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り教室
ダックスフントをモチーフに木材で作る。

 10月25日㈭～27日㈯、9時半～15時
 各7人※中学生以上　  1000円
 電話：10月18日㈭9時から

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-1

☎681-5132

■散策・リース・そば打ち体験
新そば打ち体験やクリスマスに向け
た森のリース作り体験など。

 11月6日㈫9時～15時
 30人　  1500円
 往復はがき：10月26日㈮必着
 1024395

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目1-1

☎654-2333

■カリグラフィー講座
アルファベットを美しく書く技法でメ
ッセージカードを作る。

 11月10日㈯・17日㈯、全2回、10
時～12時　  12人　  1500円

 往復はがき：10月29日㈪必着
 1017353

■素敵な音楽♪とコーヒータイム
ピアノミニコンサートを楽しみながら、入
れたてのコーヒーとスイーツを味わう。

 11月16日㈮18時半～20時
 30人　  800円
 往復はがき：10月29日㈪必着
 1020928

■終活入門講座
終活の基礎知識や身の回りの整理整
頓などを学ぶ。

 11月21日㈬・29日㈭、全2回、10時
～12時　  20人　  1000円

 往復はがき：11月5日㈪必着
 1019643

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　
▶パソコン・タブレットお助け相談会

 10月26日㈮10時～12時と13時

ンをより良いものにする。
 11月17日㈯・18日㈰、10時～15時
 5人※起業を目指す女性
 5人※生後6カ月～未就学児、1人

につき800円、要予約　  1000円
 電話：10月18日㈭10時から。芽

でるネット☎624-3583で受け付け
 1017370

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（求職中含む）を対
象に初心者向けの料理や卓球などの
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：10月
18日㈭12時から

サンライフ盛岡
〠020-0861 仙北二丁目4-12

☎635-9600

■マクラメコードとビーズで作る
　バッグチャーム＆ドールストラップ

 11月21日㈬13時半～16時半
 10人　  2000円
 電話：10月18日㈭10時から

■女性のための心理学講座
コミュニケーションをテーマに自分ら
しく過ごす方法を学ぶ。

 11月17日㈯13時半～15時半
 15人※女性　  1500円
 電話：10月20日㈯10時から

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-25

☎604-8900

■田村晴樹ギャラリートーク
企画展「田村晴

はる
樹
き

 水彩と版画」につ
いて作家自身が語る。

 10月27日㈯14時～15時半
 50人　  1024283

都南つどいの森
〠020-0842湯沢1-88 

☎638-2270

■ダックスフントの万年カレンダー作

～15時、全2回　  各500円
▶はじめてのパソコン教室

 10月30日㈫・31日㈬、全2回、10
時～16時　  16人　  4620円

 電話：10月18日㈭10時から
▶デジカメ取込・整理・加工

 11月1日㈭・2日㈮、全2回、10時
～12時　  16人　  2500円

 電話：10月23日㈫10時から
▶エクセルをはじめよう！

 11月6日㈫・7日㈬、全2回、10時
～16時　  16人　  4400円

 電話：10月26日㈮10時から
▶タブレット端末で楽しもう！

 11月15日㈭・16日㈮、全2回、10
時～12時　  16人　  2700円

 電話：10月31日㈬10時から
■西部公民館祭2018
同公民館で活動しているサークル団体
による展示やステージ発表、チャリティ
ーバザー、こども囲碁教室など。詳しく
は、市公式ホームページをご覧ください。

 11月9日㈮～11日㈰、9時～16時
※11日は15時まで　  1017252
■縄文講座
三陸の縄文人の暮らしなどを学ぶ。

 11月17日・24日・12月1日、土曜、
全3回、10時～12時　  500円
■かんたんワード＆エクセル

 11月20日㈫～22日㈭、全3回、
10時～15時　  16人　  4620円

 電話：11月6日㈫10時から

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■玉山地域公民館まつり
手芸や生け花などの作品展示と、合
唱や舞踊などの舞台発表のほか、フ
リーマーケットや屋台もあります。

 11月3日㈯・4日㈰、10時～15時半
 1024416

河南公民館
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258

■～思い出の本を大切に～
　図書修復講座
思い出が詰まった絵本やお気に入り

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■キッズ・アート・ワークショップ「ひ
　とのカタチからアートができた！」
段ボールで人のカタチをつくりアート
作品にする。

 12月8日㈯・9日㈰、10時～12時
 各回8組16人※小学生と保護者　
 １人500円
 電話：10月27日㈯10時から
 1024480

■前橋汀
て い

子
こ

カルテット
弦楽四重奏団によるオール・ベート
ーベン・プログラム。

 来年1月27日㈰14時～16時
Ｓ席4500円、Ａ席3500円、Ｕー25チ

ケット（25歳以下）1500円※全席指定
 同ホールと各プレイガイドで発売中
 1024481

キャラホール
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■オペラ鑑賞講座「Viva! オペラ15」
「フィガロの結婚」を中心に映像や資料、
実演などを交えてオペラを徹底解説。

 12月6日㈭・12日㈬・19日㈬・25
日㈫・来年1月15日㈫、全5回、19時
～20時半　  80人　  2000円

 電話・窓口：10月25日㈭10時から
 1024483

■芽でるネット・パソコンセミナー
①ワード入門・表のある文書の作り方
②エクセル関数入門

 ①11月1日㈭10時～12時②11月
29日㈭10時～12時

 各8人※起業や就労を目指してい
る女性　  各300円

 電話：10月18日㈭10時から芽で
るネット☎624-3583で受け付け

 1021926
■女性起業芽でる塾フォローアップ編
やりたいことをイメージし、起業プラ

の本を修繕し、保管する方法を学ぶ。
 11月9日㈮9時～12時
 15人　  500円程度
 往復はがき：10月31日㈬必着
 1024410

飯岡地区公民館
〠020-0853 下飯岡8-100

☎637-2270

■エコクラフト教室
紙ひもを使って、石畳編みのかご作り
に挑戦。

 10月24日㈬・31日㈬、全2回、10
時～15時　

 10人　  500円※昼食持参
 電話：10月18日㈭9時から

市立図書館
〠020-0114  高松一丁目9-45

☎661-4343

■読書週間記念講演会
さわや書店フェザン統括店長の田口
幹
み き

人
と

氏が「本をめぐる冒険～もういち
ど、本屋へようこそ～」と題して講演。

 11月3日㈯14時～16時  
 50人
 電話・窓口：10月18日㈭10時から
 1024375

■児童文学を読む会
岡田依

い

世
よ

子
こ

作「夏休みに翡
ひ

翠
す い

をさが
した」（アリス館）

 10月24日㈬10時～12時　
 1024374

■科学談話会
県立大看護学部の平野昭

あ き

彦
ひ こ

教授が
「看護とはどのようなはたらきか」と
題して講演。

 10月25日㈭18時半～20時
 1024373

都南図書館
〠020-0834  永井24-90-2

☎637-3636

■都南図書館コンサートT
ト ナ ン ズ
onan's B

バ ー
aｒ

60～80年代洋楽のバンドによるコ
ンサート。

 10月27日㈯18時半～19時半
 1021093

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50

☎681-2100

■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。

 10月20日㈯・11月24日㈯・12月15
日㈯、10時～16時

 各20人※当日9時から整理券を配布
■東北文化の日　無料開放
２階展示室を無料開放します。　

 10月28日㈰
■もりおか昔話
ナレーターの小野寺瑞

み ず

穂
ほ

さんと館長
の畑中美

み

耶
や

子
こ

さんが岩手県に伝たわ
る伝説などを盛岡弁で語る。

 10月28日㈰14時～15時　
 50人　  1024555

■芸術の秋　音楽鑑賞会
シンフォニエッタ盛岡による弦楽器
を中心とした演奏会。

 11月3日㈯14時～15時　
 50人　  展示室入場料が必要

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■第60回原敬記念館企画展
　「原敬記念館誕生物語」
同館建設の経緯を中心に、現在まで
の歩みを紹介。

 10月20日㈯～来年1月14日㈪
 入館料が必要　  1024390

▶ギャラリートーク
 ①11月11日㈰13時半～14時15分

②12月8日㈯15時15分～16時③来
年1月12日㈯15時15分～16時

 各20人　  入館料が必要
▶学芸員講座「原敬記念館誕生物語」
調査で新たに分かったことなどをエピ
ソードを交えながら紹介。

 12月8日㈯13時半～15時　  30人
■文化の日・原敬命日　無料開館

 11月3日㈯・4日㈰
■原敬命日記念事業
記念茶会などのイベントも。詳しく
は、市公式ホームページをご覧くださ
い。　  11月4日㈰　  1020954
▶記念茶会（9時半～15時半）

原家にゆかりの流派である江戸千家
不

ふ

白
は く

会によるお茶席。
▶大宮さんさ踊り記念演舞（14時～
14時半）

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷2-2

☎659-3338

■文化の日記念イベント・無料開館
当日は無料開放。そのほか①茶会②
樹木めぐり③ミニパイプオルガンコン
サートを開催します。詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。

 11月3日㈯　  ②30人③80人　
 ①300円　  1020956

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3302

■企画展「芸術家のてがみ～あふれる
　想いをてがみに込めて～」
新たに寄贈された靉

あ い

光
み つ

や高橋忠
ちゅう

彌
や

の
手紙などを展示し、岩手にゆかりの
ある芸術家の業績などを紹介。

 10月23日㈫～来年2月18日㈪
 入館料が必要　  1024392

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民9

　　　　　☎683-2315　　　　　　

■企画展「啄木第一号歌碑建立物語」
 来年1月20日㈰まで

▶講演会「啄木第一号歌碑建立の背景」
 10月21日㈰13時半～15時
 50人　  渋民公民館（渋民字鶴塚）
 1024393

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■企画展「繫遺跡」
国指定重要文化財「深

ふ か

鉢
ば ち

形土器」7点
を中心に展示。

 来年1月20日㈰まで　
 入館料が必要

▶学芸講座「発掘された繫遺跡」
 10月21日㈰13時半～15時

 80人　  1009440

都南歴史民俗資料館
〠020-0842 湯沢1-1-38

☎638-7228

■企画展「資料からみる昭和のくらし」
昭和時代の生活で使用された道具を、
現在の道具と比較して紹介。

 12月16日㈰まで、9時～16時　
 1024399

■移動資料展　セレクション2018
同館に収蔵している資料から厳選し
たものを展示して紹介。

 10月27日㈯・28日㈰・11月3日
㈯・4日㈰、10時～16時

 都南公民館（永井24）

市老人作品展
社会福祉協議会　☎651-1000

 10月23日㈫～25日㈭10時～17時
 市総合福祉センター(若園町)

盛岡城跡公園であそぼう！
公園みどり課　☎ 639-9057

焼き芋づくりや丸太ボーリングな
ど。詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください。

 11月10日㈯9時半～13時
 盛岡城跡公園(内丸)
 30組※1組3人まで
 10月18日㈭から　  1017422

環境学習講座  ボタニカルキャン
ドル作りでライトダウン

環境企画課　☎626-3754

自然素材を使ってキャンドルを製作。
 11月13日㈫、10時～11時半と12時～13

時半　  ユートランド姫神（下田字生出）
 各10人　  各1028円
 電話：10月18日㈭10時から
 1024426

公開講座「好きなんです、いわて」
中央公民館　☎654-5366

「いわて」魅力の届け方についてNHK盛
岡放送局の大久保嘉

よ し

二
じ

局長が講演。
 11月17日㈯10時半～12時
 上田公民館（上田四）　  200人
 電話：10月18日㈭10時から
 1024403

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303


