マークの
見方

イベント情報
もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10
☎604-3303

■就労支援講座
「ＩＴ学びなおし＋スキルアップ」
ワードやエクセル、パワーポイントの基
礎から応用スキルまでを習得します。
申
し込み方法など詳しくは、
同センターホ
ームページをご覧ください。
来年１月13日㈬～２月３日㈬の月
曜・水曜・金曜、全10回、18時半～
20時半
８人※パソコンの基本操作ができ
る、就労中または就労を目指してい
る女性
4140円
12月４日㈮から
1032829

姫神ホール
〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-3526

■姫神シネマ
映画「山懐に抱かれて」
を上映します。
12月13日㈰14時～16時
300人※全席指定
前売り500円、当日700円
同ホールの他、市民文化ホール、
盛岡劇場、キャラホールで発売中
や ま ふところ

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１
☎622-2258 ファクス622-1910

■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。
12月15日㈫・22日㈫、10時～17
時※出入り自由・マイカップ持参
■こどもエンゲキ体験・
はじめの一歩！～冬組～
友達の輪を広げながら、演劇づくり
の楽しさを体験します。
来年１月５日㈫ ～10日㈰、全６
回、13時～16時※９日㈯・10日は10
時から
30人※小学３年～中学３年生
3000円
電話・ファクス・窓口：12月15日㈫
広
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日時

会場

問い合わせ

定員、対象
広報ID

託児

費用

申し込み

会場までバス移動

※特に記載がない場合、費用は無料
必着※定員を超えた場合は抽選

総合プール

〠020-0866 本宮五丁目３-１
☎634-0450

■フィットネス教室
内容や定員、対象などは各教室によ
り異なります。詳しくは、同プールホ
ームページをご覧ください。
来年１月18日㈪～３月12日㈮
3575円～6600円
電話：12月６日㈰から※各教室に
より、申込 開 始 時間が 異
なります
1032846

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

■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
■クリスマスイベント
①氷上のサンタクロースとじゃんけん
（参加品を贈呈）②カップル無料開放

電話：12月４日㈮10時から
1032849

1017349

申し込みが必要な
イベントについて

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

ロ直伝のレシピで仕込みます。
12月22日㈫９時15分～13時40分
麹屋もとみや（八幡平市）※集合・
解散は同公民館
10人※18歳以上
2340円
電話：12月４日㈮９時から
こうじ

西部公民館

盛岡手づくり村

〠020-0055 繫字尾入野64-102
☎689-2201

■手づくり村お正月フェア
展示即売室でのお買い得フェアやお
正月特別体験教室など、イベントが
盛りだくさん。
来年１月４日㈪・５日㈫

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８
☎654-2911

■オラホの盛岡弁塾
シンガーソングライターの田口友 善
さんをゲストに、小話やクイズで盛
岡弁に親しみます。
来年１月16日㈯14時～16時
80人
前売り1000円、当日1200円
12月７日㈪10時から、同館とプ
ラザおでってで発売
1029014
ゆう ぜん

中央公民館

〠020-0013 愛宕町14-１
☎654-5366 ファクス 653-3505

12月20日㈰、①12時45分～13
時半②14時～18時
②カップルや仲のいい人同士など
貸靴代は別途
窓口：①当日13時半まで
1024783
●利用制限
12月12日㈯・13日㈰・19日㈯は、大
会などのため利用できません。

■図書室展示「しまいとはじめ」
年末年始の行事やおせち作りなどに
役立つ本を展示します。
12月５日㈯～来年１月11日㈪
■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。
12月19日㈯11時～11時半

盛岡体育館

上田公民館

〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

〠020-0066 上田四丁目１-１
☎654-2333

■コンディショニング＆ピラティス
ストレッチポールやピラティスの基礎
で、体の調子を整えます。
来年１月12日～３月２日、火曜、全
５回、14時半～15時半
12人※女性
2750円

■子育てファミリー応援講座
親子で体操をして触れ合います。
来年１月20日～２月３日、水曜、
全３回、10時～12時
８組16人※２～３歳の子と保護者
往復はがき：12月15日㈫必着

〠020-0134 南青山町６-１
☎643-2288

■パソコン・タブレットお助け相談会
12月18日㈮10時～15時
10人
500円

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-2354

■新春書初め会
来年１月６日㈬14時～20時
500円
電話：12月10日㈭９時から
1032970
■冬休み！子ども大作戦
ワカサギ釣りに挑戦
ドーム船でワカサギ釣りや雪遊びなど。
来年１月７日㈭７時～13時
岩洞湖（薮川字外山）
※集合は同館
15人※小学生
1400円
電話：12月３日㈭９時から
1032971
■子どもスペシャル（冬）映画会
「忍 たま乱 太 郎の 宇 宙 大冒険 」と
「超ウルトラ８兄弟」を上映。
来年１月９日㈯９時半～12時
50人※幼児・小学生と保護者
電話：12月５日㈯９時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３
☎661-8111

■シニアエンジョイスキー教室
来年１月15日㈮９時～16時
網張温泉スキー場（雫石町）
15人※50歳以上の初級～中級者
3000円
往復はがき：来年１月６日㈬必着

好摩地区公民館

〠028-4125 好摩字野中69-48
☎682-0055
み

そ

■手前味噌を極める
月日を経て味わい深くなるみそを、プ

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50
☎601-6735

■冬のチャレンジ体験日～先生は大
学生！液体窒素で遊ぼう～
液体窒素を使った科学体験など。
12月26日㈯10時～11時半
12人※小学生
200円
電話・窓口：12月５日㈯10時から

乙部地区公民館

〠020-0403 乙部６-79-１
☎696-2081

■クリスマスクラフト講座
木の実などの天然素材を使ってクリ
スマスリースを作ります。
12月25日㈮10時～12時
乙部農業構造改善センター（乙部
６）
６人
500円
電話：12月４日㈮10時から

市立図書館

〠020-0114 高松一丁目９-45
☎661-4343

新春を題材にした短歌・俳句を募集
します。入賞作品は、市ホームページ
に掲載します。
▶新春短歌会
募集期間：12月１日㈫９時～来年
１月９日㈯17時
新作１首を郵送または持参。来年
１月９日必着。持参は同日17時まで
1032882
▶新春俳句会
募集期間：12月１日㈫９時～来年
１月５日㈫17時
俳句新年詠１句、冬季雑詠３句を
郵送または持参。来年１月５日必着。
持参は同日17時まで
1032883
■児童文学を読む会
広

アリッサ・ホリングスワース作「11番
目の取引」
（鈴木出版）。
12月16日㈬10時～12時

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50
☎681-2100

●２階展示室の閉室
12月16日㈬、17日㈭

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１
☎635-6600

■縄文ふれあいDAY
土器の拓本とりや古代のお守りネッ
クレス、ストラップ作りなど。
12月12日㈯、10時～11時半と13
時～14時半
各100円※入館料が別途必要

区界高原自然の家

〠028-2631 宮古市区界２-111
☎0193-77-2048 ファクス0193-77-2124
sizennoie@city.morioka.iwate.jp

はがき・ファクス・メール：必要事項
の他、学校名と学年、交通手段、食物
アレルギーの有無を記入
■冬あそびつくし隊
雪上運動会やそり遊びなど。

来年１月７日㈭9時～８日㈮14時
※バス利用の場合は盛岡駅集合
25人※小学４～６年生
3000円
12月22日㈫必着
1031485
■初心者のための区界スキー教室
来年１月16日㈯９時～17日㈰12時
10組※小・中学生と保護者
3000円
12月25日㈮必着
1026496
■アウトドア・イン区界～冬の巻～
輪かんじきを履いての散策か歩くス
キーの他、雪灯 り作りやみずき団子
作りなど。
来年１月30日㈯10時～31日㈰11
時半
15組40人※小・中学生と保護者
3000円
来年１月14日㈭必着
あか

ファクス・メール：左記①～⑥と⑦ファクス番号（ファクスのみ）を
記入し、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

ひで

1031326

市障がい者芸術文化祭

障がい福祉課

☎613-8296

障がいのある人が制作した絵画など
を展示します。
12月５日㈯～７日㈪、10時～16
時※７日は14時まで
プラザおでって（中ノ橋通一）

アーツライブいわて
街なかアーツライブ

いわてアートサポートセンター
☎656-8145

住まいのしまい方講座

くらしの安全課

い

秀 理事長を講師に、
「暮らしに活 か
そう成年後見制度」と題し、同制度
について分かりやすく講演します。
12月14日㈪13時半～15時
100人
ビッグルーフ滝沢（滝沢市）

もりおか町家物語館（鉈屋町）

☎603-8008

空き家の活用方法や家財の片付け方
を専門家から学びます。また、希望者
には個別相談も受け付けます。
12月23日㈬13時半～15時
50人
プラザおでって
（中ノ橋通一）
電話：12月18日㈮17時まで

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

「あのなはん～私の思いを言葉に込
めて～」と題し、市民から募集した意
見を、ラヂオもりおか（ＦＭ76.9Ｍ
Ｈｚ）で放送します。
12月８日㈫～10日㈭、
11時半～12時
メガ

ヘ ル ツ

Waのまちもりおか
リースフェスティバル

Waのまちもりおか「絆の輪」
プロジェクト事務局（工房夢繭・花内）
☎623-6509

1024423
▶Waのまちなか展示
盛岡の森の素材を使った直径１㍍を
超えるリースを展示します。
12月24日㈭まで
大通りや肴町など約15カ所
▶Waのまちもりおかリース展
歴代受賞者の作品約30点の展示と
リースのチャリティー販売会。
12月９日㈬～20日㈰、10時～17
時※20日は15時まで
深沢紅子野の花美術館（紺屋町）
ワ

成年後見制度講演会

盛岡広域成年後見センター
☎626-6112
おと

成年後見センターもりおかの石橋乙

▶もりおか版 文士朗読劇
県内の小説家や文学者が自身の作品
を朗読します。
12月12日㈯・13日㈰、14時～15
時半
各50人
前売り2000円、当日2500円
同館の他、プラザおでって、風の
スタジオ（肴町）で発売中
▶頑張れ、盛岡芸妓
盛岡芸 妓 による、盛岡ゆかりの常 磐
津「花舞台千代顔見」などの披露。
12月19日㈯13時半～15時
50人
1000円
同館の他、
プラザおでってで発売中
げい ぎ

ず

とき わ

はな ぶ たい ち よのかおみせ

岩山でスキーをしよう

岩山パークスキー場 ☎624-4476

▶初めての方のスキー教室
来年1月９日㈯・10日㈰、全2回、
10時～15時

岩山パークスキー場(新庄字岩山）
20人※小学生以上でスキーをや
ったことがない人
5500円※リフト代と昼食代別途
往復はがき：必要事項の他、生年
月日を記入し、〠020-0634滝沢市
室小路662-20盛岡市スキー協会の
有馬賢さんへ郵送。12月16日㈬必着
▶日曜市民スキー教室
来年１月10日～24日、日曜、全３回、
10時～15時
岩山パークスキー場(新庄字岩山）
小学生以上
7000円
往復はがき：必要事項の他、技術
レベルを記 入し、〠 020 0803新庄字岩山50
岩山パークスキー場
へ郵送。12月23日㈬
必着
けん
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