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「マイブーム」や「ゆるキャラ」など
の名付け親であり、現在の「仏像ブー
ム」をけん引してきたみうらじゅんの
人物像に迫る展覧会。

 ７月10日㈯～９月５日㈰、10時～
17時

 展示ホール
 高校生以下500円（当日のみ）、

一般800円（当日1000円）、ペア券
1500円（前売りのみ）※就学前の子
は無料

 ５月21日㈮から同ホールのほか、
市内プレイガイドで販売

 1030324

原敬100回忌記念事業の一環として
15分間の映像２本を制作しました。
わが国最初の本格的政党内閣を実
現し、民主政治の確立に命をかけて
活躍した原敬の生涯を大型画面で公
開しています。

イベントピックアップ

▶みうらじゅん
　フェス！前夜祭
　ザ・スライドショー「いとうさん、
　呼び出してごめん」
みうらじゅんが撮った写真をスクリー
ンで見ながら、みうらじゅんとタレン
トのいとうせいこうがトークショーを
します。

 ７月９日㈮19時～21時
 大ホール　  全席指定。3800円
 ５月21日㈮から同ホールのほか、

市内プレイガイドで販売
 1035011

みうらじゅんフェス！マイブームの全貌展

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１　☎621-5100

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25　☎636-1192

原敬100回忌記念　原敬の生涯を映像で紹介
 通年　  入館料が必要
 1034713

みうらじゅん

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5151

■パイプオルガン入門講座
パイプオルガンの仕組みや歴史を分
かりやすく紹介します。

 ６月19日㈯、10時～12時半と14
時半～17時

 各14人※中学生以上
 各1000円
 電話：５月20日㈭10時から
 1026641

■川口成
な る

彦
ひ こ

 フォルテピアノ・リサイタル
ショパン存命中に製作された、1843
年製のフォルテピアノによるオール・
ショパン・プログラム。

 ７月31日㈯15時～17時
 全席指定。Ｓ席4000円、Ａ席

3000円、Ｕ-25チケット1500円
 同ホールのほか、市内プレイガイ

ドで販売中
 1035012

■シニア元気教室
　「はじめてのスマホ体験講座」
スマートフォンの操作方法などを分
かりやすく解説します。

 ６月23日㈬10時～12時
 10人※60歳以上
 メール・往復はがき：６月９日㈬必

着※応募多数の場合は抽選
 1035003

■カンジヤマ・マイム
　「おしゃべりなパントマイム」
次々に展開される奇想天外な発想と
驚異的な身体表現が織りなす、アメリ

カ仕込みの本格派マイム。
 ７月25日㈰14時～15時半
 全席指定。３歳～小学生800円、

中学生以上2000円※３歳から入場
できます

 ５月27日㈭から同ホールの他、市
内プレイガイドで販売

 1035013

都南老人福祉センター
〠020-0842 湯沢１-１-39

☎638-1122

■初心者陶芸教室
基礎から陶芸を学び、茶わんなどを作
ります。

 6～８月の第２・第４木曜日、全６回
 ６人※60歳以上
 2000円
 電話：５月18日㈫10時から

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
オカリナの持ち方や吹き方などの基
本を学び、演奏を体験します。

 ６月２日㈬14時～15時半
 10人
 500円
 電話：５月18日㈫

10時から

■ポルドブラd
デ

e美姿勢
ピラティスやバレエなどを組み合わせ
たゆるやかな動きで、美しい姿勢を
意識したエクササイズを体験します。

 ６月９日㈬10時～11時半
 10人※女性
 500円

 電話：５月19日㈬10時から

■水無月にうたう　詩吟講座
日本の伝統芸能の詩吟を体験します。

 ６月21日㈪13時半～15時半
 ５人
 500円
 電話：５月20日㈭10時から

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１

☎・ファクス 681-5132

■現地集合！森林インストラクターと
　行く自然観察の極意～初夏編～
自然観察の専門家が、初夏の外山森
林公園のガイドをします。

 ６月９日㈬10時15分～14時15分
 15人
 1000円
 ファクス・往復はがき：５月24日

㈪消印有効※応募多数の場合は抽選

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88

☎638-2270

■木製・布張りイージーチェア作り教室
折りたたみができる木製のイージー
チェアを作り、自宅で背もたれに布
を張って完成させます。

 ５月27日㈭～29日㈯、９時半～
15時

 各４人※中学生以上
 各2000円

 電話：５月18日㈫９時から

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366

■図書室展示
　「日本の心！みそとこうじ」
日本料理に欠かせないみそとこうじに
ついての本を展示します。

 ６月12日㈯～26日㈯
 1034652

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■エンジョイ！生き生きライフ
高松の池や八幡平の散策、ゆるのび
体操体験のほか、盛岡駄菓子につい
て学びます。

 ６月17日㈭・７月15日㈭・８月25
日㈬・９月16日㈭、全４回※各日で
時間は異なります

 同館と高松の池周辺、八幡平市
 14人
 500円※活動費は別途
 往復はがき：５月28日㈮必着
 1019360

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■覚えると便利！インターネット講座
インターネットの使い方やホームペー
ジの閲覧方法、インターネットトラブ
ルの対応などを学びます。

 ６月９日㈬10時～16時
 10人
 2820円
 電話：５月26日㈬10時から
 1034695

乙部地区公民館
〠020-0403 乙部６-79-１

☎696-2081

■初めての方でも安心！
　らくらくスマホ教室
スマートフォンの基本的な操作と活
用方法を学びます。スマートフォンを
持っていない人も参加できます。

 ６月17日㈭13時半～15時半
 10人
 電話：６月３日㈭10時から
 1022785

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50 

☎681-2100

■テーマ展「南部家の生き方e
エ ピ ソ ー ド

pisode.0
　～系譜にみる中世の南部家～」
盛岡南部家に伝わった系譜類を展示
し、中世に活躍した先祖たちの生き
方をたどります。

 ５月19日㈬～７月12日㈪
 展示室入場料が必要
 1024201

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■企画展「啄木鳥探偵處のせかい」
昨年テレビ放送されたアニメ「啄

き つ つ き

木鳥
探
た ん

偵
て い

處
どころ

」とその原作小説の魅力につ
いて紹介します。

 ５月18日㈫～９月12日㈰
 入館料が必要
 1034776

▶「啄木鳥探偵處のせかい」
　ギャラリートーク
学芸員が、企画展「啄木鳥探偵處の
せかい」の見どころを紹介します。

 ５月30日・６月27日・７月25日・
８月29日、日曜、14時～14時半

 各10人
■啄木を訪ねる道ウォーク
渋民地区にある愛宕神社や寶

ほ う

徳
と く

寺
じ

な
どの啄木ゆかりの地を、館長の解説
付きで訪ねます。

 ６月27日㈰９時～12時
 15人
 100円
 往復はがき：６月15日㈫必着
 1034777

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■テーマ展「ある時代の台所」
石器や土器などの発掘調査の出土資
料をもとに、縄文から現代の時代ご
との台所と食卓について紹介します。

 ６月５日㈯～９月20日㈪
 入館料が必要
 1009440

環境学習講座
e
エ コ
coキッズ生き物みっけ！
環境企画課　☎626-3754

エコアス広場の「いこいの花畑」エリ
アの一部にサツマイモの植え付けを
し、岩手虫の会の伊達功

いさお

さんを講師
に初夏の昆虫を観察します。

 ６月５日㈯10時～12時
 エコアス広場（上田字上堤頭）
 10組※３歳～小学６年生までの子

と保護者
 電話・応募フォーム：

５月27日㈭まで※応募
多数の場合は抽選

市民体力テスト
スポーツ推進課　☎603-8013

握力や上体起こしなど全6種目を測
定します。

 ６月６日㈰13時半～16時

©Fumitaka Saito

過去のイベントの様子

初代 南部光行
（「南部家歴代当主画像」より）

  キャラホール・都南公民館
　         〠020-0834 永井24-10-１
　  　　　　  ☎637-6611　
　　　  kouza-kyara@mfca.jp

過去の教室の様子

■新型コロナウイルス感染拡大防 
　 止に伴う中止のお知らせ
６月５日㈯に開催を予定していた
2021啄木祭は中止します。

 石川啄木記念館☎683-2315
 1034147

「MORIOペイ」加盟店を募集

盛岡地域独自の電子マネー決済サー
ビス「M

モ

OR
リ

IO
オ

ペイ」の加盟店を募集
しています。６月からは同決済サービ
スを活用した消費活性化キャンペー
ンが始まりますので、加盟店登録を
お願いします。詳しくは、MORIOペ
イ公式ホームページをご覧ください。

 盛岡ValueCity㈱ MORIOペイ
運営事務局☎621-2851

 1034460

過去のイベントの様子

市内の遺跡などから出土した土器

 盛岡体育館（上田三）
 50人※6歳～79歳
 電話：５月21日㈮17時まで
 1022731

カンジヤマ・マイム


