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ワイアンの模様で手縫いします。
 ９月29日～10月13日、水曜、全３

回、９時半～12時半
 15人
 1300円
 電話・窓口：受け付け中
 1036732

好摩地区公民館
〠028-4125 好摩字野中69-48

☎682-0055

 集合は同公民館　  各14人※18
歳以上
■美しすぎる安比高原ブナ二次林を
　歩く　  
紅葉が美しい安比高原（八幡平市）のブ
ナ林を散策し、森林浴を楽しみます。

 10月８日㈮９時～15時半
 640円　
 往復はがき：９月28日㈫必着　　
 1036463

■岩手再発見講座～葛巻町編～　  
平庭高原を散策し、特産品の山ぶどう
の収穫とジャムづくりを体験します。

 10月18日㈪９時～16時半
 同高原と森のこだま館（葛巻町）
 2340円
 往復はがき：９月30日㈭必着　
 1036464

 1020676
■秋の生家公開

 ９月18日㈯～10月24日㈰、９時
～16時
▶秋の生家・庭園案内
生家や庭園の植物などを館長が解説。

 10月23日㈯13時半～14時半
 10人
 電話：10月９日㈯10時から

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■気軽に楽しむ絵手紙講座
 10月13日～27日、水曜、全３回、

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■ミュージカル「マイ・フェア・レディ」
ミュージカルの金字塔。豪華キャストが
珠玉の名曲の数々をお届けします。

 12月10日㈮は13時～16時と18
時～21時、11日㈯は13時～16時

 全席指定。Ｓ席１万3000円、Ａ席
１万円、B席8000円、Ｕ-25チケット
各半額※当日券は各500円増

 ９月24日㈮から同ホールの他、市
内プレイガイドで販売

 1036654

  盛岡劇場
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258
　　  kouza-morigeki@mfca.jp

■「劇団モリオカ市民」公演関連企画
　身体表現ワークショップ
ダンスや演劇とは違う身体表現の可
能性を体感します。

 10月30日㈯10時～17時
 15人※高校生以上
 1000円
 電話・窓口・メール：9月24日㈮10

時から10月15日㈮17時まで※応募多
数の場合は抽選　  1036653

姫神ホール
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-3526

■ＩＢＣラジオ公開録音「歌って！笑っ
　て！！民謡まわり舞台in姫神ホール」

 10月16日㈯13時半～15時半
 全席指定※整理券が必要
 10月１日㈮から同ホールの他、Ｉ

ＢＣ岩手放送（志家町）、市民文化ホ
ール、盛岡劇場、キャラホール（永井
24）で整理券を配布※１人２枚まで

 1032434
■姫神シネマ　映画「終わった人」
　特別上映会
同映画上映と盛岡広域フィルムコミ
ッション担当者による市内ロケこぼ
れ話の紹介など。

 11月7日㈰13時～15時半
 300人

 全席指定。500円※当日券は700円
 ９月23日㈭から同ホールの他、市

民文化ホール、盛岡劇場、キャラホー
ルで販売　  1026647

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

内容や申込方法など詳しく
は、同プールのホームペー
ジをご覧ください。
■９月後期水球教室

 ９月16日～30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　  随時受け付け
■障がい者スポーツ教室
①鉄棒と跳び箱、マット運動など②
クロールの習得。

 ９月18日㈯①９時半～１０時20分
②10時40分～11時半

 各10人※知的・発達障がいのあ
る小学生

 各550円※両方参加は990円
 当日まで受け付け

■フィットネス教室
ピラティスやヨガ、キッズ・j

ジュニア

r.体育など。
 11月１日㈪～12月24日㈮
 3575円～6600円
 10月２日㈯大人向けは12時半か

ら、子ども向けは14時半から
■水泳教室
①幼児②一般③水中運動・アクアビクス

 11月１日㈪～12月25日㈯
 ①30人※本年度に４～６歳になる

子②16～32人※中学生以上③15～
30人※18歳以上　

 各3500円～7040円
 10月３日㈰①は15時から②③は

10時半から

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１

☎681-5132

■バスで行く　菌活！きのこの森の
　きのこ観察　  
同公園のガイド付き散策とキノコ観

察会。特製キノコ料理の昼食付。
 10月２日㈯10時～14時半※現地

集合の人は９時半集合。往復送迎バ
ス利用の人は上ノ橋観光バス専用駐
車場（本町通一）に９時集合

 25人　  2500円
 往復はがき：９月23日㈭必着

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88

☎638-2270

■つどいの森感謝祭
木工体験や靴飛ばし大会など。

 ９月23日㈭10時～15時
 こもれびの宿☎637-0876
 1032404

■木製・スピーカー作り教室
スマートフォン用の音が反響するスピ
ーカーを作ります。

 ９月24日㈮・25日㈯、９時半～15時
 各４人※中学生以上　  各2500円
 電話・窓口：９月18日㈯９時から

サンライフ盛岡
〠020-0861 仙北二丁目４-12

☎635-9600

表のとおり講座を開催します。
 電話

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス653-3505

■実用書道講座～のし袋に書く～
 ９月28日㈫10時～12時　  ５人
 窓口・ファクス・応募フォーム：９

月22日㈬必着　  1033009
■盛岡わけもんカレッジ
わけもん（若い人）を対象とした縄文
文化やクラフトビール、陥りやすいト
ラブル対策などの講座。

 10月６日㈬・9日㈯・27日㈬・11月
10日㈬、全４回、19時～20時半※9日
は9時～15時半

 10月9日は御所野縄文公園（一戸
町）ほか※集合はマリオス１階正面玄
関前（盛岡駅西通二）

 12人※20～45歳
 500円※別途教材費などが必要
 往復はがき・ファクス・応募フォー

ム：９月28日㈫必着※応募多数の場
合は抽選　  1031920
■古典文学入門講座
古典文学作品から、その時代の生活
の様子などを学びます。

 10月23日～12月11日、土曜、全７
回、10時～12時

 40人　  1000円
 往復はがき・ファクス・応募フォー

ム：10月８日㈮必着　  1032526

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

 往復はがき：９月30日㈭必着
■エンジョイ！生き生きライフ
豊かな生活に向けた①江戸時代最大
の百姓一揆②県立美術館コレクショ
ン展の鑑賞③かんたんヨガでリラック
ス④カナダの文化と食文化の講座。

 ①10月21日㈭②11月18日㈭③12
月8日㈬④来年１月19日㈬、全４回、
10時～12時

 ②県立美術館（本宮五）※集合は
同美術館　  15人

 500円※別途活動費が必要
 1020927

■軽運動講座　ピラティスしませんか！
呼吸法や正しい姿勢、筋肉の動かし
方を習得します。

 10月21日～11月４日、木曜、全３
回、19時～20時半　  20人

 600円　  1017812

イベント情報 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。

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■クラフトバンドのカゴバック製作講座
 10月６日㈬・20㈬、全２回、13時

半～１５時半
 16人　  2000円
 電話：９月18日㈯11時から
 1025247

■きのこの森を満喫　  
外山森林公園（薮川字大の平）で、秋
の味覚キノコの種類や特徴などを学
習し、収穫を体験します。

 10月６日㈬9時45分～15時５分
 集合は同公民館
 14人
 30円※別途キノコ収穫料金が必要
 往復はがき：９月24日㈮必着
 1028405

■初心者のための英会話講座
 10月７日～28日、木曜、全４回、

10時～12時
 10人　  500円
 電話：９月22日㈬10時から
 1024308

■かんたん！ワード入門
 10月13日㈬・14日㈭、全２回、10

時～16時
 10人　  4518円　
 電話：９月24日㈮10時から
 1032227

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■スイーツづくり教室
ケーキなどの作り方を学びます。

 10月12日～26日、火曜、全３回、
13時～15時

 12人　  3500円
 往復はがき：10月４日㈪必着
 1036158

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■クリスマスハワイアンキルトに挑戦
クリスマス用のミニタペストリーをハ

13時半～15時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 10人　  1500円
 電話：９月22日㈬10時から
 1019673

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■企画展「遺跡の名探偵～考古学者
　はここを見る！」
遺跡の発掘調査の方法、土器の見方
などを紹介します。

 10月２日㈯～来年１月23日㈰
 1009440

区界高原少年自然の家
〠028-2631 宮古市区界２-111

☎0193-77-2048 ファクス0193-77-2124
 sizennoie@city.morioka.iwate.jp

■秋のファミリーデー
①水晶探し②兜

かぶと

明
みょう

神
じ ん

岳登山
 10月９日㈯８時半～12時45分
 ①25人②15人※幼児～中学生とそ

の家族。②は小学生以上
 各100円
 メール・はがき・ファクス：９月25

日㈯必着
■歴史の道・旧宮古街道探訪　  

 10月23日㈯７時半～16時20分
 集合は都南総合支所駐車場
 15人※小学４年生以上（小・中学

生は保護者同伴）
 2000円　
 メール・はがき・ファクス：10月４

日㈪必着

もりおかこどもスポーツクラブ
　市スポーツ協会　☎601-5700

　   jigyoka@morioka-sport.or.jp

本年度後期の参加者を募集します。
申し込み方法など詳しくは、お問い
合わせください。

 10月13日㈬～来年２月16日㈬、18
時半～20時

 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）　
 50人※小学３・４年生
 メール：９月26日㈰まで
 1030094

盛岡芸
げ い

妓
ぎ

お座敷体験講座
盛岡観光コンベンション協会  ☎621-8800

 10月30日㈯10時半～12時
 料亭京極（大通一）　  １６人
 6000円※持ち帰りお弁当付き
 ９月21日㈫から同協会（中ノ橋通

一、プラザおでって４階）でチケット
を販売※平日９時～17時

 1036432

もりおか里山トレッキング塾
もりスポネット　☎613-3400

座学で登山の基礎を学び、里山登山
をします。詳しくは、もりスポネット
のホームページをご覧ください。

  全４回。座学は10月９日㈯・
23日㈯、16時15分～17時45分、盛
岡体育館（上田三）。登山は10月16
日㈯９時半～14時、朝島山（大ケ
生）と30日㈯８時半～16時、姫神山

 15人※20歳～64歳（家族参加の場
合は小学生以上）の初心者

 応募フォーム：９月18日
㈯９時から　

表　サンライフ盛岡の講座内容など
講座名 日時 定員 内容（費用） 申し込み

ドライフラワーでつくる
オータムスワッグ

10/２㈯
10時～11時45分 11人

秋をイメージしたスワッグ（壁飾
り）を作ります。（3500円）

９/18㈯
10時～

アートdeあそぼう！ 10/９㈯
10時～11時45分 10人

折り紙やリボン、米粉粘土でハロウ
ィンリースを作ります。（1700円）

９/18㈯
10時～

秋のしらべ
はじめての和音

10/15㈮
13時半～15時 ５人 盛岡生まれの小型琴「和音（かずね）」の演奏方法を学びます。（500円）

９/21㈫
10時～

子ども科学館へ行こう！
■ナイトミュージアム　星を見る会

 10月２日㈯18時半～19時半
 30人　  電話：９月18日㈯９時から

■プラネタリウムコンサート
歌手の伊藤ともんさんが、宮沢賢治
が作った曲を歌います。

 10月10日㈰17時半～18時
 50人　  ４歳～中学生200円、

高校生以上500円
 電話：９月19日㈰９時から

■ワークショップ「ワンコップ」
「わん」と鳴く犬のおもちゃを紙コッ
プで作ります。

 10月の土・日曜、14時半～16時
 各24人　  各100円

■チャレンジサイエンス2021
岩手大の先生と実験や工作を体験。

 10月の日曜、①９時50分～②11
時10分～※いずれも30分程度

 各12人※31日は各４家族

 子ども科学館☎634-1171

中止

中止


