イベント情報
サンライフ盛岡

〠020-0861 仙北二丁目４-12
☎635-9600

■造花で作る
ハンギングプランツアレンジ
多肉植物に見た目や感触がそっくり
な造花を使い、２種類のハンギング
プランツを作ります。
２月13日㈯10時
～11時45分
10人
3300円
電話：１月19日㈫
10時から
ハンギングプランツ
のイメージ
▶

■はじめての太極拳
初心者向けの太極拳を体験します。
２月17日㈬10時～11時45分
10人
500円
電話：１月20日㈬10時から

マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください。
の他、参加希望日を記入して送付。１
月26日㈫必着
1033449

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
①パソコン・タブレットお助け相談会
②タブレット端末を使ってみよう！
①１月29日㈮10時～15時②２月５
日㈮10時～12時
各10人
①500円②300円
②電話：１月20日㈬10時から
■ステップアップ！エクセル応用
エクセルの応用を学びます。働いてい
る人も大歓迎です。
２月２日㈫～４日㈭、全３回、18時
半～21時
10人
3469円
電話：１月19日
㈫10時から

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88
☎638-2270

■木製・糸ノコで作る
飾り皿のオブジェ作り教室
１月28日㈭～30日㈯、
９時半～15時
各５人※中学生以上
各1500円
電話：１月18日㈪９時から
1031130
過去の教室の
様子
▶

中央公民館

〠020-0013 愛宕町14-１
☎654-5366 ファクス 653-3505
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〠028-4125 好摩字野中69-48
☎681-0055 682-0055

■冬の七滝

リースの完成
イメージ ▶

スポーツツーリズム推進室 ☎603-8009

〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２
☎659-3338

■児童文学を読む会
ケストナー作「動物会議」
（岩波書店）
。
１月27日㈬10時～12時

■盛岡の古町名展「葺 手 町・生 姜 町
かいわい」
１月16日㈯～３月14日㈰
入館料が必要
1021353
▶シリーズ講座「祖父・父の仕事」
南部鉄器鋳金家鈴木盛久工房の15代
目である熊谷志衣子さんが13代目鈴
木盛久と14代目貫爾盛久について講
演します。
２月11日㈭13時半～15時
40人
電話：１月30日㈯9時
から
1029007
▶学芸員講座
町の歴史と先人について詳しく解説
します。
２月20日㈯13時半～14時半
40人
電話：１月30日㈯９時から
1029006

都南図書館

〠020-0834 永井24-90-２
☎637-3636

ふき で

し

い

しょう が

■「青春（アオハル）文庫」を企画展示
岩手の読書週間に合わせ、中学、高
校生向けの新着本を展示します。
２月２日㈫～14日㈰

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50
☎681-2100

■企画展「災害の記憶～盛岡藩の被
災・救済・防災～」
江戸時代に盛岡藩で起きた災害の実
態とその対応を紹介します。
１月20日㈬～３月15日㈪
入館料が必要
1026103

おいしいお肉料理を堪能！

もりおか短角牛フェア開催中！
農政課内、もりおか短角牛振興協議会☎613-8457

こ

かんぼう ず

資料「ジオラマ式盛岡市街觀望圖」

■特別講座「胡堂とあらえびす～二つ
のペンネームに込められた思い」
野村胡堂・あらえびす記念館の杉本勉
つとむ

なん ぶ としひさざい ふ

災害の記録資料「南部利剛在府
る

東京2020オリンピック・パラリンピ
ックで、盛岡のホストタウン相手国
であるマリ共和国の生活や文化を写
真で紹介します。
１月19日㈫～２月５日㈮
もりおか女性センター
（中ノ橋通一）
1033001

ます。
１月20日㈬～31日㈰、10時～16
時※31日のみ15時まで
もりおか町家物語館（鉈屋町）、
旧石井県令邸（清水町）

かん じ

氷爆ツアー

滝の全体が真っ白に凍結した、氷の
絶景を観に行きます。
２月10日㈬９時～15時半
県民の森七滝周辺（八幡平市）※
同公民館集合・解散
10人
730円
電話：１月19日㈫９時から
■ミモザのリース教室
黄色のミモザの生花を使って、春色の
リースを作ります。
２月16日㈫10時～12時
10人※市内在住の18歳以上
3000円
電 話：１
月22日㈮９
時から

マリ共和国パネル展

〠020-0114 高松一丁目９-45
☎661-4343

す どめ

・留守留」

▶れきぶん講座「古文書に見る盛岡
藩～江戸時代における災害対応」
青山学院大講師の千葉一大さんが盛岡
藩で起きた災害の内容を解説します。
３月７日㈰13時半～15時半
20人
往復はがき：２月14日㈰必着
1019061
いちだい

◀過去の講座の様子

■冬の盛岡を満喫講座
盛岡てがみ館などで企画展示を見学
し、フィールドワークで冬の盛岡の美
しさを再発見します。
２月７日㈰・13日㈯、
13時～15時40分
盛岡てがみ館（中ノ橋通一）、もり
おか啄木・賢治青春館(中ノ橋通一)
各５人
各20円
往復はがき・ファクス：必要事項

好摩地区公民館

先人記念館

市立図書館

館長が野村胡堂について講演します。
２月６日㈯13時半～15時
40人
電話：１月23日㈯9時から
1025104

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１
☎635-6600

■埋蔵文化財調査資料展
令和２年度の発掘調査の最新成果を
紹介します。
２月６日㈯～５月23日㈰
入館料が必要
1009440
発掘された
成果物 ▶

しん

浅倉伸「新・諸病諸薬の戦い」
過去のパネル展の様子

スキー選手権大会

スポーツ推進課

☎603-8013

ジャイアントスラローム（大回転）の
大会を開催します。
2月21日㈰8時～13時
岩手高原スノーパーク（雫石町）
種別：4年生以上の小・中学生男女、
高校生~27歳・28~39歳・40~49歳・
50~59歳・60歳以上の男性、高校生
以上の女性、ハンディスキー※高校生
以上はＳＡＪ
（全日本スキー連盟）会員
登録者のみ
小・中学生1000円、高校生1500
円、一般2000円

窓口：市役所本庁舎別館7階の同
課と盛岡タカヤアリーナ（本宮五）、
渋 民 運 動 公園 総合体育館（川崎字
川崎）、市スキー協会（大新町）に備
え付けの申請書に必要事項を記入し、
参加料を添えていずれかへ提出。2月
１日㈪17時まで
1025171

街なかアーツライブMORIOKA

①cyg art gallery ☎681-8089
②いわてアートサポートセンター ☎656-7145

①美術企画公募展
「日常の創造」～日々を紡ぐ手～
身近な素材を使ったさまざまな美術
作品を展示します。
１月16日㈯～31日㈰、11時～19時
Cyg art gallery ＆ Toast（内丸）
②時空をつなぐ現代アート展
歴史的建造物の中で、それぞれの空
間を生かした現代美術作品を展示し
シ

グ

アート
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▶ライブパフォーマンス
各会場の展示空間を生かし、音楽を
楽しみます。時間や出演者など詳し
くは、お問い合わせください。
１月23日㈯・24日㈰

盛岡生まれ・盛岡育ちの赤身肉
である「もりおか短角牛」。市内の
飲食店25店舗が、多彩なもりおか
短角牛メニューを提供します。フェ
ア期間中に、参加店舗でもりおか
短角牛メニューを食べて応募する
と、抽選でもりおか短角牛肉など
豪華賞品が当たるチャンス！ 参

テイク
アウト
あり！

加店舗やメニュー内容、賞品の応
募方法など 詳しくは、市ホームペ
ージか、プラザおでって（中ノ橋通
一）やいわて・盛岡広域観光センタ
ー（盛岡駅前通）など、市内の観光
施設に備え付けのパンフ
レットをご覧ください。
２月13日㈯まで

歩くスキーツアー岩手山麗・七滝
市スキー協会の三浦さん
☎692-5899

岩手山麗の七滝周辺を散策します。
２月７日㈰9時～15時
七滝周辺（八幡平市）※西根イン
ターチェンジ（八幡平市）集合
25人※歩くスキー経験者
2000円※歩くスキー用のスキー
板と靴、ストック、昼食を持参
電話：１月18日㈪９時から２月３
日㈬17時まで
1025157

GO！ビッグブルズ！！
2020-21シーズンが開幕
岩手ビックブルズ事務局
☎622-6811

１月16日㈯・17日㈰にシーズンが
開幕します。今シーズンのスローガン
は「ONE DIRECTION」。
「B3優勝・
B2昇格」という目標、そして次の10年
に向け、より愛されるクラブになるた
めに、チーム全員が同じ方向に進んで
いくというメッセージが込められてい
ます。皆さんの応援をよろしくお願い
します！
ワ

ン
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入場料無料！

盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
での開幕戦の情報はこちら▶

とっておきの盛岡
教えてください
広聴広報課☎613-8369
市公式フェイスブック上に開設して
いる「もりおか暮らし物語写真館」。市
は「盛岡ファンを増やしたい」という思
いから、盛岡の魅力が伝わる風景や行
事などの写真作品を募集・掲載してい
ます。自然豊かな景色や伝統文化、街
並み、祭りなど、盛岡の魅力が撮影さ
れたものであれば、ジャンルは問いませ
ん。応募方法など詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。たくさんの応募を
お待ちしています！
◀市公式フェイスブック
市ホームページ▶

作品はフェイスブック上で
紹介する他 、市のＰＲ素
材として使用します！
過去の投稿作品▶
広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ
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