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※特に記載がない場合、費用は無料

 日時　  会場　  定員、対象　  費用　  申し込み　
 問い合わせ　  広報ID　  託児　  会場までバス移動　

マークの
見方

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

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

申し込みが必要な
イベントについてイベント情報

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0878 中ノ橋通一丁目１-25 

☎604-8900

■森荘已池展
　～岩手初の直木賞作家の生涯～

 ４月５日㈰まで　  1029487

▼ギャラリートーク
四女の三

み

紗
さ

さんが父・森荘
そ う

已
い

池
ち

の仕事
と宮沢賢治との交流について語ります。

 ２月29日㈯14時～15時　  50人

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911
machiya@iwate-arts.jp

■鉈屋町・大慈寺町界隈 おもいで写真展
昭和時代の同界隈を振り返る写真展。

 ３月８日㈰まで　  1029439
■浜藤JAZZライブ
酒蔵を改装したホールでワインなどを
飲みながらジャズライブを楽しみます。

 ２月29日㈯19時～20時半
 80人　
 前売り3000円、当日3500円
 ２月５日㈬10時から同館とカワト

ク、プラザおでって、シグアートギャ
ラリーで販売。※同館のみ電話・メー
ルで予約を受け付けます

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■寒仕込手前味
み

噌
そ

作りに挑戦！
 ２月21日㈮９時～15時
 麹屋もとみや（八幡平市）※集合・

解散は同館
 20人　  3130円　
 往復はがき：２月12日㈬必着
 1017348

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■名作映画会
「お茶漬けの味」を上映します。

 ２月14日㈮13時半～15時半
■じっくり学ぶパソコン教室
①ワードを始めよう！②エクセルを始
めよう！

 ①２月18日㈫～20日㈭②２月26
日㈬～28日㈮、各全３回、13時～16時

 各16人　  各2900円
 電話：①２月４日㈫10時から②２

月12日㈬10時から　  1029449
■東日本大震災復興支援
　チャリティーコンサート
管楽合奏や合唱のコンサートなど。

 ２月22日㈯14時～15時半

 電話：２月４日㈫10時から
 1026545

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■障がい者スポーツ教室
①鉄棒や跳び箱、マット運動②クロ
ールの練習をします。

 ２月８日㈯①９時半~10時20分
②10時40分～11時半　

 各10人※知的・発達障がいのある
小学生

 各550円※①②両方に参加する場
合は990円

 電話：２月４日㈫10時～２月６日㈭
17時　  1029441
●一般開放の利用制限
次の期間は、大会により利用できません。

 ２月２日㈰・22日㈯・23日㈰

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

〠020-0866 本宮五丁目３-３
☎601-5001

■子どもと大人の初心者スケート教室
 ２月25日㈫～27日㈭、全３回、17時

～18時
 20人※小学生～60歳未満の初心者
 3050円
 電話：２月７日㈮10時から　
 1029445

●一般開放の利用制限
次の期間は、大会などにより利用でき
ません。

 ２月８日㈯・９日㈰・15日㈯・23
日㈰・24日㈪

つなぎスポーツ
研修センター

〠020-0055 繫字舘市69-２
 ☎681-6880

■スポーツ吹矢で楽しく健康！
 ２月14日㈮10時～11時半　
 20人　  500円
 電話：２月４日㈫10時から
 1025426

太田老人福祉センター
〠020-0053 上太田細工４

☎659-2133

■陶芸体験講座
皿やコーヒーカップを作ります。※送
迎バスがあります

 ２月15日㈯・22㈯、10時～14時
 各16人　  各500円
 電話・窓口：２月４日㈫９時から

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■みんなで吹奏楽体験！
身近な材料での楽器作りや演奏体験、
社会人吹奏楽団のミニ演奏会など。

 ３月８日㈰13時～16時
 20人※小・中学生と保護者
 1400円　
 往復はがき：必要事項の他、保護

者の名前と子の学校名・学年を明記。
２月20日㈭必着　  1029453

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■簡単！Windows10で写真加工
 ２月22日㈯10時～16時
 16人※18歳以上でパソコンの基

本操作ができる人　  3128円
 電話：２月４日㈫９時から
 1029454

■親子の休日（七滝氷
ひょう

瀑
ば く

ハイキング）
 ２月23日㈰８時～14時
 七滝（八幡平市）※集合・解散は同館
 20人※小学生と保護者　  150円
 電話：受け付け中　  1029455

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
ジュゼッペ・フェスタ作「飛ぶための
百歩」（岩崎書店）

 ２月12日㈬10時～12時
 1029450
■科学談話会
岩手大の福井大

だ い

祐
す け

准教授による「地
球の健康を診る獣医学～人と動物と
地球は一つ～」と題した講演。

 ２月20日㈭18時半～20時
 1029451

●図書点検のため臨時休館
 ２月17日㈪～27日㈭

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
同館サポーターズ「ふたば」の語り探求部
員が盛岡弁で昔話や伝説を語ります。

 ２月15日㈯14時～14時半
 50人　  1019825

■歴史探求部研究発表会
「ふたば」の歴史探求部員が１年間
の調査研究報告をします。

 ２月22日㈯13時半～15時半

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■パイプオルガン初級演奏講座
オルガニストからパイプオルガンの基礎
を学びます。申し込み方法など詳しくは、
同ホールウェブサイトをご覧ください。

 ４月～来年２月、主に
木曜、全13回

 ６万３000円　
 3月22日㈰必着

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■もりげきサロン
お茶を飲みながら、気軽におしゃべり
を楽しみませんか。

 ２月４日～25日、火曜、10時～17
時※出入り自由　  1029452
■もりげきライヴ
絵

え

美
み

夏
か

M
ミュージック

usicT
ト ラ ベ ラ ー ズ

ravelersが出演します。
 ２月19日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円※小

学生以下無料　  1028880

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303

■パソコンミニセミナー
①エクセル入門②ビジネス文書の作
り方。

 ①２月20日㈭10時～12時②２月
27日㈭13時～15時

 各８人※起業や就労を目指す女性
 各300円
 電話：２月４日㈫10時から芽でる

ネット☎624-3583で受け付け
 1021926

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■トレーニングカウンセリング
 ２月12日㈬・19日㈬・25日㈫、14

時～16時※１人30分
 各４人※18歳以上　
 各550円※トレーニングルームの

使用料は別途　
 電話：２月４日㈫10時から　
 1026544

■月１フィットネス教室
ボクシングの動きによる有酸素運動
と全身の筋力トレーニングをします。

 ２月21日㈮19時半～20時半
 20人※高校生を除く18歳以上
 550円

 50人　  1029456

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

　　　　　☎683-2315　　　　　　

■収蔵資料展・啄木と渋民の人々
 ２月４日㈫～５月10日㈰
 入館料が必要　  1025435

■啄木生誕記念講演会
同館の森義

よ し

真
ま さ

館長による啄木と万葉
集についての講演。

 ２月20日㈭13時半～15時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 50人　  1021849

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■企画展「北の大地に魅
み

せられて
　～盛岡の先人と北海道～」
新渡戸稲造など盛岡の先人と北海道
の関わりを紹介します。

 ２月11日㈫～５月24㈰
 入館料が必要
 1025616

▼ギャラリートーク
 ３月20日㈮・５月16㈯、14時～15時
 入館料が必要　

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■埋蔵文化財調査資料展　盛岡を発
　掘する～令和元年度調査速報～

 ２月１日㈯～５月24日㈰
 入館料が必要

■縄文ふれあいＤ
デ ー

ＡＹ
古代のお守りネックレス・土

ど

玉
だ ま

彩
さ い

色
し き

（ブ

レスレット）作りや火おこし体験など。
 ２月８日㈯、10時～11時半と13時

～14時半
 各100円※火おこしは無料。別途

入館料が必要

志波城古代公園
〠020-0855 上鹿妻五兵衛新田47-11

☎658-1710

■いにしえのひなまつり展
貝にきらびやかな細工をした「貝び
な人形」を展示します。

 ２月１日㈯～３月３日㈫、９時～16時
 1017894

■貝びなづくり体験講座
 ２月22日㈯10時～12時
 10人※小学生以上。小学生は保

護者同伴　  1000円
 電話：２月５日㈬９時から
 1017895

もりおか短角牛フェアを開催中！
もりおか短角牛振興協議会　☎613-8457
期間中に同フェア参加24店舗でもり
おか短角牛メニューを食べて応募す
ると、抽選でもりおか短角牛肉を贈
呈。詳しくは市公式ホームページを
ご覧ください。

 ２月29日㈯まで
 1008242

もりおか雪あかり
盛岡観光コンベンション協会内、もりおか
雪あかり実行委員会事務局　☎621-8800

手作りのスノーキャンドルが街を温かい
光で包み込みます。詳しくは、同実行委
員会のホームページをご覧ください。

  メイン会場：２月６日㈭～８日㈯、
17時～20時、盛岡城跡公園（内丸）
サブ会場：会場ごとに開催日時が異

なります。ユートランド姫
神（下田字生出）など市内
11カ所

いわて雪まつり
同まつり実行委員会事務局　☎692-6407
岩手高原スノーパーク（雫石町）をメ
イン会場に、盛岡手づくり村（繫字
尾入野）など７会場で開催します。

 ２月７日㈮～11日㈫、９時～18時
※会場により開催時間が
異なります

 会場により入場料あり

農政フォーラム
農政課　☎626-7540

栃木県のこころみ学園施設長兼ココ・
ファーム・ワイナリー農場長の越

お

知
ち

眞
ま

智
ち

子
こ

さんによる農福連携の講演など。
 ２月７日㈮14時～17時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 電話：２月６日㈭17時まで
 1029617

盛岡地区かわまちづくり（舟運）
講演会

盛岡地区かわまちづくり（舟運）
実行委員会事務局　☎601-7244

国土交通省岩手河川国道事務所の
佐

さ

近
こ ん

裕
ひ ろ

之
ゆ き

所長による「河川の防災」
と題した講演会など。

 ２月13日㈭14時～15時半　
 盛岡商工会議所（清水町）

「美食王国もりおか」
ジョイントミーティング

トラベル・リンク㈱内、「美食王国もりおか」
ファンクラブ事務局　☎658-8644

消費者・生産者・事業者が集まり、盛
岡の「食と農」の新たな価値づくりを
考えます。申し込み方法など詳しくは、

美食王国もりおかのホームページを
ご覧ください。

 ２月19日㈬、①14時～15時50分
②16時～16時45分

 エスポワールいわて（中央通一）
 ①60人②生産者と事

業者のみ
 ２月４日㈫10時から

ラファエルのフランス語講座
文化国際室内、盛岡国際交流協会

☎626-7524

あいさつなど基礎的な会話とスイス
の文化を学ぶ初級者向け講座。

 ３月２日～23日、月曜、全４回、
18時半～20時

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 20人　  3000円※同協会賛助

会員は1500円
 電話：２月５日㈬10時から
 1029462

卓球バレー教室
市障害者スポーツ推進協会の

小野時雄さん　☎・ファクス 622-6507

 ２月15日㈯10時～12時
 県勤労身体障がい者体育館（青

山四）
 電話・ファクス：2月10日㈪20時ま

で※電話は17時～20時のみ

ジュニアスポーツ医・科学セミナー
市スポーツ協会　☎601-5700

ジュニアアスリートのためのトレーニ
ングやコンディショニングストレッチ
の方法などを学びます。時間や費用、
申し込み方法など詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。

 ３月８日㈰
 西部公民館（南青山町）
 1025425　


