
イベント情報
 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

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・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

申し込みが必要な
イベントについて
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広　告 広　告

　令和３年度の団員を募集します。ア
イスホッケーやアーチェリー、新体
操、水泳など全31種目ある中から選択
して入団できます。募集種目や申し込
み方法、締切日など
詳しくは、市スポー
ツ協会までお問い
合わせください。

 市スポーツ協会☎601-5700

●前期もりおかこどもスポーツクラブ ●スポーツ少年団
　バスケットボールなど、多種目体験
型のスポーツクラブへの参加者を募集
します。費用や申し込み方法など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

 ５月12日～９月22日、主に水曜、18
時～20時　

 50人※小学３・４年生
 ４月21日㈬必着　  1030094

あつまれキッズ！

市民農園の利用者募集市民農園の利用者募集  農政課☎626-7540
 1008209

 利用期間：４月下旬～11月下旬　  １区画5000円（年額）
 はがきに住所と名前、年齢、電話番号、希望区画数を記入し、各申込先へ郵

送。４月19日㈪必着。申し込み多数の場合は抽選し、当選者へ各園主から直接
連絡します

　市民農園とは、自家用野菜や花などを育てたい人が借りら
れる農園で、各園主が表のとおり開設しています。自然と触
れ合い、作物を育てて収穫しませんか。

表　市民農園の所在地や区画数など
名称（所在地) 区画数 １区画の面積 申込先（園主）

南仙北第一ファミリー農園
（南仙北二） 48区画

30平方㍍

〠020-0861 仙北一丁目14-12
佐々木勝弥さん

南仙北第二ファミリー農園
（南仙北二） 24区画 〠020-0863 南仙北三丁目２-39

佐藤成男さん
川目ファミリー農園
（川目４） 56区画 〠020-0812 川目４-68

吉田俊和さん
津志田ファミリー農園
（津志田27） 65区画 〠020-0835 津志田26-７-１

吉田勇夫さん
黒石野ファミリー農園
（黒石野三） 60区画 〠020-0111 黒石野一丁目８-５

下田淳さん
庄ケ畑ファミリー農園
（上米内字庄ケ畑） 24区画 〠020-0001 上米内字庄ヶ畑５

帷子康雄さん
太田ふれあい農園
（中太田深持） 30区画 33平方㍍ 〠020-0052 中太田深持９

太田地区活動センター
なかよし農園
（中太田吉原） 20区画 50平方㍍ 〠020-0052 中太田八卦63

村井礼子さん
黒川みどりの貸し農園
（黒川７） 20区画 36平方㍍ 〠020-0402 黒川５-21

峰崎友子さん

　６月に開催される啄木祭のチケッ
トを、先行販売（150枚）します。な
お、一般販売は４月24日㈯からです。
　今回のゲストは、昨年放送された
アニメ「啄

き つ つ き

木鳥探
たん

偵
てい

處
どころ

」で主人公・
石川啄木を演じた声優の浅沼晋

しん

太
た

郎
ろう

さん（盛岡市出身）。「啄木とボク～
啄木を演じて～」と題して語ります。
また、地元、渋民小
の鼓笛隊や渋民中の
群読劇、コールすず
らんによる合唱が会
場を盛り上げます。

 ６月５日㈯13時半～16時
 姫神ホール（渋民字鶴塚）　  300人
 全席指定。2000円※チケット送料

404円と振込手数料が別途必要
 往復はがきに郵便番号と住所、名前

（ふりがな）、電話番号、希望枚数（２
枚まで）を記入し、〠028-4132渋民字
渋民９石川啄木記念館へ郵送。４月15
日㈭必着。販売枚数を超えた場合は抽
選します。当選結果は返信用はがきで
通知。代金振込後にチケットを郵送し
ます※１人につき１通のみ応募可能。記
載事項に不備があった場合は無効

 石川啄木記念館☎683-2315
 103414720212021啄啄木祭木祭

美肌の湯 vol.７

ユートランド　　 チャンネル姫神

ユートランド姫神
　下田字生出893-11　☎683-3215
　【温泉】10時～22時
　　　　  ※受付は21時まで
　【食堂】11時半～14時と18時～20時

マスコットキャラクター
ランちゃんユートランド姫神にユートランド姫神に

　　　　　キャンプ場開設！　　　　　キャンプ場開設！
　ユートランド姫神に、キャンプ場を開
設します。敷地内には８～12張のテン
トが設営できます。バーベキューサイト
の他、施設内の食堂、宿泊棟を利用する
と、日中は野外でキャンプを楽しみ、夜

平日限定「入浴料市民割」

　運転免許証など、市民であること
を証明できるものを提示すると、600
円の入浴料が450円に（１回５人ま
で）。この広報もりおかを持参しても、
割引を受けられます。

  好評
実施中！

は屋内に宿泊するなど、初心者や小さい
子ども連れのご家族も安心して楽しむこ
とができます。姫神山の眺望と里山の風
景を満喫しながら「姫神温泉」を堪能し
てみませんか。

キャンプ場※テントはイメージ

 ４月26日㈪から※チェックイン11時、チェック
アウト翌10時

 １人1000円※小学生以下無料。デイキャンプ
料金も同額。入浴料と食堂、施設宿泊料は別途

 予約受け付けはしていません。施設へ直接お
越しください

浅沼晋太郎さん

キャラホール
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■マイ・フェイヴァリット・ジャズ
　スペシャルライヴ

 ５月18日㈫19時～20時半
 全席指定。500人　
 整理券が必要。同ホールの他、市

民文化ホール（盛岡駅西通二）と盛
岡劇場（松尾町）、姫神ホール（渋民
字鶴塚）で４月22日㈭から整理券を
配布※１人４枚まで

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855
✉ moritai-sportsclub@morioka-sport.or.jp

■すくすくキッズ体操教室
マット運動やとび箱、縄跳びなどで
体を動かします。

   表のとおり
 メール：必要事項の他、生年月日

ときょうだいの同伴の有無を記入の
上、送付。４月24日㈯必着

 1024186
■トレーニングカウンセリング

 ４月20日㈫・28日㈬、14時～14
時45分と15時～15時45分

 各１人※18歳以上　  各1100円
※トレーニングルームの使用料は別途

 電話：４月６日㈫10時から
 1026544　

■誰でもできるはじめてのキックボク
　シング教室

 ５月７日～７月30日、金曜、全６
回、19時15分～20時45分

 12人※小学生以上の初心者。小・
中学生は必ず保護者の参加が必要

 小・中学生2475円、高校生以上
4950円　  電話：４月５日㈪10時から

 1034230
■ハタヨガ教室

「姿勢」と「呼吸法」を中心としたヨ
ガの基本的な動作を学びます。 

 ５月11日～６月29日、火曜、全６ 
回、19時15分～20時15分 

 20人※18歳以上　  4422円 
 電話：４月６日㈫10時から
 1032413

■フローヨガ教室
「動」と「静」のポーズを連続でする
ことで、新陳代謝を促進します。 

 ５月13日～７月１日、木曜、全６ 
回、19時15分～20時15分 

 20人※18歳以上　  4422円 
 電話：４月６日㈫10時から
 1034231

松園テニスコート
〠020-0103 西松園三丁目19-４

☎662-8778

■初級テニス教室
 ４月20日～６月１日、火曜、全６回、

10時～12時※雨天時は次週に延期
 ８人※高校生を除く18歳以上
 9000円
 電話：４月５日㈪９時半から

屋内ゲートボール場
〠020-0127 前九年三丁目９-37 

☎641-8484

■レディステニス教室
 ４月23日～７月９日、金曜、全10

回、10時～12時
 10人※テニス初心者の女性
 １万円
 電話：４月５日㈪10時半から

東中野運動広場
〠020-0817 東中野字立石８-11

☎652-8778

■１日テニス教室
①５歳～小学３年生コース②小学４

～６年生コース③一般コース
 ４月25日㈰、①９時15分～10時

半②③11時～12時半
 ①②30人③16人※初心者優先
 窓口・電話：４月３日㈯10時から

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１

☎681-5132

■現地集合！食育キノコの秘密！？
　原木栽培編
シイタケの植菌体験をします。ほだ木
２本付きです。

 ４月29日㈭・30日㈮、10時～12時
 各20人　  各1200円
 往復はがき：４月20日㈫消印有効

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■パソコン初心者教室
 ４月20日㈫～22日㈭、全３回、

13時～16時
 10人　  3150円
 電話：４月８日㈭10時から

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。

 ４月13日～27日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参

 1034327

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■ヒストリア玉山　
１万本のオオヤマザクラの植樹に２年
間携わった職員による解説を聞きな
がら、サクラパーク姫神を巡ります。

 ５月７日㈮10時～12時
 サクラパーク姫神（日戸字姥懐）

※集合は同館　
 12人　  30円

 電話：４月６日㈫９時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■軽登山・トレッキング（春）　  
 ５月14日㈮９時15分~15時半　
 稲庭岳（二戸市）
 13人※登山経験のある、おおむ

ね20歳以上　  900円
 往復はがき：４月26日㈪必着

■松園いきいき教室 
「悪質商法に負けないために」と題
した講座を開催します。

 ５月19日㈬10時～11時半　
 18人※60歳以上
 電話：４月５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
S.E.デュラント作「青空のかけら」（鈴
木出版）。

 ４月28日㈬10時～12時

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

 入館料が必要　  1018920
■春の生家公開

 ４月17日㈯～５月５日㈬、９時～16時
▶生家・庭園案内
生家の歴史や庭園を解説します。

 ５月３日㈪13時半～14時半
 10人　  電話：４月17日㈯10時から

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■縄文ふれあいＤ
デ ー

ＡＹ
土器の拓本とり、古代のお守りネックレ
ス、ストラップのうち、１つを作ります。

 ４月10日㈯、10時～11時半と13
時～14時半

 各100円※別途入館料が必要
 1009440

都南歴史民俗資料館
〠020-0842 湯沢１-１-38 

☎638-7228

■鎌田コレクション　旧暦ひなまつり展
市内在住の収集家・鎌田隆

たかし

さん所有
のひな人形や花巻人形を展示します。

 ４月18日㈰まで

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者施設による食品や手芸品な
どの販売体験。

 ４月～６月のおおむね毎週木曜、
11時～13時　

 市役所本庁舎本館１階エレベータ
ー前ホール　  1018352

盛岡星まつり
同まつり実行委員会の吉田さん

☎090-6458-8790

①星の写真やパネル展示②星空環境

の現状と課題などの講座③天体観望
会などを開催します。

 ①４月３日㈯～18日㈰、９時～19
時②４月10日㈯13時半～15時③４
月17日㈯19時～21時

 ①②アイーナ５階環境学習交流セ
ンター（盛岡駅西通一）③遺跡の学
び館東側駐車場（本宮字荒屋）

 ③100人　
 当日会場で受け付け
 ①1025891②1025892③1025890

県障がい者スポーツ大会
県障がい者スポーツ協会　☎637-5055

陸上やフライングディスク、水泳、卓
球、アーチェリー、ボウリングなど。
申し込み方法など詳しくは、同協会
にお問い合わせください。

 ６月５日㈯10時～15時
 県営運動公園（みたけ一）など
 県内に住む障がいのある人※13

歳以上　  ４月19日㈪17時まで

表　すくすくキッズ体操教室の日時や対象など
組名 日時 定員 対象（費用）

パンダ組 ５/10～６/28、月曜
全６回、14時半～16時

各
17組

平成28年４月２日～30年４月１日生まれの
子と保護者（１組5940円）

コアラ組 ５/13～６/24、木曜
全６回、10時～11時

平成29年４月２日～30年10月31日生まれの
子と保護者（１組3960円）

きりん組 ５/14～７/２、金曜
全６回、14時半～16時

平成27年４月２日～29年４月１日生まれの
子と保護者（１組5940円）


