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型コンサート。
 10月20日㈯14時～16時
 前売り1500円、当日2000円。大

人１人、中学生以下１人の親子券は前
売り2500円、当日3000円

 9月3日㈪10時から、市内プレイガイ
ドで販売　  1024100

盛岡手づくり村
〠020-0055 繫字尾入野64-102

☎689-2201

▶盛岡手づくり村工房まつり職人展
同手づくり村が誇る職人の新作展。

 9月16日㈰～17日㈪、10時～16時
▶盛岡手づくり村工房まつり
ものづくり教室や輪投げ大会、たら
ふく屋台市など。

 9月23日㈰～24日㈪、10時～16時
 詳しくは、同手づくり村ホ

ームページをご覧ください

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目1-1

☎654-2333

■「からすのパンやさん」のパンを作
　ろう！
絵本の読み聞かせと、楽しいパン作り。

 9月29日㈯10時～13時半
 10組（20人）※小学生と保護者
 １組850円
 往復はがき：9月12日㈬必着。学校

名と学年、アレルギーの有無も明記
 1019354

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■親子で登ろう！！田代山
バスで移動し、秋の登山を楽しむ。

 10月8日㈪9時～15時半
 田代山（八幡平市）
 20人※小学生と保護者
 1人760円　
 往復はがき：9月21日㈮必着　
 1024106

西部公民館
〠020-0134 南青山町6-1

☎643-2288

■古代史講座
古代仏教が中世奥州社会で広まって
いく過程や背景を探る。10月13日㈯は

 12月1日㈯は17時半～、2日㈰は
13時～と17時半～　  3000円

 10月4日㈭からチケットを販売し
ます。盛岡劇場と市民文化ホール、キ
ャラホール、姫神ホールで9時から、
市内プレイガイドでは同日各開店時
刻から、ローソンチケットは10時か
ら販売　  1024169

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■子育て応援講座
 「いっしょにあ・そ・ぼ！」
男性保育士連チーム・ファンタジスタの皆
さんによる手遊びや読み聞かせなど。

 9月30日㈰10時～11時半
 40人※3歳未満の子と保護者
 電話・窓口：9月4日㈫10時から
 1024103

■夜の料理教室
 10月3日㈬18時半～20時半
 20人　  700円
 往復はがき：9月19日㈬必着
 1024105

■親子茶道体験講座
作法やお茶のお点前を学ぶ。

 10月6日㈯10時～12時と13時～15時
 各10組※初心者の小学生と保護者
 １組600円　
 往復はがき：9月21日㈮必着　
 1024104

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■敬老の日似顔絵コンテスト
おじいちゃんおばあちゃんの似顔絵
コンテスト。描いてくれた人へプレゼ
ントを贈呈。　

 9月9日㈰～9月17日㈪　
 1024162

●休館日のお知らせ
 9月18日㈫～９月28日㈮

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911

■鉈屋町界隈の手仕事展
鉈屋町周辺で手仕事に取り組んでい
る人たちの実演と作品の展示販売会。

 9月23日㈰・24日㈪、10時～17時
 出展者など詳しくは、市公式ホーム

ページをご覧ください。
 1024101

■管楽器の学校～フルート編～
牧野詩

し

織
お り

さんらフルートトリオによ
る、親子でフルートに親しめる体験

北上市立博物館などをバスで見学。
 9月15日・29日・10月13日・27

日、土曜、全4回、10時～12時　
 バス見学のみ30人
 500円※バス見学参加は別途2000

円　  当日会場へお越しください
■初級者のための囲碁教室

 9月26～10月31日、水曜、全６回、
13時半～15時

 15人　  1000円
 電話：9月19日㈬10時から

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■パティシエが教えるいわてスイ～ツ
　作り教室
㈱サラダファームの瀬川徹

とおる

さんから地元
食材を使用したスイーツ作りを学ぶ。

 10月9日・23日、火曜、全２回、13
時半～15時半　

 10人　  3000円
 電話・窓口：9月15日㈯10時から
 1024107

中央卸売市場
〠020-8567 羽場10地割100

☎614-1000

■卸売市場開放デー
市場の一部を開放し、新鮮な魚や野
菜、果物を販売します。

 9月8日㈯9時～11時
 1017256

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50

☎681-2100

■合
ご う

子
す

形
な り

兜
かぶと

実物公開
 9月14日㈮～24日㈪、9時～19時
 入館料が必要　  1020522

■もりおか弁で語る昔話
 9月15日㈯14時～14時半
 展示室入場料が必要　  1019825

■れきぶん講座「雑書の世界②」
岩手大の細井計

かずゆ

名誉教授による講演。
 10月14日㈰13時半～15時半
 50人　
 往復はがき：9月23日㈰必着　
 1024046

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3302

■特別展「竹久夢二の世界」
竹久夢

ゆ め

二
じ

の絵はがきや表紙のデザイン
を手掛けた「セノオ楽譜」などの展示。

 9月6日㈭～来年1月10日㈭、9時

～18時　  入館料が必要　
 1024089

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目9-45 

☎661-4343

■児童文学を読む会
　ジュディス カー作「アルバートさんと
赤ちゃんアザラシ」（徳間書店）

 9月19日㈬10時～12時
 1024108

区界高原少年自然の家
〠028-2631 宮古市区界2-111

☎0193-77-2048
ファクス0193-77-2124

■歴史の道　旧宮古街道探訪
旧宮古街道に残された一里塚や古

こ

碑
ひ

に触れながら約14㌔㍍を散策。
 10月8日㈪8時40分～16時15分
 同自然の家～高畑公民館（川目３）
 20人※小学４年生以上（小・中学

生は保護者同伴）　
 １人2000円※昼食あり
 はがき・ファクス：9月20日㈭必着

※学校名と学年、交通手段、アレルギ
ーの有無を明記。　

 1000876

「もりおかの木と暮らす住宅」見学会
林政課　☎626-7541

市産材を利用して建てられた住宅の
見学や、市産材の解説など。

 9月8日㈯9時半～12時半
 住宅建築現場※上ノ橋観光バス

駐車場からバス移動　
 20人　
 電話：9月４日㈫9時から
 1024152

もりおか女性センター
〠020-0803 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303

■もりおか女性センターフェスティバル
 10月5日㈮～10月6日㈯
 1001892

▶映画祭
映画「あん」ほか１日3本の上映
５日は13時～20時、６日は10時～
16時10分　  各回100人　

 電話：９月４日㈫から。先着5人
 映画1日共通券：前売り1000円、

当日1200円
▶利用団体の活動を紹介するパネル展示
9時～21時半まで。６日は17時まで。
詳しくは、市公式ホーページをご覧
ください。　

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■プラハ国立劇場オペラ
　「フィガロの結婚」

 来年1月19日㈯15時～18時
 全席指定。SS席：1万4000円、S

席：1万2000円、A席：1万円、B席：
6000円、Uー25（25歳以下）チケッ
トB席：3000円

 9月6日㈭から、同ホールと市内プ
レイガイドで販売　  1024167

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目3-1

☎634-0450

■スッキリぴらてぃす体験会
呼吸と骨を意識した動作で体幹を鍛
えるピラティスを親子で体験。

 10月4日㈭17時半～18時半
 12組（25人）※10歳以上の子と

保護者　  電話：9月9日㈰14時から
 1024116

●一般開放の利用制限
 9月8日㈯・9日㈰・18日㈫

盛岡劇場
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258

■戯曲ワークショップ
　Let'sチームで脚本作り！

 10月7日㈰は13時～17時、10月8
日㈪は10時～16時

 10人※高校生以上　  500円
 電話・窓口：9月5日㈬10時から
 1024166

■盛岡文士劇公演チケット一般販売
「恋はバッババーン」「口上」「柳は
萌ゆる」の３演目。

みちのくコカ・コーラボトリング
リンクの一般開放利用制限

同リンク　☎601-5001
 9月12日㈬・13日㈭・18日㈫・22

日㈯～24日㈪・26日㈬・27日㈭

湖畔の秋を満喫しよう岩洞湖まつり
岩洞湖まつり実行委員会　☎683-3852
 9月15日㈯10時～14時半
 岩洞湖家族旅行村（薮川字亀橋）

※盛岡駅西口バスターミナルと巻堀
小から出発するバスを運行します。
利用者は電話で申し込みが必要

 詳しくは、市公式ホーページをご覧
ください　  1016457

月釜茶会
中央公民館　☎654-5366

表千家同
ど う

門
も ん

会
か い

と武者小路千家官
か ん

休
きゅう

会
か い

による茶会。
 9月16日㈰9時半～15時
 上田公民館（上田四）
 900円　  1022548

バスの日まつり
同まつり実行委員会　☎626-7519

バス車両やいろいろな降車ボタンの
展示など。

 9月23日㈰11時50分～15時半
※当日は県内発着の路線バス全線（都
市間・高速バスなどを除く）で小学生
以下の運賃が無料になります

 大通商店街とサンビル（大通一）
 1020484

手話初級講座
障がい福祉課　☎613-8346

 9月27日～10月25日、木曜、全５
回、10時～12時

 市総合福祉センター（若園町）
 30人※手話初心者　  648円

 電話：9月3日㈪10時から

えほんの時間だよ！
Let's Share BOOKs！
生涯学習課　☎639-9046

読み聞かせのための絵本の選び方
や、読み聞かせを体験。

 9月28日㈮10時半～12時
 都南公民館（永井24）
 50人※子育て中の人や、読書ボラン

ティアに興味がある人
 電話：9月4日㈫10時から
 1023940

環境学習講座　森となかよし！
外山森林公園で自然体験

環境企画課　☎626-3574
自然観察や、野外調理体験など。

 9月29日㈯10時～14時
 同公園（薮川字大の平）
 15組※小学生と保護者（幼児は

要相談）  528円 
 電話：9月3日㈪10時から
 1024099

市民後見人養成講座
長寿社会課　☎613-8144

本人に代わり財産の管理や契約手続
きなどを行う「市民後見人」になる
ために必要な知識などを学ぶ。

 10月11日～12月13日、木曜、全9
回、10時～16時半

 プラザおでって（中ノ橋通一）など
 詳しくは、市公式ホームページを

ご覧ください　  1020216

犬のしつけ方教室
生活衛生課　☎603-8311

 電話：9月４日㈫～14日㈮、9時～
17時　  1001659
①飼い方教室（講義）

 10月20日㈯13時半～16時
 高松地区保健センター（上田字毛

無森）  50人
②しつけ方教室（実技）

 10月21日㈰9時半～12時半
 中央公園ドッグラン（本宮字蛇屋敷）
 ①を受講した人と同伴犬20組

※市に登録し、狂犬病・混合ワクチン
接種済みの犬　

下水道探検ツアー
県下水道公社　☎638-2623

下水をきれいにする過程の見学など。
 9月8日㈯10時～15時
 都南浄化センター（東見前3）
 当日会場へお越しください

志波城まつり
志波城跡愛護協会　☎658-1710

地元小中学生のステージ発表や郷土
芸能の披露など。

 9月9日㈰10時～15時
 志波城古代公園（上鹿妻五兵衛

新田）　  1023947

チャリティーバザー
盛岡ユネスコ協会　☎635-7950

 9月26日㈬10時半～14時
 桜山神社特設会場（内丸）

家族介護者リフレッシュ交流会
青山和敬荘地域包括支援センター

　☎648-8622
介護体験者による講話と昼食を兼ね
た交流会。

 10月3日㈬10時～13時
 一ノ倉邸（安倍館町）
 20人※認知症の人や要介護１以上

の高齢者、体に重度の障がいがあり、
1人での外出が難しい人などを介護し
ている人　  電話：9月26日㈬まで

　　　　＜おわびと訂正＞
8月15日号４ページに掲載した上田
公民館のイベントの講師名に誤りが
ありました。正しくは亀山弘

ひろ

能
のり

さんで
す。おわびして訂正します。


