
イベント情報 マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください

地 球 環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。８ 広報もりおか ２. ２. 15

イベント名 内容（費用）など 日時 定員・対象

ワークショップ
「コンパクトホバー」

ＣＤを使ってホバークラ
フトを作る（200円。展
示室入場料が必要）

３月の毎週日曜と20
日㈮・21日㈯、
10時半～12時と14
時～15時半

各30人

サイエンスショー
「静電気ってな～に？」

静電気を利用したさまざ
まな実験
（展示室入場料が必要）

３月の毎週日曜（22
日を除く）と20日㈮・
21日㈯、
13時～13時15分

なし

ナイトミュージアム
①星空みどころ案内
②星を見る会※悪天・
　荒天時は中止
③科学工作
④プラネタリウム

③ビー玉万華鏡を作る
　（300円）
④「見上げよう！未来の
星空」（４歳～中学生200
円、高校生以上500円）

３/７㈯
①18時～18時半
②③18時半～20時
④19時～19時20分

①④
各160人
②なし
③30人

大人のための
ものづくり体験教室

パズルの仕組みを学び、
幼児向け木製パズルを作
る（2000円）★

３/21㈯
13時～16時

10人※高校
生以上

工作教室「エッチング
でステンレス鋼板に絵
を描こう」

科学技術館（東京都千代
田区）の工作教室が盛岡
に！　特別なペンと化学
反応によりステンレスの
板に絵を描く（無料）★

３/22㈰
10時～11時

12人※小学
生以上（小
学４年生以
下 は 保 護
者同伴）

実験ショー「きみは知
ってる？鉄のこと‼!」

科学技術館講師による、
鉄の性質を使った実験
（展示室入場料が必要）

３/22㈰
13時～13時20分 なし

★   電話・窓口：２/19㈬９時から

二つの班に分か
れて活動するよ！

　工作の基礎技術を学んだり、発
明くふう展（発明協会主催）へ出
品する作品を作ったりする少年少
女発明クラブの会員を募集します。

子ども科学館で

科学の面白さを発見しよう！
☞ 少年少女発明クラブ　

　　　　　 会員募集！

 同館☎634-1171

①ダ・ビンチ班（基礎コース）
紙や木工、電子工作などの基礎技術
を身に付ける
②エジソン班（応用コース）
発明くふう展へ出品するアイデア作品
の製作や課題工作で工作技術の向上
を目指す

☞ ３月のイベント

 4月～来年２月の日曜日を中心に全30
回程度、①９時半～11時半②14時～16時

 各15人※①は市内の新小学４～５年
生で発明クラブ未経験者②は市内の新
小学５年～中学２年生で発明クラブ経
験者にお勧め　  各5000円

 往復はがき：郵便番号と住所、名前
（ふりがな）、保護者名、電話・ファクス
番号、学校名、４月以降の学年、希望す
る班のほか、応募の理由を記入し、〠
020-0866本宮字蛇屋敷13-1 子ども
科学館「少年少女発明クラブ係」へ郵
送。応募期間は、2月18日㈫から３月１
日㈰まで。3月１日の消印有効。応募多
数の場合は抽選

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■ぬりえdeひなまつり
ゆぴあすでぬりえを描き、展示しま
せんか。先着250人にひなあられを
プレゼントします。

 ２月22日㈯～３月３日㈫

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢1-88

☎638-2270　

■木製・スマートホンの
　エコスピーカー作り教室

 ２月27日㈭～29日㈯、９時半～15時
 各５人※中学生以上　
 各1000円
 電話：２月19日㈬９時から

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■そば打ち体験教室
 ２月29日㈯９時半～12時
 ①簡単コース20人②本格派コー

ス5人　  ①500円②1500円
 電話：２月19日㈬10時から

■じっくり学ぶパソコン教室
 1029579

▶パソコンタブレットお助け相談会
 ２月29日㈯10時～12時と13時～

15時　  500円
▶ワード実践編

 ３月３日㈫～４日㈬、10時～16時
 16人　  4400円
 電話：２月18日㈫10時から

▶パワーポイントにトライしよう！
 ３月10日㈫～13日㈮、９時半～12時
 16人　  4400円
 電話：２月26日㈬10時から

■春　新しいことをはじめてみませ
　んか？～書道に挑戦！～

 ３月12日㈭・19日㈭、全２回、13時
半～15時半

 ８人※書道具を持つ初心者
 710円　
 電話：２月20日㈭10時から
 1029583

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50

☎681-2100

■テーマ展「桃と端午の節句」
 ２月19日㈬～５月18日㈪
 展示室入場料が必要　  1028442

■歴文館リーディングカフェ
平
ひ ら

谷
や

美
よ し

樹
き

作「柳は萌ゆる」を同氏と

畑中美
み

耶
や

子
こ

館長が朗読します。
 ３月22日㈰14時～15時
 15人　  1000円
 電話：２月23㈰11時から
 1020024

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

■収蔵資料展「明治・大正盛岡文士録」
 ２月22日㈯～６月14日㈰
 入館料が必要　  1025583

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■館長講座「渋沢栄一と原敬～新１万
　円札の顔と平民宰相の接点」

 ２月22日㈯13時半～15時
 30人　  1025552

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3302

■特別講話「雅子皇后と盛岡」
皇后雅子さまと盛岡の関わりについ
て、祖母の江

え

頭
がしら

寿
す

々
ず

子
こ

さん、御両親と
親交のある新渡戸基金の藤井茂

しげる

理事
長による講話。

 ２月23日㈰10時半～11時半
 入館料が必要　  1028177

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■令和元年度調査成果報告会
今年度に発掘調査した、盛岡市内の遺
跡の最新成果を報告します。

 ３月１日㈰13時～16時　  80人
 1009440

もりおか郷土芸能フェスティバル
歴史文化課　☎639-9067

市・県指定文化財の神楽や田植踊り、
剣舞、さんさ踊りなどの市内10団体
が演舞。

 2月23日㈰10時~16時
 市民文化ホール大ホール（盛岡駅

西通二）　
 前売り800円、当日1000円※中

学生以下無料※前売りは市内プレイガ
イドで発売中　  1025596

大人のクラフト教室　
渋民公民館　☎683-2354

スマートフォン用の木製スピーカー作り。
 ３月１日㈰９時~15時半 

 都南つどいの森（湯沢１）
 10人※高校生を除く18歳以上
 1530円　  ２月18日㈫９時から

さけの稚魚放流会
綱取ダムの環境と清流を守る会の大黒さん

☎651-2669

サケの稚魚２万匹を中津川に放流。
 ２月22日㈯11時～12時
 中津川橋付近の河川敷※駐車場

はありません
 小学生以下は保護者同伴
 1025714

ベトナム料理で味わう異文化交流
文化国際室内、盛岡国際交流協会

☎626-7524
盛岡に住むベトナム人を講師に、ベト

ナムの料理や文化を学び交流します。
 ３月15日㈰10時半～13時半
 上田公民館（上田四）　  20人
 1200円※賛助会員は500円
 電話：２月18㈫10時から

　４月１日㈬から開館する同セン
ター（旧・都南勤労福祉会館）の
各部屋の使用受け付けを開始しま
す。使用を希望する日の１カ月前か
ら予約できます。詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。

 電話：３月２日㈪９時から※3月31日
㈫までは市民協働推進課☎626-7500、
４月１日からは同センター☎638-0500
で受け付け　  1029618

永井地域交流活性化センターの
使用予約受け付け開始！


