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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

 1030045

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
ワードの使い方を学びます。

 ４月15日㈬～17日㈮、全３回、９
時半～12時半

 16人　  2900円
 電話：４月７日㈫10時から
 1029579

■パソコン初心者教室
 ４月21日㈫～23日㈭、全３回、13

時～16時
 16人　  3150円
 ４月８日㈬10時から
 1029579

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■笑顔をつなごう
　～三鉄で行く震災学習列車2020
北上川の氾濫を想定したワークショ
ップと三陸鉄道で被災地を巡る。

 ５月21日㈭9時半～12時と28日
㈭７時半～17時50分、全２回

 40人
 同館といわてT

ツ ナ ミ

SUNAMIメモリア
ル（陸前高田市）など

 2000円
 往復はがき：５月７日㈭必着
 1030081

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■科学談話会
岩手大の馬

ま

渡
わたり

健
け ん

太
た

郎
ろ う

准教授による
「素粒子物理学入門～世界は何でで
きているのか？～」と題した講演。

 ４月16日㈭18時半～20時
 1029942

■児童文学を読む会
村中李

り

衣
え

作「あららのはたけ」（偕
か い

成
せ い

社）
 ４月22日㈬10時～12時
 1029916

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

 展示室入場料が必要
 1023730

■企画展「漆戸茂樹没後150年 SHIGEKI
　～盛岡藩沿岸を測量した男～」
盛岡藩士の漆戸茂

し げ

樹
き

が制作した絵図

 12人※高校生を除く18歳以上
 2750円
 電話：４月４日㈯10時から
 1030095

松園テニスコート
〠020-0103 西松園三丁目19-４

☎662-8778

 電話：４月６日㈪９時～13日㈪16
時まで
■一般テニス教室

 ４月16日～５月21日、木曜、全６
回、13時～14時半

 ８人※高校生を除く18歳以上
 9000円　  1023412

■託児付き初級レディーステニス教室
 ４月16日～６月４日、木曜、全８

回、10時～11時半
 ８人※高校生を除く18歳以上の女性
 先着５人※就学前の子
 1万2000円　  1026157

都南体育館
〠020-0835 津志田14-19-１

☎637-2219

■初心者のためのテニス教室
 ５月12日～６月16日、火曜、全６

回、13時半～15時半
 10人※初心者・初級者　
 5000円
 電話：４月18日㈯９時から
 1025949

東中野運動広場
〠020-0817 東中野字立石８-11

☎652-8778

■１日テニス教室
①５歳～小学３年生コース②小学４
～６年生コース③一般コース

 ４月26日㈰、①９時15分～10時
45分②③11時～12時半

 ①②30人③16人
 窓口・電話：４月４日㈯～19日

㈰、10時～13時
 1025963

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■弦楽器の学校
弦楽器（バイオリン・チェロ）に触れ、
演奏する初心者向け体験講座。バイ
オリンは無料で貸し出しもできます。

 ５月16日㈯14時～16時
 20人※初心者　
 高校生以下500円、一般1000円
 電話：４月６日㈪10時から

や関係資料などから、江戸時代末期
の藩士の生き方や盛岡藩の様子を紹
介します。

 ４月15日㈬～６月30日㈫
▶ギャラリートーク
学芸員が解説します。

 ４月26日㈰・６月21日㈰、13時半
～14時半　  20人

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

 入館料が必要　  1018920
■春の生家公開

 ４月18日㈯～５月６日㈬、９時～
16時
▶生家・庭園案内
生家の歴史や庭園を解説します。

 ５月３日㈰13時半～14時半
 20人

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■小さな音楽会～オルガンの呼
い

吸
き

～
啄木が使ったオルガンを演奏します。

 ４月13日㈪14時～14時半
 1022472

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■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。

 ４月11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

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者施設による食品や手芸品な
どの販売体験。

 ４月～６月のおおむね毎週木曜、
11時～13時

 市役所本庁舎本館1階エレベータ
ー前ホール　  1018352

盛岡町家　旧暦の雛祭り
盛岡まち並み塾　☎656-1603

江戸時代から現代までの段飾りや創
作びな、つるし飾りなどを楽しみま
せんか。会場内の車両通行規制など
詳しくは、市公式ホームページをご覧
ください。

 ４月11日㈯・12日㈰、10時～16時
 鉈屋町・大慈寺町

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　
　プロムナードコンサート
姫路パルナソスホール（兵庫県姫路
市）オルガニストの長

な が

田
た

真
ま

実
み

さんが
出演します。

 ４月23日㈭12時20分～50分
 1030235

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
　～手作りマスクを作ろう～

 ４月14日㈫13時半～15時
※21日㈫は通常通り開室します

 15人　
 500円
 電話・窓口：４月３日㈮10時から
 1030079

■もりげきライヴ
鈴木牧

ま き

子
こ

カルテットf
フ ィ ー チ ャ リ ン グ

eaturing牧原
正
ま さ

洋
ひ ろ

が出演します。
 ４月15日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円※小

学生以下無料
 1030227

■まちしり隊おとな組珈琲あ～と倶楽部
松尾町から歩いて盛岡の歴史や文化
に触れ、「輸入小物とc

コ ー ヒ ー

offeeパリシェ
（中ノ橋通二）」でコーヒーを楽しみ
ながら街の魅力を再発見します。

 4月23日㈭9時半～11時20分
 15人
 600円
 電話：4月９日㈭10時から
 1030080

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
体組成の測定や自分に合ったトレー
ニングメニューの提案などをします。

 ４月15日㈬・24日㈮・27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

使用料別途
 電話：４月４日㈯10時から
 1025948

■エンジョイフィットネス教室
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。

 ４月24日～６月26日、金曜、全５
回、19時半～20時半

休日救急当番医・薬局
　※往診はできません

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

日 区分 名称 所在地 電話番号

４/５
㈰

船山内科クリニック 下ノ橋町４-15 606-0812
みやもと内科クリニック 上厨川字杉原101-４ 601-3810
向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
むらかみ歯科医院 中央通二丁目７-11 651-7090
せせらぎ薬局 下ノ橋町６-８ 603-5505
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369
調剤薬局ツルハドラッグ
盛岡向中野店 向中野五丁目29-38 656-5260

ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

４/12
㈰

小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１ 605-6050
三船内科 天昌寺９-10 646-2310
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
木のまち歯科医院 材木町２-26 近三ビル３階 626-4618
永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
天昌寺薬局 天昌寺町３-27 646-7499
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

診療時間外に具合が悪くなったら
■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

名称 所在地・電話番号 受付時間 診療科目

市夜間急患
診療所

神明町３-29
（市保健所２階）

☎654-1080
19時～23時
※年中無休 内科・小児科

内丸メディカル
センター

内丸19-１
☎613-6111

17時～21時
※平日のみ 内科・外科

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～23時 内科・外科★土・日曜、祝日 ８時半～23時
休日救急

当番医
下記の

休日救急当番医・
薬局のとおり

９時～17時　　　　
※歯科は15時まで　
※薬局は17時半まで

内科・外科
小児科・歯科

薬局
★ 内科医師のみとなる時があります。事前に市立病院へお問い合わせください

■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が診療
　していない時間は、「２次救急医療機関」へ
▶受診の際は、医療費とは別
に定額負担料金が必要になる
場合があります。
▶各病院で、その日の当直診療
科が異なります。事前に各医療
機関に問い合わせるか、市医師
会のホームページをご覧ください。
▶症状が重く、入院が必要と思
われる子どもの、夜間などの受
入病院は、15日号の広報もりお
かに掲載しています。

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
栃内病院（肴町） 623-1316
遠山病院（下ノ橋町） 651-2111
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222
川久保病院（津志田26） 635-1305
国立病院機構盛岡医療センター（青山一） 647-2195
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201
▼重症患者を優先して受け入れ
岩手医科大学附属病院（矢巾町） 613-7111
岩手県立中央病院（上田一） 653-1151
盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111
※高松病院は４月から２次救急医療機関ではありません

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

 通行手形：500円（２日間有効）
 1018944

県障がい者スポーツ大会
県障がい者スポーツ協会　☎637-5055

陸上やフライングディスク、水泳、卓
球、アーチェリー、ボウリングなど。
申し込み方法など詳しくは、同協会
にお問い合わせください。

 ６月６日㈯９時～15時
 県営運動公園（みたけ一）、ふれ

あいランド岩手（三本柳８）、盛岡ス
ターレーン（中野一）

 県内に住む障がいのある人※13
歳以上

 窓口・郵送：４月16日㈭17時ま
で。郵送は同日必着

盛岡星まつり
同まつり実行委員会の吉田さん

☎090-6458-8790

①天体観望会など②星の写真やパネ
ル展示③星空環境の現状と課題など
の講座を開催します。

 ①４月18日㈯19時～21時②４月
２日㈭～19日㈰、９時～19時③４月
11日㈯13時半～15時

 ①中央公園東側駐車場（本宮字
荒屋）②③アイーナ５階環境学習交
流センター（盛岡駅西通一）

 ①102589 0 ②1025891③
1025892

大自然を満喫しよう！
都南つどいの森   湯沢１-88☎638-2270

　身近にある大自然の中で、大人数でも楽し
めるバーベキューハウスやテニスコート、子ども
から大人まで楽しめるアスレチック遊具などで
１日を過ごしてみませんか？　４月29日㈬から
は、バンガローやキャビン施設に宿泊して、自然
の音色を楽しむこともできます！

 開園時間：８時半～17時
休園日：12月～３月は毎週火曜と年末年始
※４月～11月は休園日なし

 1000895

外山森林公園   薮川字大の平31-１☎681-5132

　同公園は、冬季休園を終えて、４月29日㈬か
らオープンします。薮川産の玄

げ ん

そばを使った手打
ちそばが人気の食堂や、野外で楽しめるバーベ
キューサイト、さまざまな体験メニューの他、６
月中旬からは、キャンプ場が利用できます！　テ
ントなどの道具はレンタルもできるので、手ぶら
でキャンプを楽しめます。
　市街地から車で40分。日常から離れ、豊かな
大自然を満喫してリフレッシュしませんか。

 開園時間：９時～17時※９月以降は16時まで
休園日：毎週火曜※７月１日～９月１日は休園日なし

 1000894

初めての原木椎茸栽培
　椎茸の植菌体験をします。その他、ホダ木（植
菌済みの原木）の販売もあります。

 ４月24日㈮・25日㈯、10時～12時
 各20人　  各1500円
 往復はがき：必要事項の他、参加希望日と参

加人数を明記のうえ、〠028-2711薮川字大の平
31-１外山森林公園へ郵送。４月15日㈬消印有効

 1030053

現地集合！

あつまれキッズ！  市スポーツ協会☎601-5700

■前期もりおかこどもスポーツクラブ ■スポーツ少年団
　バスケットボールなど、多種目経
験型のスポーツクラブへの参加者を
募集します。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。

 ５月13日㈬～８月31日㈪、主に月
曜、18時半～20時

 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）など
 50人※小学３・４年生
 8720円　  ４月22日㈬必着
 1030094

つどいの森シンボルキ
ャラクター　  つどりん

みんな
あそびに来てね！

バンガロー

アスレチック遊具

キャンプ場

大根おろしシイタケそば

植菌体験の様子

ホダ木

　令和２年度の団員を募集します。
アイスホッケーやアーチェリー、新
体操、水泳、スケート、スノーボー
ドなど全31種目ある中から選択して
入団できます。募集種目や申し込み
方法など詳しくは、市公式ホームペ
ージをご覧ください。

 1026162

中止

中止

中止

４月中止

中止

中止

中止

中止

延期

中止


