イベント情報
盛岡劇場・河南公民館

マークの
見方

盛岡体育館

〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

■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。
中止
３月３日～24日、火曜、10時～17
時※出入り自由
1029365
▶地震防災かるた大会
災害への心がまえをかるたで遊びな
がら学びます。
中止
３月17日㈫13時半～15時
30人
1029727

■トレーニングカウンセリング
３月11日㈬・19日㈭・24日㈫、14
時～16時※１人30分
各４人※18歳以上
中止
各550円※トレーニングルームの
使用料は別途
電話：３月４日㈬10時から
1026304
■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。
３月26日㈭19時半～20時半
20人※高校生を除く18歳以上
550円
電話：３月４日㈬10時
から
1025952

総合プール

〠020-0866 本宮五丁目３-１
☎634-0450
きよし

キ ッ ス ッ ス

キャラホール

〠020-0834 永井24-10-１
☎637-6611
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問い合わせ

定員、対象
広報ID

費用

託児

申し込みが必要な
イベントについて

申し込み

会場までバス移動

■障がい者スポーツ教室
スケート靴の正しい履き方や楽しく
中止
安全に滑る方法を学びます。
３月20日㈮９時20分～10時半
みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク（本宮五）
15人※知的・発達障害のある小学
生と保護者
子550円、親100円
電話：３月６日㈮９時から
1029716

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
３月23日㈪～25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：３月9日㈪10時から
1025155

入館料が必要

エクセルの使い方を学びます。
３月18日㈬・19日㈭、全２回、10
中止
時～16時
16人
4400円
電話：３月４日㈬10時から
1029579

〠020-0114 高松一丁目９-45
☎661-4343

月釜茶会

中央公民館 ☎654-5366

■児童文学を読む会
萩原慎一郎作「歌集 滑走路」
中止
（K ADOKAWA）
３月25日㈬10時～12時
1029685
■科学談話会
岩手大の安 川 洋 生 教授による「ゲノ
中止
ム編集のお話～ゲノム編集食品に遺
伝子組換え食品のような表示義務が
ない件など～」と題した講演。
３月27日㈮18時半～20時
1029708

おもて せ ん け ど う も ん か い

ド

カ

ワ

やす かわ ひろ

お

手芸サークルひなの会の
成田知子さん ☎080-1829-9614

旧暦のひな祭りに合わせて、吊るし
中止
飾りを中心とした手芸品の作品展。
３月20日㈮～26日㈭、
9時半～16時
太田民俗資料館（中太田深持）
1029259

〠020-0866 本宮字荒屋13-１
☎635-6600
ー

■縄文ふれあいＤＡＹ
古代のお守りネックレス・土玉彩色（ブ
中止
レスレット）作りや火おこし体験など。
３月14日㈯、10時～11時半と13
時～14時半
各100円※火おこしは無料。別途
ど だまさいしき

５月末

盛岡市動物公園
休園のお知らせ

まで

（予定）

公園みどり課☎639-9057
市は、動物公園（新庄字下八木
田）のリニューアルオープンを令
和３年度以降に予定しています。
それに伴い、４月から動物公園
を管理・運営する指定管理者が変
わる予定のため、事業の準備など

会える
日を
楽しみ
にしてる
よ！

４月１日㈬から、リニューアルオープンす
る中央公民館の内覧会を開催します。
建物内に愛宕老人福祉センターを移転する
とともに、館内を全面改修し、照明をＬＥＤ
化したほか、通路や階段などへ手すりを設置、
トイレを洋式化しました。※中央公民館部分
は、準備ができた部屋から利用できます。利
用開始日など詳しくは、市公式ホ
ームページをご覧ください

で、今年は、５月末まで休園（予
定）します。６月から12月は、リ
ニューアルオープン前最後の開園
期間となります。詳しくは、市公
式ホームページなどでお知らせし
ます。
1029793

内覧会
３月25日㈬、10時～12時と13時～15時
中止
▶職員によるガイドツアー
希望する人は、次の時間に１階エントランス
ロビーにお集まりください。
10時10分と13時10分※各45分程度
1029725
外観

いわて盛岡シティマラソン実行委員会事務局☎626-3111
10月25日㈰９時スタート
スタート：岩手大（上田三）
ゴール：中央公園（本宮字蛇屋敷）
※ペアランのみ市役所本庁舎（内丸）
①フルマラソン7000人②ファンラン10.4㌔㍍、
2500人③ペアラン2.5㌔㍍、300組（600人）
①9500円②5000円③3500円
※①の20歳以下と70歳以上は500円引き
※７月20日㈪以降（レイトエントリー）は
各1000円増

郵便振替・ランネット
▶岩手県民先行エントリー
ランネット
※フルマラソンのみ
３月14日㈯10時～20日㈮23時59分
▶一般エントリー
３月21日㈯10時～７月19日㈰23時59分
▶レイトエントリー
７月20日㈪0時～８月16日㈰23時59分

広

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

中央公民館☎654-5366

いわて盛岡シティマラソン2020
参加ランナー募集！

ひなの会作品展

遺跡の学び館
デ

うらせん け たんこうかい

表千家同門会と裏千家淡交会による
茶会。
中止
３月８日㈰9時半～15時
上田公民館（上田四）※駐車場が
混み合うため、公共交通機関の利用
をお願いします
900円
1026199

しんいちろう

カ

新しくなった中央公民館を
見学しませんか？

古代風ストラップ

市立図書館

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

昨秋、初開催し、全国から９千人を超えるランナーが参加した
「いわて盛岡シティマラソン」。今年も、色鮮やかな紅葉シーズン
に開催します。コース沿道でのたくさんの応援や盛岡の特産品を
提供するエイドなど、ランナーへのおもてなしを存分に堪能するこ
とができます。城下町の風情が残る盛岡を駆け抜けてみませんか。
●

ランナーの皆さんへ

●

いわて盛岡シティマラソンコースやその他の
道路で練習する場合は、マナーを守りましょう。

ふるさと納税でエントリー
盛岡市ふるさと納税の返礼品と
して、１人分のフルマラソン出走
権を贈呈します。申し込み方法な
ど詳しくは、同マラソン公式ホー
ムページをご覧ください。
３月21日㈯～
７月19日㈰
寄付金額：3万円以上

●信号機などの交通ルールを守る
●車両・歩行者と接触、衝突などしないよう、
十分に周囲に注意する
●複数で走る場合は、道幅いっぱいに広がった
り、他の歩行者や車両の通行の妨げになった
りしないようにする
●早朝、夜間など周囲が暗い時は、蛍光色また
は反射材のついたウェアなどを着用する
●道路へのごみのポイ捨てなど、沿道の住民や
事業所に迷惑をかけない
ボランティアスタッフやランナー応援団体の募
集は、４月１日㈬開始予定です。
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■SLIDE MONSTERS
日本を代表するトロンボーン奏者の
中川英二郎さんや、ジョゼフ・アレッ
シさんら世界で活躍するトロンボー
ン・ユニットのコンサート。
６月30日㈫19時～21時
前売り4500円、
Ｕ-25チケット1500
円※全席指定。当日は500円増し
３月12日㈭から同ホールや市内各
プレイガイドで販売
1029738
ス ラ イ ド

会場

※特に記載がない場合、費用は無料

〠020-0873 松尾町３-１
☎622-2258

■八時の芝居小屋「また次の春へ」
重 松 清 原作の ①「しおり」②「トン
汁」の朗読劇。
中止
①３月12日㈭②13日㈮、
20時～
21時
前売り1000円、当日1200円
1029736
■もりげきライヴ
KISS+Sが出演します。
３月18日㈬19時～21時
前売り1000円、
延期 当日1200円※小
学生以下無料
1029737

日時

さん
たく
な
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ね
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カピバラの
ツバキ

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
８

広報もりおか 2. ３. １

ツキノワグマのリオ

ピューマのタフ

アメリカバイソンの
リカ
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