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広　告 広　告

㈰・20日㈬、全４回、13時半～15時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 40人※小学生～高校生の初心

者。小学３年生以下は保護者同伴
 1000円
往復はがき：必要事項を記入し、

〠020-0871中ノ橋通一丁目１-10盛
岡観光コンベンション協会へ郵送。
９月17日㈮必着※応募多数の場合は
抽選
 1036206

環境学習講座ecoキッズ「大学生
と一緒にエコバックを作ろう！」

環境企画課　☎626-3754
着なくなった衣類をエコバックにリメ
イクします。
 ９月25日㈯10時～12時
 エコアス広場（上田字上堤頭）
 15組40人※４歳～12歳の子と保

護者　  28円
 電話・e

エ コ

coもりおか
応募フォーム：９月15日
㈬17時まで

お父さんと一緒にバドミントン体験
いーはとーぶスポーツクラブ

☎622-1110　   ihatov@iispo.jp

父と子でバドミントンを体験します。
９月25日㈯９時45分～11時半
 盛岡体育館（上田三）
 12組※小学３～６年生と父親
 １組500円
 メール・LINE：９月10
日㈮まで
 1036171

市民登山 in 三ツ石山
市山岳協会の三浦さん
☎090-2988-5362

山岳ガイドと一緒に、豊かな自然と
裏岩手の紅葉を楽しみます。
９月25日㈯７時～15時
 三ツ石山※集合は網張スキー場

（雫石町）
30人※体力に自信のある小学４年

生～70歳。中学生以下は保護者同伴
 4300円
 電話：９月15日㈬まで
 1036211

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10
☎604-3303　ファクス601-4031
 mederunet@sankaku-npo.jp

■もりおか女性センターフェスティバル
①「マイ・ブックショップ」などの映画
を通して男女共同参画社会を考えま
す※一部オンライン上映有り。②同
センター利用団体の活動紹介を展示
します。時間など詳しくは、お問い合
わせください。
 10月８日㈮・９日㈯
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 ①各５0人　 ①各３人※６カ月

～就学前の子。１回500円
 電話・応募フォーム：

９月８日㈬12時から　
 1001892
■就労支援・スキルアップ講座
　「エクセル集中講座」
エクセル基礎から応用までを習得。各
回前半はソフト自主学習、後半は講義。
 10月18日～29日、月・水・金曜、

全６回、10時半～12時
 １0人※基本操作ができ、就労を

目指している、またはスキルアップし
たい就労中の女性
３人※６カ月～就学前の子。１回500円
 郵送・ファクス・メール・応募フォ

ーム：９月６日㈪12時～
17日㈮16時まで※必着
 1032829

盛岡劇場・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。
 ９月14日～28日、火曜、10時～

16時※出入り自由・マイカップ持参
 1036225

■親子ふれあい事業「影絵をみよう♪」
手遊びやギターの生演奏を織り交ぜ
た影絵のステージを楽しみます。
10月10日㈯11時～12時
 50人※親子　
 電話・窓口：９月４日㈯10時から
 1036226

■盛岡文士劇公演チケット一般販売
「アイは猫である（仮題）」「口上」
「人間万事　金の世の中（仮題）」の
３演目。
12月４日㈯は17時半～20時、５日

㈰は13時～15時半と17時半～20時
 全席指定。3000円
同劇場と市民文化ホール、キャラ

ホール、姫神ホールは10月７日㈭９
時から、市内プレイガイドは同日各
開店時刻から、ローソンチケットは
同日10時から　  1036504

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■９月前期水球教室
９月２日～14日、火・木・金曜は18時

半～20時半、土曜は16時半~18時半、
日曜は14時～16時
 小・中・高校生
 月４回コース：3300円、月８回コ

ース：5500円
 電話・窓口：随時受け付け
 1036207
■障がい者スポーツ教室
①鉄棒と跳び箱、マット運動②クロ
ールの習得を目指します。
 ①９月９日㈭②22日㈬、17時半～

18時半
 各10人※知的・発達障がいのあ

る小学生　
 各660円
 電話：各開催日の１週間前まで
 1036208
●施設の利用制限
大会のため次の期間は利用できません。
 ９月４日㈯・５日㈰

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１

☎658-1212

■卓球教室
 10月８日㈮・18日㈪・28日㈭・11
月４日㈭・11日㈭、全５回、10時～
12時
 32人※18歳以上　 3300円
 電話：９月10日㈮10時から
 1029210

市観光文化交流センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10
プラザおでって ☎604-3300

■おでって短編シアター
「立川只四楼　ふるさと独演会」
市出身の落語家立

たて

川
かわ

只
ただ

四
し

楼
ろう

が「芝
浜」などの落語を披露します。
11月23日㈫15時～16時半
 2000円
 窓口・応募フォーム：受付中
 1036130

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス653-3505
 chuo.ph@city.morioka.iwate.jp

■図書室展示「野村胡堂にふれる」
岩手ゆかりの作家野村胡堂の著書や、
ゆかりのある人物の図書の展示と貸
し出し。
９月14日㈫～10月15日㈮
 1036220

■「もりおか歴史散歩～150年前の奥
　州街道を歩く～」
明治天皇や吉田松

しょう

陰
いん

、伊能忠
ただ

敬
たか

が盛
岡に来たエピソードを通して歴史を
学び、市内を散策します。
 10月２日・９日・23日、土曜、全３
回、10時～12時
９日のみ鉈屋町周辺※集合はもり

おか町家物語館（鉈屋町）
 15人※小学５年生以上、小学生は
保護者同伴  520円
 ファクス・往復はがき・応募フォー
ム：９月23日㈭必着※応募多数の場
合は抽選  1036221
■ 読書ボランティア養成講座
読書ボランティアと、読み聞かせの
知識・技術を学びます。
10月９日・23日・11月６日・20日、

土曜、全４回、10時～12時※10月23
日・11月６日は10時～11時半
 12人※読み聞かせの初心者
 ファクス・メール・往復はがき：９

月20日㈪必着※応募多数の場合は
抽選　  1036222
■ 胡堂の魅力 再発見！ 野村胡堂・あ
らえびす記念館を訪ねて　
野村胡堂の魅力を再発見する講座。

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■パソコン初心者教室
 ９月28日㈫～30日㈭、全３回、

13時～16時　
 10人　  3150円
 電話：９月17日㈮10時から
 1030481
■初心者のための俳句教室
 ９月30日・10月14日・28日、木曜、
全３回、13時半～15時半
 10人　  500円
 電話：９月８日㈬10時から
 1026957

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（秋）
 ９月24日㈮９時15分～15時
鞍
くら

掛
かけ

山（滝沢市）※集合は同公民館
 13人※登山経験のある20歳以上
 900円
 往復はがき：９月13日㈪必着
 1036081

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■合
ごう

子
す

形
なり

兜
かぶと

実物公開
黒田官兵衛ゆかりの兜を公開します。
 ９月13日㈪～９月26日㈰まで
 入館料が必要　  1020522

■企画展「杉村濬・陽太郎～日本と
　世界をつないだ外交官」
明治から昭和期に外交官として活躍
した杉村濬

ふかし

・陽太郎父子の業績を紹
介します。
９月13日㈪～11月21日㈰
 入館料が必要　  1021353
▶シリーズ講座　対談「杉村濬・陽太
　郎と私～外交官としての生き方～」

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

同父子の遺族で、元ペルー大使の青
木盛

もり

久
ひさ

さんと同館館長の対談。
 10月２日㈯13時半～15時　
40人 電話：９月18日㈯９時から
 1023603
▶展示資料の解説
同企画展の見どころを解説します。
 10月17日㈰・11月14日㈰、13時半

～14時　  各40人
 入館料が必要　  1021353
▶学芸員講座「杉村濬・陽太郎につ
　いて」
 11月３日㈬13時半～14時半
40人
電話：９月18日㈯９時から
 1021506

区界高原少年自然の家
〠028-2631 宮古市区界２-111

☎0193-77-2048
 sizennoie@city.morioka.iwate.jp

■区界高原の自然環境を守る活動
指定外来植物の防除や兜明神岳登
山、自然散策をします。
９月18日㈯９時～15時
20人※小学生以上。小学生と中

学生は保護者同伴
 100円
はがき・メール：９月13日㈪必着

ビジネススキル講座
都市戦略室　☎613-8370

デジタルトランスフォーメーションに
対応するため、デジタルツールを活用
したビジネススキルや事業の企画立
案について学びます。
 10月１日㈮～来年２月、月１回、

主に金曜、全５回、19時～20時半
 カワトクc

キ ュ ー ブ

ube-Ⅱ
ツー

（菜園一）
 30人※概ね25歳以下の社会人・

学生
応募フォーム：９月１日㈬10時から
 1036407

山車太鼓親子教室
盛岡観光コンベンション協会　

☎621-8800

盛岡山車の太鼓打ちを学び、12月19
日㈰に発表します。
９月25日㈯・10月16日㈯・17日

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■トレーニングカウンセリング
マンツーマンで体組成の測定とトレ
ーニングの案内をします。
９月22日㈬・30日㈭、14時～16時
 各２人※18歳以上
各1100円※別途トレーニングル

ーム使用料が必要
 電話：９月６日㈪10時から
 1026304
■ランダムに体トレ
簡単な筋力トレーニングと全身のス
トレッチ。
 ９月27日㈪10時半～11時半
10人※高校生を除く18歳以上
550円 電話：９月４日㈯10時から
 1036212
■さわやかピラティス教室
身体のゆがみを補正するエクササイズ
 10月１日・８日・29日、金曜、全３
回、10時～11時
 10人※18歳以上　 2211円
 電話：９月６日㈪９時から
 1024275
■骨盤ゆらっくす
骨盤体操などにより、骨盤機能の改
善を目指します。
 10月４日㈪10時半～11時半
 ７人※50歳以上の女性　
 550円
 電話：９月14日㈫10時から
 1030378

松園テニスコート
〠020-0103 西松園三丁目19-4

☎662-8778

 電話：９月６日㈪から、平日10時
～16時
 各８人※高校生を除く18歳以上
■初級テニス教室
９月21日～10月26日、火曜、全６回、

10時~11時半※雨天時は次週に延期
 9000円　  1031911
■初心者テニス教室
10月２日～11月６日、土曜、全６回、

12時~13時※雨天時は次週に延期
 6000円　  1034247

 10月15日㈮９時～12時半
 野村胡堂・あらえびす記念館（紫

波町）※集合はマリオス１階正面玄関
前（盛岡駅西通二）
 14人  330円
 ファクス・往復はがき・応募フォー
ム：９月28日㈫必着※応募多数の場
合は抽選　
 1036223

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■ 歴史講座「北からの日本史～ふる
さとの人々の生活と精神世界～」
世界遺産となる御所野遺跡や平泉仏
国土、聖像画家山下りんの「イコン」
などから、人々のくらしと信仰を学び
ます。
10月２日・30日・11月６日、土曜、

全３回、13時半～15時半
 30人　 500円
 往復はがき：９月22日㈬必着※応
募多数の場合は抽選　  1016137

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611
 kouza-kyara@mfca.jp

■はたらく女性応援講座　心を整え
　る手芸時間
３段の剣つまみ細工を作ります。
 10月３日㈰10時～12時
 20人※就労中の女性
 1000円
 メール：９月４日

㈯10時から
 1036230

剣つまみ細工

■子ども服交換会
着なくなった子ども服を交換します。詳
しくは市ホームページをご覧ください。
 10月15日㈮～17日㈰、事前持込

受付は９月15日㈬～10月13日㈬９
時～17時
同公民館※事前持込受付は同公

民館事務室
 対象の古着をお持ちの人※当日は
入場制限あり　  1036232

中止

中止
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