マークの
見方

イベント情報

日時

会場

申し込み

定員、対象

問い合わせ

申し込みが必要な
イベントについて

費用

広報ID

託児

※特に記載がない場合、費用は無料

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町3-1
☎622-2258

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

■ズーラシアンブラス
音楽の絵本ジャイブ
大人気の動物たちがジブリメドレー
などをにぎやかにお届けします。
9月8日㈯15時～17時
広

４
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かず ま

姫神ホール

〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-3526

■ＩＢＣラジオ公開録音 歌って！笑っ
て！！民謡まわり舞台in姫神ホール
10月13日㈯13時半～16時
同ホールやＩＢＣ岩手放送（志家町）
などで9月4日㈫9時から整理券を配
布※１人２枚まで
1024068
■姫神寄席「春風亭一 朝 古今亭志
ん輔 二人会」
11月18日㈰、14時～16時
一般3500円、
Ｕ-25チケット1500円
発売中
1024069
しゅん ぷ う て い い っ ちょう

こ こんてい し

すけ

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

■芽でるネット・パソコンミニセミナー
①ワードでチラシを作りましょう
②ビジネス文書の作り方
①9月13日㈭13時～15時半②9
月27日㈭13時～15時
各8人※起業や就労を目指してい

る女性

各300円
電話：8月21日㈫10時から芽でる
ネット☎624-3583で受け付け
1021926

サンライフ盛岡

〠020-0861 仙北二丁目4-12
☎635-9600

■市民体力テスト＆ファミリー体力測定会
握力や上体起こしなど6種目を測定
します。
9月2日㈰、13時半～16時
100人※6歳～79歳
電話：スポーツ推進課☎603-8013
で8月29日㈬17時まで受け付け
1021189

■骨盤リセットエクササイズ
9月5日㈬10時～11時半
20人※女性
500円
電話：8月21日㈫10時から
■火曜の夜のやさしいピラティス
9月11日㈫19時～20時半
20人※女性
500円
電話：8月22日㈬10時から
■ここちよい音の世界 はじめての
オカリナ体験
9月19日㈬14時～15時半
15人
500円
電話：8月23日㈭10時から

乙部体育館

市観光文化交流センター

盛岡体育館

〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

〠020-0403 乙部6-79-1
☎696-2129

〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10
プラザおでって☎621-8800

■ハワイアンフラ体験教室
9月5日～19日、水曜、全３回、19
時～20時半
乙部農業構造改善センター
（乙部6）
25人
72円
電話・直接：8月20日㈪10時から

■おでって芸能館 倉沢人形歌舞伎
東和町倉沢に伝わる県指定無形民俗
文化財の人形芝居公演｡
9月30日㈰14時～15時半
前売り1500円、当日2000円
1023949

ゆぴあす

もりおか町家物語館

〠020-0102 上田字小鳥沢148-103
☎662-1414

ヨガやダンスなどの各フロア教室と
水泳教室を開催します。申し込み開
始日時は8月18日㈯10時または19
日㈰10時からで、教室によって異な
ります。詳しくは、市公式ホームペー
ジをご覧ください。
1007597

中央通勤労青少年ホーム
〠020-0021 中央通三丁目11-15
☎623-2701

35歳未満の働く人（求職中を含む）
を対象に初心者向けの料理や生け花
などの各講座を開催します。詳しく
は、同ホームのホームページをご覧く
ださい。
電話：8月20日㈪12
時から

〠020-0827 鉈屋町10-8
☎654-2911
メール machiya@iwate-arts.jp

■語る奏でるＪＡＺＺ
ジャズピアニストの北島貞 紀 さんに
よるトーク＆ＪＡＺＺライブ。
9月21日㈮19時～20時
80人
前売り1800円、当日2000円
電話・メール：8月20日㈪10時か
ら。同館や市内プレイガイドでも販
売します
1023970
さだ のり

上田公民館

〠020-0066 上田四丁目1-1
☎654-2333

■パティシエがナイショで教えるお菓子！
特別な日に食べたいお菓子の作り方
をパティシエ・亀山弘能さんから学ぶ。
ひろのり

9月7日㈮・14日㈮、全2回、
13時～16時
20人
3100円
往復はがき：8月25日㈯必着
1020032

西部公民館

〠020-0134 南青山町6-1
☎643-2288

■じっくり学ぶパソコン教室
▶タブレット端末で楽しもう！
8月25日㈯10時~15時
10人
2700円
電話：8月18日㈯10時から
▶ワード実践編
8月28日㈫～30日㈭、全3回、9
時半~12時半
16人
4400円
電話：8月21日㈫10時から
▶デジカメ取り込み・整理・加工
9月5日㈬・6日㈭、全2回、
10時～12時
16人
2500円
電話：8月23日㈭10時から
▶エクセル実践編
9月19日㈬～21日㈮、全3回、9時
半~12時半
16人
4400円
電話：9月5日㈬10時から
■自然環境講座
ダムの水を利用した再生可能エネルギ
ーについて学ぶ。
8月30日㈭9時～15時
四十四田ダムなど。同館に集合
し、バスで移動
16人
保険料・昼食代別途
電話：8月18日㈯13時から
■パソコン・タブレットお助け相談
基本操作やスマートフォンなどの相談。
8月31日㈮、10時~12時と13時
~15時
500円

乙部地区公民館
〠020-0403 乙部6-79-1
☎696-2081

■ミニ畳作製教室
人形などを置けるミニ畳を作る。
9月13日㈭10時～12時
12人
500円
電話：8月28日㈫10時から
1023928
広

■朝島山へ行こう！
9月28日㈮9時~12時
同館に集合し、バスで移動
15人
24円
電話：8月31日㈮10時から
1023918

松園地区公民館

〠020-0106 東松園二丁目5-3
☎661-8111

■ヘルシークッキング（秋）
9月19日㈬10時～12時半
15人
600円
往復はがき：9月11日㈫必着
1023893
■軽登山・環境トレッキング（秋）
9月27日㈭9時15分～15時半
岩神山（新庄字中津川）。同館に
集合し、バスで移動
20人※登山経験のある20歳以上
300円
往復はがき：9月14日㈮必着
1023898

市立図書館

〠020-0114 高松一丁目9-45
☎661-4343

■科学談話会
岩手大農学部の井良沢道也教授が「住民
との協力で防ぐ土砂災害」
と題して講演。
8月21日㈫18時半～20時
1023929
■児童文学を読む会
佐野洋子作「シズコさん」
（新潮社）
。
8月29日㈬10時～12時
1023927
い

ら さわみち や

よう こ

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

先人記念館

市青年団体ソフトボール大会
生涯学習課

〠020-0866 本宮字蛇屋敷2-2
☎659-3338

■歴史探訪「未来への遺産 釜石の
歴史とゆかりの先人たち」
世界遺産の橋野高炉跡などを巡り、近
代製鉄の父・大島高任について学ぶ。
9月13日㈭8時～18時20分
釜石市。盛岡駅または同館に集合
し、バスで移動
40人
5000円
電話：8月21日㈫10時からトラベ
ル・リンク㈱☎658-8644で受け付
け。申し込みは、1回の電話につき2
人まで
1023890

遺跡の学び館

〠020-0866 本宮字荒屋13-1
☎635-6600

■学芸講座「繫・川目遺跡のヒスイ」
同遺跡から出土したヒスイを通じ、縄
文時代の交易について解説
8月26日㈰13時半～15時
80人
1009440

盛岡てがみ館

〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10
☎604-3302

■てがみシアター
米内光政が娘・和子に送った手紙な
どを朗読家のＭａjuさんが朗読。
8月25日㈯14時～15時
入館料が必要
1020251
かず こ

ま

ゆ

☎639-9046

9月9日㈰9時～15時
松園小（松園三）
16チーム
1チーム3000円
電話：8月20日㈪9時から
1016408

けやき祭

市立けやき荘

☎659-1452

さんさ踊りの披露や打ち上げ花火など。
8月20日㈪19時～20時半

素敵なまちの映画会

経済企画課

☎613-8389

アニメ「字のないはがき」
（2002年）
などを上映。
8月29日㈬13時半～15時
リリオ（大通一）
受付ボランティア募集
映画会の会場受け付けを手伝うボラ
ンティアを5人程度募集します。協力し
てくれた人に500ポイント入りのＭＯ
ＲＩＯ－Ｊカードをプレゼント。

▲

■もりげきライヴ
東日本大震災と平成30年7月の西日本
豪雨の復興支援チャリティーライブ。
8月22日㈬19時~21時
500円※小学生以下無料
1024062
■イキイキライフ応援講座
笑いヨガやそば打ち体験など。
9月6日㈭・13日㈭、
13時半～15時
半と20日㈭9時～15時、全３回
15人※概ね50歳以上
2300円（保険料別途）
往復はがき：8月26日㈰必着
1023899
■シニア向けスマホ講座
9月12日㈬13時半～15時半
20人※概ね50歳以上のスマートフ
ォンを持っていない人または初心者
往復はがき：8月29日㈬必着
1023901
■エチュードワークショップ
2日で分かる！芝居の魅力
エチュード
（即興劇）について学ぶ。
9月16日㈰13時～17時と17日㈪
10時～17時、全２回
10人※高校生以上
500円
1024065
電話・直接：8月19日㈰10時から
■防災公開講座「避難生活で命と健
康、本当に守れますか！？」
高齢者や女性などの視点から地域に
おける防災への備えを学ぶ。
9月22日㈯13時半～15時半
50人
1人500円※先着5人
（要予約）。生後6カ月～未就学の子
電話：8月21日㈫10時から
1023900

一般2500円、中学生以下1000円
発売中
1024067
■市民のための環境セミナー
自然保護についての講話や公園散策、
そば打ち体験など。
10月2日㈫13時半～15時と10日
㈬9時15分～14時45分、全2回
10日は外山森林公園（薮川字大の平）
20人
1500円（保険料別途）
電話・直接：8月18日㈯10時から
1023975
■秋のハンギングバスケット製作教室
10月4日㈭10時～12時
10人
1000円
往復はがき：9月20日㈭必着
1023776
■三浦一馬キンテート2018
ガーシュウィン＆ピアソラ
キンテート（バンドネオン五重奏）で
名曲の数々を贈る。
11月20日㈫、19時～21時
一般3000円、
Ｕ-25チケット1500円
発売中
1024066

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

モ

リ

オ

ジェイ

幸せのお手伝いしませんか

日本結婚支援協会

☎613-5100

結婚支援ボランティアを募集していま
す。当日は先輩ボランティアの情報交換
会（マッチング）の様子を見学できます。
9月1日㈯・15日㈯、9時半～11時半
市総合福祉センター（若園町）
同協会に事前申し込みが必要

被災者が伝える東日本大震災の記憶

もりおか復興支援ネットワーク ☎654-3523

区界少年自然の家

原敬記念館

〠028-2631 宮古市区界2-111
☎0193-77-2048
ファクス0193-77-2124

陸前高田市、大槌町で活動する人が
それぞれ復興への取り組みを語る。
9月9日㈰10時半～11時半と13時～
14時
市総合福祉センター
（若園町）

■原敬日記を読もう
同館の木村幸治元館長と学芸員による
原敬日記についての講義と輪読会。
9月8日㈯13時半～15時半と9月
9日㈰10時～15時半、全2回
20人
200円
電話：8月25日㈯10時から
1020417

■アウト・ドア・イン区界
秋の山野草観察や兜明神岳登山など。
9月22日㈯9時半～23日㈰11時半
（1泊2日）
40人※小・中学生と保護者
1人3300円
はがき・ファクス：9月6日㈭必着
※交通手段とアレルギーの有無も記
載すること
1000876

歴史と文化の香りが漂う
ビクトリアロードを歩こう

〠020-0866 本宮四丁目38-25
☎636-1192
こう じ

盛岡観光コンベンション協会
☎604-3305 ファクス653-4422

盛岡ふるさとガイドの解説を聞きな
がら散策する。
10月2日㈫10時～11時45分
30人
電話・ファクス：9月1日㈯10時から
1023977
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