載の申込用紙

でメールかファクス：5月21日㈪必着

小岩井農場まきば園の
市民優待月間

小岩井農場まきば園　☎692-4321
小岩井農場（雫石町）で、盛岡市民の入
場料が無料になる優待月間を実施。

 6月1日㈮～30日㈯
 盛岡市民※幼稚園、学校や企業な

どの団体入場を除く
 入場窓口で、身分証など盛岡市民

であることを証明できるものを、提示

ファミリーサポートセンター
有償ボランティア養成講座
盛岡市ファミリーサポートセンター

☎625-5810

地域の人同士で子育てを互いに援助
する「ファミリーサポートセンター援
助会員」の養成講座を開催。

 6月13日㈬~7月11日㈬までに養
成講座（6回）と実習（2回）を開催

 市総合福祉センター（若園町）ほか
 30人　  2000円
 電話：5月18日㈮9時から先着順

にゃんと！？ワンだふる会
公園みどり課　☎639-9057

犬猫の譲渡会や犬同伴避難体験、猫
のおもちゃづくり、カフェコーナーなど。

 5月20日㈰10時～14時
 高松公園多目的屋外広場（上田字

毛無森）※旧盛岡競馬場跡地
 1017415

保護庭園・保存建造物を公開
景観政策課　☎601-5541

次の建造物等を無料公開。車での来
場はお控えください。

 1009405
■一ノ倉邸（安倍館町）

 水曜～日曜、10時～15時
※8/10～20、12/25～1/15は休館

 一ノ倉邸管理保存委員会☎646-
1817
■旧宣教師館（大沢川原三）

 月曜～金曜、9時～17時（12時～
13時を除く）※土・日曜、祝日と8/13
～16、12/29～1/3は休館

 大沢川原センター☎654-6067
■明治橋際の御蔵（南大通三）

 10月までの土・日曜、10時～16時
 御蔵管理委員会☎654-2468
■武田邸（長田町）

 11月までの第2・4土曜、13時～16時
 景観政策課

市民文化ホール
〠020-0045盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■パイプオルガン入門講座
パイプオルガンの仕組みや歴史を、
演奏を交えながら学ぶ。

 6月16日㈯13時半～16時と23日
㈯13時半~15時半、全2回

 20人※中学生以上　
 大学生以下1500円、一般2000円
 電話：5月18日㈮10時から

盛岡劇場
〠020-0873松尾町3-1

☎622-2258

■もりげきライヴ
サボール斎藤とザ・パープルジャドウ
ズが出演。

 5月16日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円。小

学生以下無料

姫神ホール
〠028-4132渋民字鶴塚55

☎683-3526

■2018啄木祭
映画「戦場のメリークリスマス」の助
監督で、作家のロジャー・パルバース
さんによる啄木をテーマにした講演
や対談など。

 6月9日㈯、13時半～16時
 前売り1000円、当日1300円※前

売り券は市内プレイガイドで発売中
 石川啄木記念館☎683-2315
 1022490

ゆぴあす
〠020-0102上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■母の日似顔絵コンテスト&お母さん

へのプレゼント
お母さんの似顔絵を館内に展示し
ます。似顔絵を描いてくれた人先着
250人に、お母さんへのプレゼント
を進呈。

 5月13日㈰まで、10時~20時半※
展示は20日㈰まで

都南つどいの森
〠020-0842湯沢1-88 

☎638-2270

■１
ワンバイフォー

×４材による棚作り教室
植木鉢やプランターを置く三段棚を作る。

 5月24日㈭~26日㈯、9時半～15時
 各8人※中学生以上
 1500円　
 電話：５月18日㈮9時から
 1022729

外山森林公園
〠028-2711薮川字大の平31-1

☎681-5132

■初夏の森林散策と手打ちそば体験
ガイドの解説による自然観察会と外
山そばの手打ち体験。

 6月5日㈫9時半～13時半
 30人　  1500円（昼食込み）
 往復はがき：5月25日㈮必着
 1022684
■バーベキュー用炭作り体験

 6月15日㈮・16日㈯、10時～15時
半、全2回

 6人　  2000円
 往復はがき：6月4日㈪必着
 1022686

上田公民館
〠020-0066上田四丁目1-1

☎654-2333　ファクス654-2335

■茶道入門講座
裏千家流の茶道の作法を体験し、日

本古来の文化を理解する。
 6月6日~27日、水曜、10時～12

時、全4回
 15人　  4000円
 往復はがき・ファクス：5月23日㈬必着
 1000701

河南公民館
〠020-0873松尾町3-1

☎622-2258　ファクス622-1910

■少年自然教室
キャンプやカヌーなど、さまざまな自
然体験活動を行う。

 6月9日㈯、7月21日㈯~22日㈰、
８月10日㈮、10月6日㈯、来年１月
27日㈰、8時半～15時半、全5回

 区界高原少年自然の家（宮古市）など
 15人※小学4~6年生
 5000円
 電話・ファクス・窓口：5月22日㈫必着
 1022710

都南公民館
〠020-0834永井24-10-1

☎637-6611

■生涯青春講座
健康体操や童謡唱歌の合唱、鳥

と の み の

海
柵
さ く

と安倍氏についての講話、館外研
修（金ケ崎町）など

 5月30日~6月27日、水曜、主に10
時～12時、全5回

 40人※60歳以上
 保険料や研修費など2000円程度
 往復はがき：5月16日㈬必着
 1022706

松園地区公民館
〠020-0106東松園二丁目5-3

☎661-8111

■文学史講座
浄
じょう

泉
せ ん

寺の山崎教
きょう

真
し ん

住職を講師に、啄

木の人物像に迫る。
 6月1日~15日、金曜、10時～12時、

全３回※6月8日のみ9時半~15時半
 20人　  700円
 往復はがき：5月21日㈪必着
 1022381

■軽登山・環境トレッキング（夏）
 6月13日㈬、9時15分～16時
 西岳（一戸町）
 20人※登山経験のある人
 300円
 往復はがき：5月31日㈭必着
 1022381

見前南地区公民館
〠020-0833西見前13-50

☎601-6735

■歩く歩くワン・ツー
同館から8~10㌔程度のウオーキン
グや、県予防医学協会（北飯岡4）、
都南つどいの森（湯沢1）などの見学。

 5月23日、6月6日・27日、水曜、9時～
16時半、全3回※初回は16時45分まで

 20人　  5000円※昼食付き
 窓口：5月7日㈪10時から先着順

※申し込み時に参加費が必要
 1022711
■シネマ上映会
「毎日ニュース映画」で見る、昭和
32・33年の映像。

 5月26日㈯10時～11時40分
 先着30人　  1022712

市立図書館
〠020-0114高松一丁目9-45

☎661-4343

■科学談話会
県立大盛岡短期大学部の川崎雅

ま さ

志
し

教授が「脂質（あぶら）と健康」と題
して講演。

 5月18日㈮18時半～20時
 1022605

先人記念館
〠020-0866本宮字蛇屋敷2-2

☎659-3338

■展示ツアーガイド
ボランティアが解説しながら、新渡
戸稲造と米内光政、金田一京助の展
示室を案内。

 5月~7月の第1・3日曜、10時半～
と13時半~（各１時間程度）

 入館料が必要　  1022625

もりおか歴史文化館
〠020-0023内丸１-50

☎681-2100

■盛岡弁で語る昔話
ナレーター・語り部である小野寺瑞

み ず

穂
ほ

さんによる昔話。
 5月19日㈯14時～14時半
 展示室入場料が必要
 1019825
■似顔絵プレゼント
似顔絵ユニット「さがかが」さんが似
顔絵を描いてプレゼントします。

 6月16日㈯・7月14㈯、10時～16時
 各20人
 電話：6月分は5月24日㈭、7月分

は6月28日㈭の11時から
 1020949

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871中ノ橋通一丁目1-25

☎604-8900

■「啄木漂泊の旅」展ギャラリートーク
作家でジャーナリストの外岡秀

ひ で

俊
と し

さ
んが啄木について語る。

 5月19日㈯14時～15時半
 先着50人　  1022402

志波城古代公園
〠020-0023上鹿妻字五兵衛新田47-11

　☎658-1710

■古代の遊びで楽しもう
つぼに矢を投げ入れて得点を競う「投
げ壺」や貝合わせ、火おこしなど古代
の人も楽しんだ遊びを体験。

 5月3日㈭~6日㈰、10時～16時
■古代米づくり

昔ながらの手作業で田植えから草取
り、稲刈り、脱穀までを体験。最終回
は餅をつき、収穫を祝う。

 5月13日~10月14日、日曜、全５
回、9時半～12時※3回目以降の日程
は、天候や生育状況により決定

 30人※4歳以上。中学生以下は保
護者同伴　  140円　

 往復はがき：５月7日㈪必着
 1007672

■水道施設見学会
バスで移動し、新庄・米内の各浄水場と水質管
理センターの見学やクイズ、漏水修理の実演
など。※内容は小学３年生以上向け。見学行程には階
段の上り下りがあります

 6月10日㈰・11日㈪、10時～15時※昼食付き

 各45人
 はがき：５月16日㈬消印有効。参加希望日

と代表者名のほか、参加者全員の住所・名前・
年齢・電話番号を記入し、〠020-0013愛宕町
６-８、上下水道局経営企画課へ。上下水道局の
ホームページでも同日17時まで受け付け。電話
では受け付けません。
■水道の点検と蛇口パッキン交換
給水装置の点検などを無料実施。井戸などの
自家水道設備や給湯器、湯水混合水栓は対象
外です。

 6月7日㈭～15日㈮※平日のみ
 電話：6月1日㈮～11日㈪の平日、9時～17時
 給排水課☎623-1411

　市上下水道局は、皆さんに水道への理解と
関心を深めてもらうため、水道施設見学会など
を開催します。  経営企画課☎623-1441
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ＪＲ山田線

岩手大
付属中

米内
浄水場

水道橋

▲
岩山

新庄浄水場４

岩山入口至茶畑

N
地図　浄水場の所在地

水道 のこと

　   もっと  知ろう
★米内浄水場
（上米内字中居）
☎667-2280
ＪＲ山田線の上米内
駅で下車し、徒歩２分

★新庄浄水場
（加賀野字桜山）
☎651-5048
県交通・新庄線のバ
ス停「新庄浄水場」
で下車し、徒歩１分

６月１日～７日は水道週間
■浄水場の一般公開

 6月1日㈮～7日㈭、各日10時、11時、13時、
14時の４回


