イベント情報

日時

会場

申し込み

定員、対象

問い合わせ

広報ID

電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

申し込みが必要な
イベントについて

費用
託児

※特に記載がない場合、費用は無料

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1
☎637-6611

■キャラホール ピアノ開放DAY
大ホールのスタインウェイのフルコン
サートピアノ「D-274」を開放。
8月9日㈭・10日㈮は10時～21
時、11日㈯は10時～17時
中学生以下は保護者同伴
1時間1000円※連続利用は2時間
まで。個人の利用に限る
詳しくはお問合せください
1023932
■先人講座
国分謙吉についての講話と企画展の
見学。詳しくはお問い合せください。
こくぶんけんきち

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10
☎604-3303

■ネットショップ開店準備講座
㈱ホップスの工藤昌代代表取締役を
講師に、ネットショップ立ち上げの基
礎知識を学ぶ。
9月1日㈯・2日㈰、全2回、10時～
15時
20人※女性
1000円
5人※6カ月～未就学児、1人につ
き800円、要予約
電話：8月6日㈪10時から芽でる
ネット☎624-3583
1016339
まさ よ

盛岡体育館

〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

表1のとおり教室を開催。

松園地区公民館

〠020-0106 東松園二丁目5-3
☎661-8111

■工芸（陶芸）教室
自分が作りたい食器などの陶芸作品
を作る。
8月24日・31日、金曜、全2回、10
時～12時
20人
500円（材料費別途）
往復はがき：8月15日㈬必着
1023502
■松園いきいき教室
悪徳商法や生活習慣病の対処法など
を学ぶ。
8月28日・９月4日・11日、火曜、
全3回、10時～11時40分
30人※60歳以上
電話：8月

表1 盛岡体育館の教室（申し込みは8月6日㈪9時から、
★は7日㈫10時から、
電話で受け付け)
講座名
日時
定員（費用）など
すわってエクササイズ教室 8/27～12/10、月曜、全10回
20人（7200円）
13時～14時
ピラティス教室
各20人※①18歳以上（高
8/27～10/22、月曜、全5回 校生除く）②16歳以上
①朝コース
①10時～11時②19時～20時
②夜コース
（各3600円）

①8/29～10/10、水曜
各15人※女性
アロマでリラックスヨガ教室★ 全6回、19時～20時
②8/30～11/1、木曜
（①4320円、②5760円）
全8回、13時15分～14時15分
8/30～11/1、木曜、全8回 15人※女性
楽々エアロビクス教室★
14時半～15時半
（5760円）
9/4～10/16、火曜、全6回
15人※高校生以上
ヨガ教室
19時～20時
（4320円）
9/4～10/23、火曜、全6回
20人※18歳以上の初心者
バドミントン教室
19時～21時
（6480円）
9/5～10/17、水曜、全6回
15人※18歳以上
ルーシーダットン教室
10時半～12時
（4320円）
9/6～10/11、木曜
20人※高校生以上
パワーヨガ教室
19時～20時
（4320円）
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1023517

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50
☎601-6735

■紙細工～ペーパークラフト～
来年の干支のイノシシなどを題材に立
てて飾ることができるカードを作る。
8月23日㈭・9月6日㈭、全2回、
10時～12時
15人※55歳以上
1500円
電話：8月4日㈯14時から
1023824
■復興支援と防災講座
実体験に基づいた震災の講話やラグ
ビーワールドカップの会場となる釜石
鵜住居復興スタジアムの見学など。
9月8日㈯・18日㈫13時～14時半、
12日㈬8時半～17時半、全3回
大槌町や釜石市など※同館に集
合し、バスで移動
23人
4900円
電話・窓口：8月7日㈫10時から
1023825
え

と

うのすま い

渋民公民館

〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-2354

■焼山登山
後生掛温泉から山頂に向かう。
9月8日㈯6時～17時半
焼山（秋田県鹿角市）※同館に集
合し、バスで移動
20人※18歳～75歳（高校生を除く)
840円
往復はがき：8月24日㈮必着
1023808
ご しょがけ

か づの

姫神ホール

〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-3526

■民謡講座
民謡の基礎知識を学ぶ。
9月5日～10月3日、水曜、全5回、
13時半～15時半
20人
2000円
電話・窓口：8月17日㈮9時～31日
㈮17時まで
1023938

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8
☎654-2911

■中央アジアからの声が岩手に響く～ユー
ラシアンオペラプロジェクト・イン・盛岡～
ロシア連邦トゥバ共和国の歌手サイ
ンホ・ナムチラクさんとコントラバス
の河 崎 純 さん、ダンスの三浦宏 予 さ
か わ さ き じゅん

ひろ よ

んによるパフォーマンス。
10月4日㈭19時半～21時
80人
前売り2500円、当日
3000円※8月6日㈪から各プレイガ
イドで発売
1023762

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50
☎681-2100

■企画展「衣装と意匠～武家のよそおい～」
南部家ゆかりの衣装を展示。武家の衣
装を通して、
日本らしさの一端を紹介。
9月24日㈪まで、9時～19時
展示室入場料が必要
1023730
▶ギャラリートーク
8月12日㈰は17時～17時半、8月
19日㈰と9月23日㈰は13時半～14時
各30人
展示室入場料が必要
■昭和の遊び体験
ヨーヨー釣りやコマ回し、リム転がし
など懐かしい遊びを体験。
8月12日㈰10時～15時
1019055
■笑顔の似顔絵プレゼント
似顔絵ユニット「さがかが」さんが、
似顔絵を描きプレゼント。
8月12日㈰10時～16時
20人※当日9時半から整理券を
配布
1020949
■墨流しであそぼう
水に浮かべた墨を紙に写して遊ぶ。
8月12日㈰、11時～12時と13時
半～14時半
各100円
1023731
■れきぶんナイトミュージアム
「歴文館おしゃべり鑑賞会」
参加者全員で自由に会話をしながら、
展示資料を鑑賞する。
8月12日㈰19時～20時半
1023732
■盛岡弁で語る昔話
ナレーターの小野寺瑞穂さんなどが、
盛岡弁で昔話や伝説などを語る。
8月18日㈯14時～14時半
50人
展示室入場料が必要
1019825
みず ほ

水球エキシビションマッチin盛岡

家族介護者リフレッシュ講演会

水球男子のカナダ代表と日本代表に
よる国際親善試合。来場者にはホス
トタウングッズをプレゼント。
8月5日㈰14時～15時半
市立総合プール（本宮五）
1023078

「がんばりすぎずにしれっと認知症
介護」と題し、介護をしながら、介護
に関する作家活動をしている工藤広
伸さんによる講演。
8月31日㈮13時半～15時半
市総合福祉センター（若園町)
50人※認知症の人や要介護１以上の
高齢者、重度の障がい者を自宅で介護す
る家族
詳しくはお問い合せください

スポーツツーリズム推進室 ☎603-8009

環境学習講座
夏の姫神山に登ってみよう！
環境企画課

☎626-3754

一本杉コースから姫神山に登る。下
山後はユートランド姫神で入浴。
8月25日㈯9時～16時
集合場所はお問い合せください
20人
126円（別途入浴料が必要）
電話：8月3日㈮10時から
1023537

盛岡市社会福祉協議会

☎651-1000

ひろ

のぶ

100キロ歩いてまた海を見よう！

盛岡世代にかける橋内「100キロ歩いて
海を見よう！」実行委員会 ☎623-2030

盛岡から浄土ケ浜（宮古市）
までの100
㌔を3日間かけて歩く。申し込み方法な
ど、詳しくはお問い合わせください。
10月6日㈯～8日㈪
65人※小学5年生～高校生
1万円
1007365

盛岡文士劇チケッ
ト先行販売 【問】盛岡劇場☎622-2258
12月に開催される盛岡文士劇のチケットを先行販売します。
なお、一般発売は10月4日㈭からです。
①12月1日㈯17時半～②2日㈰
13時～③2日㈰17時半～
盛岡劇場（松尾町）
3000円（全席指定）
※３公演とも各100枚
※振込手数料・郵送料は別途
往復はがきに郵便番号と住所、
名前、フリガナ、電話番号、希望公

演番号（①～③）、希望枚数（２枚
まで）を記入し、〠020-0873松
尾町3-1、盛岡劇場内「文士劇公
演実行委員会事務局」へ。９月7日
㈮必着。販売枚数を超えた場合は
抽選※往復はがきは１人につき１
通のみ。記載事項に不備があった
場合は無効

第一部：現代物「恋はバッババー
ン」
（落語「堪忍袋」より）。フリー
アナウンサーの畑中美耶子さんや
県内各局のアナウンサーらが出演

第二部：
「口上」
第三部：時代物「柳は萌ゆる」。作
家の井沢元彦さんや内館牧子さん
ら、市内外で活躍する文士が出演

み

広

や

こ

もとひこ

まき こ

第13回全国高校生短歌大会
（短歌甲子園2018）を開催

【問】観光交流課内
同大会実行委員会
☎613-8391

北は北海道から南は福岡県まで、
予選を勝ち抜いた全国の21
校の高校生歌人たちが、石川啄木ゆかりの地・盛岡を舞台に、短
歌を詠み競い合います。特別審査員は、歌人の小島ゆかりさん。入
場無料です。高校生の短歌による熱い戦いを、
ぜひご覧ください。
▶開会式など：8月17日㈮15時～15時半▶個人・団体戦：18
日㈯10時～15時▶個人・団体戦決勝：19日㈰10時～14時半
17日は姫神ホール（渋民字鶴塚)、18日・19日は盛岡劇場
（松尾町)

市職員を募集
市は31年度採用の職員を募集し
ます。募集する職種や人数、受験資
格は表2のとおりです。
試験日：9月16日㈰
厨川中（青山二）または市役所
（内丸）※受験票と一緒に通知
受験案内と申込用紙は、8月1日
㈬から同課や各支所などに備え付け

いのちとは
激動するもの
吠えるもの
喜ぶために 生
まれてきたの

■こどもエンゲキ体験・はじめの一歩！
夏組～テレビを見ていたら…～
子どもたちが6日間のワークショップ
で作ったオリジナルの芝居発表会。
8月5日㈰15時～15時45分
1023550
■もりげき祭演劇フェスティバル
「石館さんちのお孫さん」
劇団コトナコナタプロデュースによる公演。
8月11日㈯14時～15時20分と19
時～20時20分、12日㈰14時～15時
20分
前売り：高校生以下500円、一般
1000円、当日：高校生以下800円、
一般1300円
1023926
■舞台美術・照明体験講座
～みんなで作る装置と明かり～
9月1日㈯・2日㈰、全2回、
10時～16
時半※どちらかのみの受講も可能
各10人※高校生以上
500円※1日のみの受講も同額
電話・窓口：8月4日㈯10時から
1023931

6日㈪9時から

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

【問】職員課☎626-7505
【広報ＩＤ】1012039

ます。郵送で請求するときは、返信先
を記入し、
120円分の切手（速達の場
合は400円切手）を貼った返信用角
２封筒を同封し、
「受験案内請求」と
明記の上、8月15日㈬までに〠0208530（住所不要）市役所職員課へ送
付してください。郵送は8月21日㈫消
印有効。持参は同日17時半まで

表2

募集する職種や受験資格など
職種
区分
人数
受験資格
平成5年4月2日～平成13年4月1日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成31
高校卒
程度
年3月31日までに卒業見込みも含む）およびこれ
一般事務職
数人 と同等の資格を有する人を除く
平成3年4月2日～平成11年4月1日生まれ。
短大卒
ただし、大学卒または平成31年3月31日までに大
程度
学卒業見込みの人を除く
高校卒
程度
土木技術職

数人
短大卒
程度

平成3年4月2日～平成13年4月1日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成31
年3月31日までに卒業見込みも含む）およびこれ
と同等の資格を有する人を除く
平成元年4月2日～平成11年4月1日生まれで、短
大卒およびこれと同等の資格を有する人。
ただし、大学卒または平成31年3月31日までに大
学卒業見込みの人を除く

栄養士

1人

平成元年4月2日以降生まれ

作業療法士

1人

昭和56年4月2日以降生まれ

障がい者を対象にし
た一般事務職

数人 平成元年4月2日～平成13年4月1日生まれ

告

遺跡の学び館

〠020-0866 本宮字荒屋13-1
☎635-6600

■体験学習会「考古学者になってみよう！
遺跡発掘体験」
大館町遺跡（大館町）で発掘体験。
9月2日㈰13時半～15時半
15組※小学生以上。小学生は保護
者同伴
1人28円
電話：8月7日㈫10時から
1009440
広報もりおか 30．８．
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昨年の団体戦優勝校の一首

〠020-0873 松尾町3-1
☎622-2258

9月13日・20日、木曜、全2回、10
時～12時
往復はがき：8月30日㈭必着
1023715

▼

盛岡劇場

▼ ▼

マークの
見方

