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。

キャラホール・都南公民館

■もりおか女性塾 特別編
①ジャーナリストの治 部 れんげさん
による、女らしさや男らしさの「らし
さ」に関するオンライン講演会②「男
女平等」の裁判に挑んだ、女性弁護
士の実話映画「ビリーブ未来への大
逆転」の上映。
３月13日㈯、①10時～11時半②
13時半～16時※①の動画配信は、３
月13日10時～19日㈮16時
①会場は20人、オンラインは50
人②会場のみ20人
各３人※生後６カ月～就学前の子
一人につき500円。①②両方参加の
場合は800円。要予約
電話・応募フォーム：
２月18日㈭10時から

■ピアノ開放DAY
フルコンサートピアノ「スタインウェ
イＤ-274」で演奏できます。
３月４日㈭～７日㈰、10時～20時
鍵盤楽器の演奏経験者。高校生
以下は保護者同伴
１人１時間1000円※１家族４時間
まで
電話・窓口：２月19日㈮10時から

〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10
☎604-3303
じ

ぶ

◀治部れんげさん

〠020-0873 松尾町３-１
☎622-2258

■「劇団モリオカ市民」公演プレ企画
戯曲リーディング
来年度に公演を予定している「新版
わたしのじゃじゃ麺」の、ダイジェス
ト版の朗読劇。
３月７日㈰14時～15時
整理券が必要。同館のほか、市民
文化ホール（盛岡駅西通二）とキャラ
ホール（永井24）、姫神ホール（渋民
字鶴塚）で整理券を配布中
■河南地区防災講座「災害時わたし
たちがやることは？」
①コロナ禍における避難についての
講話②地震防災かるたや避難対策
に関する資料の展示。
①３月９日㈫10時半～11時半②
２月19日㈮～３月14日㈰※14日は
①30人
16時まで
①電話・窓口：２月18日㈭10時から
1033983
広
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スタンウェイD-274

■親子のためのマネーセミナー
ワークショップ「お店屋さんごっこ」
で、お金の大切さを学びます。
３月７日㈰10時～12時
８組※４歳～10歳の子と保護者
往復はがき：２月24日㈬必着
1033984
■親子で楽しく学ぶ♪吹奏楽講座
楽器の紹介や簡単楽器作り、社会人
吹奏楽団によるミニ演奏会など。
３月14日㈰13時半～15時半

20組※小学生と保護者
1400円（練習用マウスピース付き）
往復はがき：必要事項の他、子ど
もの学校名・学年を記入。２月26日
㈮必着
1033985

総合プール

〠020-0866 本宮五丁目３-１
☎634-0450

■泳力検定会・障がい者水泳記録会・
ねんりんピック2021予選会
４月25日㈰
25㍍泳げる人※障がいの有無・
年齢は問わない
1000円※参加は２種目まで
3月１日㈪から４月４日㈰まで。申
し込み方法について詳しくは、同プ
ールに備え付け、または市スポーツ

サンライフ盛岡

〠020-0861 仙北二丁目４-12
☎635-9600

■見て、さわって、吹いてみよう！
はじめてのオカリナ
オカリナ演奏を体験します。
３月３日㈬14時～15時半
10人※初心者
500円
電話：２月18日㈭10時から
■マーブルアート・春
ビー玉とワイヤーを使うマーブルアー
トの技法で、春をイメージしたウエル
カムプレートを作ります。
３月９日㈫13時半～16時半
10人
2200円
電話：２月19日㈮10時から

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50
☎681-2100

■テーマ展
「被災地の今～復興、道 半ば～」
東日本大震災当時の写真と現在の写
真などの展示で、復興の状況などを紹
介します。
５月17日㈪まで
入館料が必要
1025630

デ

■ポルドブラ de 肩ラク
胸式呼吸とゆるやかな動きで、首や
肩まわりを意識したエクササイズを
します。
３月10日㈬10時～11時半
10人※女性
500円
電話：２月20日㈯10時から

■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ワード中級編
①２月27日㈯10時～15時②３月２
日㈫～５日㈮、全４回、９時半～12時
各10人
①500円②4500円
②電話：２月19日
㈮10時から

森林創作実習館

こもれびの宿

都南老人福祉センター

☎637-0876
11時半～14時
※月曜、年末年始は休館

☎638-2270
９時半～16時
※火曜、年末年始は休館

☎637-0876
休憩は10時～15時。宿泊は16
時～翌10時※年末年始は休館

☎638-1122
10時～18時半
※月曜、祝日、年末年始は休館

木工工作室で木を使ったお皿作
りなどができる他、生き物図鑑や
林業の紹介などを鑑賞できるビデ
オライブラリーホールもあります。
森林の重要性や利用方法、林業の
仕事の流れなどを知り、木製品の
良さを肌で感じてみませんか。

入浴や宿泊、会議、研修会がで
きます。将棋や囲碁セットも貸し出
せますので、のんびり過ごしたい
ときにはぜひご利用ください。

健康づくりのための教室を開催
しています。また、レクリエーショ
ンの場としても利用できます。60
歳以上の市民が利用できます。

み

そ

大人気の「味 噌 カレー牛乳ラー
メン（写真）」の他、新メニューの
カツカレーやチャーシュー麺、定
番の唐揚げ定食など充実したメニ
ューを用意しています。まだまだ寒
さの厳しいこの季節、温かいラン
チはいかがでしょうか。

多機能で高さの変わる木製椅子作り教室
２月25日㈭～27日㈯、９時半～15時
各５人※中学生以上
各2000円
電話：２月18日㈭９時から

石川啄木記念館
■啄木生誕記念講演会
啄木が亡くなる直前のラストレター
について、同記念館の森義 真 館長が
講演します。
２月20日㈯13時半～15時半
渋民公民館（渋民字鶴塚）
よし まさ

50人

1021849

子ども科学館で

楽しく科学を学ぼう！

♦ナイトミュージアム

星を見る会

星座探しと、天体望遠鏡を使用した天体
観測をします。※悪天候時は中止
３月６日㈯18時半～19時半
30人
電話：２月18日㈭9時から

♦ワークショップ
「光るプラ板キーホルダー」

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１
☎643-2288

湯沢１-88
☎638-2770

つどいの森レストハウス

奇跡の一本松（陸前高田市）

〠028-4132 渋民字渋民９
☎683-2315

ウエルカムボード

つどいの森を楽しもう

昨年の様子

盛岡地区かわまちづくり
（舟運）
講演会
盛岡地区かわまちづくり（舟運）
実行委員会事務局 ☎601-7244

国土交通省北上 川ダム統合管理事
務所の𧦴藤喜浩所長による「北上川
の治水システムとダムについて」と題
した講演会など。
２月18日㈭14時～15時半
盛岡商工会議所（清水町）
100人
よしひろ

プラスチック板を熱で変形させたキーホ
ルダーを作ります。
３月６日～28日、土・日曜、
14時半～16時
各24人
150円※別途入場料が必要
窓口：随時受け付け

♦大人のためのものづくり教室
パズルの仕組みを学び、幼児向けの木製
パズルを作ります。
３月20日㈯13時～16時
５人※高校生以上。子ども連れの参加
はできません
2000円

本宮字蛇屋敷13-1
子ども科学館☎634-1171

少年少女発明クラブ会員募集
工作の基礎技術を学んだり、発明くふう展（発明協会
主催）へ出品する作品を作る少年少女発明クラブの会
員を募集します。
２つのグループ
で活動するよ！

盛岡劇場・河南公民館

〠020-0834 永井24-10-１
☎637-6611

協会のホームページに掲
載している開催要項をご
覧ください

都南つどいの森は、冬の期間も利用することが
できます。夏とは違う景色を楽しんでみませんか。

子ども向けイ
ベント参加者
募集中です！

もりおか女性センター

冬も！

つどいの森マスコット
キャラクターつどりん

イベント情報

①ダ・ビンチ班（基礎コース）
紙や木工、電子工作などの基礎技
術を身に付ける
②エジソン班（応用コース）
発明くふう展へ出品する作品の製
作や課題工作で工作技術の向上を
目指す
子ども科学館マスコット
キャラクター

こかぼう

４月～来年２月の日曜日を中心に全30回程度、①
９時半～11時半②13時半～15時半
各15人※①は市内の新小学４～５年生で発明クラ
ブ未経験者推奨②は市内の新小学５年～中学２年生で
発明クラブ経験者推奨
各5000円
往復はがき：必要事項の他、保護者名とファクス
番号、学校名、４月以降の学年、希望する班、応募の
理由を記入し、〠020-0866本宮字蛇屋敷13-1 子ど
も科学館「少年少女発明クラブ係」へ郵送。２月28
日㈰消印有効

電話：２月20日㈯９時から
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