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もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■なくそう！女性に対する暴力
ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）防止
の啓発パネル展示やビデオ上映など。

 11月12日㈭～25日㈬、９時～21
時半※土・日曜と祝日は17時、25日
は15時まで　  1017291
▶パープルオレンジリボンツリー展示
「女性に対する暴力をなくす運動」と
「児童虐待防止推進月間」を連携して
実施。それぞれのシンボルであるパー
プルとオレンジのリボンツリーを展示
し、市の職員がリボンを着用します。

 11月１日㈰～30日㈪　
 市役所本庁舎本館1階エレベータ

ー前ホール（内丸）
▶街頭啓発キャンペーン
ＤＶ防止のパネル展示やクイズなど。

  11月14日㈯・15日㈰、11時～
16時はイオンモール盛岡南（本宮
七）、18日㈬11時半～13時半はホッ
トライン・サカナチョウ（肴町）※イオ
ンモール盛岡南でのパネル展示は20
日㈮15時まで
■女性起業芽でる塾　実践編
起業のノウハウを学びながら、自分の
起業プランを形にしていきます。個別
相談も受け付けます。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 11月28日㈯・29日㈰、全２回、10
時～15時　  10人※起業を目指し
ている女性　  ３人※生後６カ月～
就学前の子。1回800円。要予約　

 1000円　  応募フォーム・参加申
込書：11月４日㈬から　  1019570

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5151

■N響メンバーによる室内楽
 11月25日㈬19時~21時※５月21

日の振替公演　  全席指定。Ｓ席
5000円、Ａ席4000円、Ｕ-25チケッ
ト2500円※当日は各500円増し

 11月７日㈯から同ホールの他、盛
岡劇場、キャラホール、姫神ホールで
発売　  1032732

■かこさとしの世界展～だるまちゃん
　もからすのパンやさんも大集合！～
「だるまちゃん」や「からすのパンやさ
ん」などの原画やスケッチなどの展示。

 12月12日㈯～来年１月31日㈰
 小・中・高校生500円、一般1000円

※当日は各200円増し。３歳～小学生
未満は300円　  同ホールと市内各
プレイガイドで販売中　  1032435
▶クリアファイル d

デ

e アート！
クリアファイルにカラフルな絵の具や
色紙を挟んでアート作品にします。

 12月５日㈯・６日㈰、10時～12時
 各６組12人※小学生と保護者
 １人500円
 電話：11月８日㈰10時から

●「加藤知
と も

子
こ

・宮田大
だ い

 デュオ＆ソロリサ
　イタル」チケット発売延期のお知らせ
11月５日㈭から販売予定のチケット
は、12月３日㈭から販売します。

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。

 11月3日～24日、火曜、10時～17
時※出入り自由・マイカップ持参
■もりげき八時の芝居小屋
演劇ユニットせのびによる「踊るよ鳥
ト少し短く」を上演します。

 11月25日㈬～27日㈮、20時～
21時　  各70人

 前売り各1000円、当日各1200円
 要予約。同館で受け付け中
 1032731

●二兎社「ザ・空気　ver.３」チケット
　発売延期のお知らせ
11月上旬から販売予定のチケットは、
12月12日㈯10時から販売します。

市観光文化交流センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

プラザおでって ☎604-3300

■おでって芸能館「神楽共宴」
国重要無形民俗文化財である普代村
の「鵜

う の

鳥
と り

神楽」と九戸村の「江刺家神
楽」の舞台公演。

 11月15日㈰14時～15時半
 前売り1000円、当日1500円
 プラザおでってで販売中

■初心者スケート教室
 11月９日㈪～11日㈬、全３回、17

時～18時※９日は16時半から
 20人※小学生～60歳未満
 3050円　  電話：11月５日㈭10

時から　  1029445
■放課後カーリングクラブ

 毎月第１・２・４火曜、16時半～18
時※祝日を除く　  ８人※小学生

 月4000円　  電話・窓口・メー
ル：随時受け付け　  1032416
●利用制限
11月１日㈰・15日㈰・21日㈯～23日㈪
は利用できません。

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■プール用おむつプレゼント
当日券・回数券でプールを利用する３
歳未満の子を連れた保護者に、子ども
1人につき１枚プール用おむつを贈呈。

 11月１日㈰～30日㈪※23日㈪を
除く

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１

☎681-5132

■現地集合！新そば散策会と森のク
　リスマスリース作り

 11月16日㈪10時～14時半
 15人　  2000円
 往復はがき：11月10日㈫必着

盛岡手づくり村
〠020-0055 繫字尾入野64-102

☎689-2201

■ホームスパンで手織り体験教室
マフラー作りや毛糸の手紡ぎなど。

 来年３月31日㈬まで※火曜・木曜・
年末年始を除く　  各２人

 電話：開催日の１週間前まで

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス 653-3505

■語学講座「フランスの現在とフラン
　スの地方を知ろう」
フランス語の文化や地方の特色など
を学びます。

 11月12日・19日・12月３日・10日、
木曜、全４回、14時～16時　  ５人

 500円　  電話・ファクス・応募
フォーム：11月７日㈯必着
■わくわく♪おはなし会
物語を暗記して語り伝える「ストーリ
ーテリング」と絵本の読み聞かせ。

 11月14日㈯11時～11時半
■やってみよう水墨画講座
水墨画の基本と草木や花、風景など
の絵の描き方を学びます。

 11月17日㈫・来年１月19日㈫、全
２回、13時半～15時半　  ５人　

 500円　  往復はがき・ファク
ス・応募フォーム：11月11日㈬必着
■幼児期の子育て応援講座
子育てに役立つ知識や技術を学びます。

 12月２日㈬・９日㈬、全２回、10
時～11時半　  15人※就学前の子
を子育てしている人　

 10人　  窓口・応募フォーム：11
月10日㈫10時から

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■岩手の戦後75年～ふるさとからの声
戦中戦後のジョー・オダネルの写真
やシベリア抑留者の体験、一条ふみ
の著作から平和について考える講座。

 11月21日～12月５日、土曜、全３
回、10時～12時　  15人

 500円　  往復はがき：11月12
日㈭必着　  1016137
▶ジョー・オダネルの長崎写真展

 11月21日㈯12時～16時
■岩手の郷土料理～その心と技～
県産食材を使って、柳ばっとや豆しと

ぎなどの郷土料理を作ります。
 12月２日㈬・９日㈬、全２回、10

時～13時　  15人　  2460円
 往復はがき：11月17日㈫必着
 1022061

■絵本＆親子でリース作り
クリスマスに関連する絵本の読み聞
かせとリース作りをします。

 12月５日㈯10時～12時
 ６組※小学１～４年生と保護者
 １人30円　  往復はがき：11月

19日㈭必着　  1020016

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■ばっちり！パワーポイントでプレゼ
　ンテーション

 11月25日㈬～27日㈮、全３回、18
時半～21時　  10人　  2754円

 電話：11月６日㈮10時から
■シニア向けスマホで防災対策講座

 11月25日㈬13時半～15時半
 15人※60歳以上
 電話：11月５日㈭10時から

■子育てママのリフレッシュ講座
肩こりや腰痛予防のための姿勢講座
と、ドライフラワーなどを使ったハー
バリウム作りをします。

 12月２日㈬・９日㈬、全２回、10
時～11時40分

 16人※子育てをしている母親
 10人　  2500円　
 電話：11月11日㈬10時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■味
み

噌
そ

づくり教室
 11月27㈮・12月３日㈭、10時～

14時半　  各12人　  各1700円
 往復はがき：11月18日㈬必着

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■子どもシネマランド
「がんばれスイミー」ほか３本を上映。

 11月14日㈯10時半～11時半
 60人※小学生以下の子と保護者

■女子力アップ講座「自分の魅力に気
　づく　カラーセラピーと心理テスト」
心理学の観点から自分の魅力を知り、
人付き合いのコツを学びます。

 11月29日㈰14時～16時　  20人
※高校生を除く18歳～30代の女性

 電話・窓口：11月７日㈯10時から

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■男の料理教室　そば打ち
 11月28日㈯10時～12時
 ８人※18歳以上の男性　  830円
 電話：11月３日㈫９時から

好摩地区公民館
〠028-4125 好摩字野中69-48

☎682-0055

■親子のクリスマスクッキング教室
サンタとトナカイのちぎりパンなど３
品を作ります。

 12月５日㈯９時半～13時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 ８組※小学生と保護者　
 １組1500円　
 電話：11月1３日㈮９時から

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
ヴィンス・ヴォーター作「コピーボー
イ」（岩波書店）。

 11月25日㈬10時～12時

先人記念館
〠020-0866 本宮蛇屋敷２-２

☎659-3338

■まゆ人形を作ろう
来年の干

え

支
と

「丑
う し

」のまゆ人形作り。
 12月19日㈯・20日㈰、９時半～

11時半と13時半～15時半
 各６人※小・中学生。小学３年生

以下は保護者同伴　  各350円

 往復はがき：必要事項の他、参加で
きる日時を希望順に記入。１家族１回ま
で。12月２日㈬必着　  1021505

■新作南部鉄器展～鉄をつむぐ～
 11月１日㈰～23日㈪、９時～18時
 1020948

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■ワークショップ「おうちをつくろ！」
啄木の詩「家」を題材に、木材やビーズ
を使って自分の理想の家を作ります。

 12月12日㈯・13日㈰、10時～12時
 各６人　  各500円
 往復はがき：必要事項の他、希望

日を記入。11月25日㈬必着

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■体験学習会「つるを編んでみよう！」
あけびのつるで籠などを作ります。

 11月29日㈰９時半～12時
 ５組※小・中学生。小学生は保護者

同伴。１組３人まで　  １組1500円
 電話：11月７日㈯10時から　

■学芸講座「盛岡城跡の発掘調査」
 12月６日㈰13時半～15時　  40人
 往復はがき：11月24日㈫必着　

盛岡ゆうゆう大学ラジオ講座
長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局

☎603-8003

ラヂオもりおか（ＦＭ76.9Ｍ
メ ガ

Ｈ
ヘ ル ツ

ｚ）で
福々舎の大久保名

な

美
み

代表による「ＦＰ
漫談師と学ぶ 知って笑って考えて～
健康 お金 人間関係の 貯め方 活か
し方～」と題した講座を放送します。

 11月10日㈫・11日㈬、11時半～12時

都市景観シンポジウム
景観政策課　☎601-5541

本年度の都市景観賞の表彰と、「今、

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

改めて自然景観の中で～田園・郊外
への招待～」をテーマにパネルディス
カッションをします。

 11月18日㈬13時半～15時10分
 盛岡劇場（松尾町）
 160人　  1032609

みんなのマスクプロジェクトフォーラム
市社会福祉協議会　☎651-1000

「わたしとマスクプロジェクト」と題した
トークセッションなど。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 11月25日㈬13時半～15時
 盛岡劇場（松尾町）　  150人
 11月18日㈬まで　  1032726

もりおか朝・夕活2020　
もりスポネット事務局の板垣さん

☎090-4882-2343

スラックライン※の体験会をします。日程
や申し込み方法など詳しくは、もりスポ
ネットのホームページをご覧ください。
※細いベルト状のラインの上をバランスを
取りながら歩くスポーツ

 11月３日㈫から　
 1032527
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研究室　☎694-2761
盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携35
周年を記念して、カナダの先住民文化
などを題材にした展覧会をします。

 11月15日㈰まで
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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

 icerink@morioka-sport.or.jp

第２回盛岡国際俳句大会第２回盛岡国際俳句大会
同大会は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、開催方
法を変更して実施します。

 11月８日㈰
▶岩手日報紙面で入賞作品を発表
▶同日11時からＩＢＣラジオ特別番
組「新聞とラジオで楽しむ盛岡国
際俳句大会」で、夏井いつき先生
が入賞作品を分かりやすく解説

 文化国際課内、同大会事務局
☎626-7524

 1031137


