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盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258 ファクス622-1910

■少年自然教室
カヌー体験や野菜の収穫などの農業
体験、自然散策など。（写真①）

 ６月13日㈯・７月11日㈯・８月６
日㈭・９月26日㈯・来年１月30日
㈯、全５回、主に８時半～15時半

 15人※小学４～６年生
 5000円
 電話・ファクス・窓口：５月29日㈮

21時半まで

■開館30周年記念特別企画　
　十代目松本幸四郎芸談「高麗屋の
　芸」と「シネマ歌舞伎」の延期
４月５日に開催を予定していた同公演
は次のとおり延期しました。購入済み
のチケットはそのまま利用できます。

 ６月20日㈯13時～16時

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5151

■パイプオルガン入門講座
オルガン内部の見学や演奏などを通
して、音が出るしくみや歴史を分かり
やすく紹介します。（写真②）

 ６月27日㈯10時半～15時半
 20人※中学生以上
 大学生以下1000円、一般2000円
 電話：５月８日㈮10時から
 1030638

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１

☎658-1212

■卓球教室
 ６月１日～７月6日、月曜、全５回、

10時～12時※６月22日を除く
 24人※18歳以上の初心者
 3000円
 ５月７日㈭10時から
 1029210

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■大人のための健康講座
健康を保つためのストレッチなど、自
宅で実践できることを学びます。
（写真③）

 ６月２日～16日、火曜、全３回、
19時～20時半

 20人※20歳以上　
 保険料別途
 電話・窓口：５月15日㈮10時から

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■健康講座
無理なく体の調子を整える運動を通
して、心身ともに健康を維持する習
慣を身につけます。（写真④）

 ６月13日～27日、土曜、10時～
11時半、全３回

 20人※18歳以上　  90円
 電話：５月15日㈮９時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■初級英語講座～お茶d
デ

e英会話～
お茶を楽しみながら、英語表現の基
礎を学びます。（写真⑤）

 ６月９日～30日、火曜、全４回、
10時～12時

 20人※英語初級者
 2500円
 往復はがき：５月28日㈭必着

■軽登山・環境トレッキング　  
安比高原のブナ林で初夏の軽登山を
します。（写真⑥）

 6月12日㈮９時半~15時半　
 安比高原（八幡平市）
 20人　

 300円
 往復はがき：６月３日㈬必着

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
安本末

す え

子
こ

作「にあんちゃん」（角川書
店）。

 ５月27日㈬10時～12時
 1030416

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■れきぶんナイトミュージアム
　「りある・北奧の旅～S

シ ゲ キ

HIGEKIと　
　I

イ ヨ ジ

YOJIとともに～」
資料と実際の風景を比べながら、学
芸員がかつての盛岡藩の北奥にあた
る下北半島を旅した話をします。

 ５月21日㈭19時～20時半
 1024284

イベント情報
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

 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

※特に記載がない場合、費用は無料

■れきぶん講座
　「もりおか民俗風

ふ う

信
し ん

帖
じょう

」
県立博物館の金

き ん

野
の

静
せ い

一
い ち

元館長が、遠
野物語の背景などを解説します。

 ６月14日㈰13時半～15時半
 50人
 往復はがき：５月24日㈰必着
 1019613

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

■先人ゆかりの町めぐり
学芸員の解説を聞きながら、新渡戸
稲造誕生の地など、下の橋かいわい
を歩きます。

 ６月７日㈰９時～12時
 10人※２～３㌔㍍歩ける人。マス

クを着用の上ご参加ください
 500円
 往復はがき：５月23日㈯必着※は

がき１枚につき１人まで
 1026135

区界高原少年自然の家
〠028-2631 宮古市区界２-111

☎0193-77-2048　ファクス0193-77-2124
　sizennoie@city.morioka.iwate.jp

■区界土遊塾

焼板工作や水晶探しをします。
 ５月30日㈯９時半～14時
 30人※小・中学生とその家族。未

就学児も参加できます
 1200円
 郵送・ファクス・メール：必要事項の

他、学校名・学年、交通手段、アレル
ギーの有無を明記。５月15日㈮必着

 1000876

ノルディックウオーキング教室
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280

高い運動効果が得られる、ポールを
使った歩き方を学びます。

 ６月１日㈪・８日㈪、全２回、10
時～11時半

 松園中央公園（東松園二）
 20人
 1600円※ポール貸し出し料を含む
 電話：５月11日㈪10時から
 1026543

①

②

③

④

保護庭園・景観重要建造物を無料公開 　市が指定している保護庭園や景観重要建造物を無料公開しています。
※車での来場はお控えください　  景観政策課☎601-5541

■一ノ倉邸（安倍館町）
 水～日曜、10時～15時※８月

10日～20日、12月25日～１月15
日は休館

 一ノ倉邸管理保存委員会
　☎646-1817

■旧宣教師館（大沢川原三）
 月～金曜、９時～17時（12時

～13時を除く）※祝日と８月13
日～16日、12月29日～１月３日は
休館

 大沢川原センター☎654-6067

■明治橋際の御
お く ら

蔵（南大通三）
 10月までの土・日曜、10時～

16時
 御蔵管理委員会

　☎654-2468

■武田邸（長田町）
 11月までの第２・４土曜、13

時～16時。※６月と11月は、第１
土曜、13時～16時も公開

 景観政策課☎601-5541

⑤

⑥

　同大会を盛り上げる取り組みを次のとおり募集します。申し
込み方法など詳しくは、大会公式ホームページをご覧ください。

 スポーツ推進課内、同大会実行委員会事務局☎626-3111

■ランナー応援イラスト
　「僕たち、私たちの好きなもり
おか」をテーマにしたイラストを募
集します。作品は大会当日にコー
ス上や大会E

エ キ ス ポ

XPO会場で掲示する
ほか、大会公式ホームページで紹
介します。また、優秀作品は大会
EXPO会場で表彰します。

 募集期間：８月31日㈪まで
 小・中学生※１人１作品

■「ランナー・ボランティア参加者
　特典」協力店舗・施設
　ランナーやボランティアへの参
加者特典として、店舗・施設などに
指定のサービス（ランナー向けの
クーポンなど）を提供して「おもて
なし」をする事業者を募集します。

 募集期間：７月31日㈮まで

応援しよう！　盛り上げよう！

いわて盛岡シティマラソン2020

■応援パフォーマー
　ランナーが楽しく完走できるよ
う、楽器演奏、さんさ踊り、合唱、
演舞などのパフォーマンスで応援
しましょう！　参加者には大会記
念品としてM

モ

OR
リ

IO
オ

-Jカード（1000
ポイント分入り）を贈呈します。

 募集期間：８月31日㈪まで
 書類審査があります


