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画を展示します。
 ２月５日㈯～20日㈰　
 入館料が必要※出展者と家族は

無料　  1021846

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■てがみシアター～手紙の朗読を聴く
㈱ＩＢＣ岩手放送の大塚富

と み

夫
お

アナウ
ンサーが、永六

ろ く

輔
す け

他、昭和に活躍し
た著名人の手紙などを朗読します。

 ２月20日㈰14時～15時　  20人
 電話：２月11日㈮10時から
 1020251

■企画展「なつかしの昭和」
「昭和」時代の出来事に関する資料
や、当時の盛岡の写真、商店のマッ
チラベルなどを展示。

 ２月15日㈫～６月20日㈪
 入館料が必要　  1026672　

▶ギャラリートーク
①学芸員と②館長による解説。

 ①３月５日㈯②５月28日㈯、いず
れも14時～15時　

 各８人
 電話：①２月19日㈯②５月14日

㈯、いずれも10時から

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■れきぶん講座「『雑書』がない！～
　消えた雑書の謎～」
盛岡藩家老の執務日誌といわれる「雑
書」。青山学院大学の千葉一

い ち

大
だ い

講師
が、雑書が現存しない年に関して考察
します。

 ３月13日㈰13時半～15時半
 25人

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■人生100年時代
　自分らしく生きるために
介護予防や終活など、今後の生き方
についての講演と漫談。

 ２月19日㈯10時～11時半
 30人　  電話：２月４日㈮12時から
 1037932

■映画を通して知ろう！ LGBTQ+
プラス

のT
  （トランスジェンダー）のこと
心と体の性が一致していない人のド
キュメンタリー映画の上映と、同映
画の監督・主演によるオンライント
ークを通して、性の多様性について
考えます。

 ２月26日㈯13時半～15時半
 ①オンライン参加：90人②会場参

加：30人
 ②３人※生後６カ月～就学前の

子。１人500円
 応募フォーム：２月４日㈮

12時から※②は電話も可

姫神ホール・渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-3526

■姫神ホール解放３日間
 １人１時間1000円
 窓口・電話：２月５日㈯～26日㈯、

９時～17時※グループでの申し込み
はできません　  1037986
▶ステージ開放「一人のビッグショー」
カラオケ用ＣDを持参して歌うこと
ができます。

 ３月４日㈮10時～17時
 18歳以上

▶スクリーン開放「プライベート上映会」
家族の記録映像や映画などのDVD
を持参して鑑賞できます。

 ３月５日㈯・６日㈰、10時～20時
 18歳以上

■ＳＮＳ講座
自分のスマートフォンを使ってT

ツ イ ッ タ ー

witter
の機能を学びます。

 ３月５日㈯10時～11時半
 10人※ＳNＳ初心者
 電話：２月４日㈮９時から

 1033968

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。

 ２月１日～22日、火曜、10時～16
時※出入り自由・マイカップ持参
■もりげきライヴ
「田口友

ゆ う

善
ぜ ん

＆ぶっとべR
ラ イ ダ ー ス

IDERS」がオ
リジナル曲などを演奏します。

 ３月16日㈬19時～20時半
 40人※高校生以上
 前売り1000円、当日

1200円　  窓口・電話・
応募フォーム：受け付け中
●中止のお知らせ
２月16日㈬に開催を予定していたも
りげきライヴは中止します。

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■水球教室
 ２月１日～13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

 小学生～高校生
 月４回コース：3300円、月８回コ

ース：5500円
 窓口・電話：随時受け付け
 1035936

■かんたんエアロビクス無料体験会
 ２月10日㈭11時15分～12時15分
 10人※18歳以上
 電話：２月４日㈮10時半から　
 1024631

●施設の利用制限
次の期間は、大会のため利用できま
せん。

 ２月５日㈯・６日㈰・27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
ーニング内容の案内をします。

 ２月16日㈬・24日㈭、14時～15
時45分　

 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：２月４日㈮10時から
 1025948

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-25

　　　　　　☎604-8900　　　　　
　

■書作　佐藤紫雲展
　～失いし者の詩

う た

、石川啄木～
市内を拠点に活動する書家、佐藤紫

し

雲
う ん

さんの作品展。
 ４月10日㈰まで、10時～17時　
 1032370

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■H
ハ ッ ピ ー

appy V
バ レ ン タ イ ン

alentine's D
デ ー

ay
プール・浴場を利用する先着300人
に、チョコレートをプレゼントします。

 ２月13日㈰　
 1033791　

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366
 chuo.ph@city.morioka.iwate.jp

■アートフェスタ
　～現代美術と歴史の対話～
市在住の美術家などが、同公民館に
まつわる歴史をテーマとした現代ア
ート作品を展示します。

 ２月22日㈫～３月６日㈰、９時～
17時※最終日は15時まで　

 1037982
■親子でつくろう！
　こねこねんどでお菓子なマグネット‼
粘土でマグネット付きのお菓子細工
を作ります。

 ３月６日㈰10時～11時
 12人※４歳～小学生とその家族
 600円程度 

 窓口・メール：２月22日㈫まで※
定員を超えた場合は抽選

 1037977

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■ 地域で災害に備える講座 
盛岡地域で想定される災害への対処
法などについて学びます。詳しくは
お問い合わせください。

 ３月２日㈬・９日㈬、全２回、９時
半～11時半　

 15人
 往復はがき：２月22日㈫必着
 1020372

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■パソコン初心者教室
 ２月16日㈬～18日㈮、全３回、13

時～16時
 10人　  3150円
 電話：２月４日㈮10時から
 1032515

■初心者そば打ち教室
 ２月26日㈯９時半～12時
 10人　  500円
 電話：２月９日㈬10時から
 1037955

■名作映画会
「分校日記　イーハトーブの赤い屋
根」を上映します。

 ３月５日㈯10時～12時　
 22人
 電話：２月18日㈮11時から
 1027050

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611
 kouza-kyara@mfca.jp

■スマホ決済＆スマホ活用術体験講座
 ２月22日㈫９時半～11時半
 18人
 往復はがき・メール：２月10日㈭

必着※定員を超えた場合は抽選

イベント情報
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：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
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 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

 1037981
■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」
を通して、お金について大切なことを
楽しく学びます。

 ２月27日㈰10時～12時
 15組※４歳～10歳の子と保護者
 往復はがき・メール：２月15日㈫

必着※定員を超えた場合は抽選
 1033984

■親子で楽しく学ぶ♪吹奏楽講座
楽器紹介や楽器作り、社会人吹奏楽
団によるミニ演奏会など。

 ３月６日㈰13時半～15時半
 20組※小学生とその親
 1400円 
 往復はがき・メール：必要事項の

他、子どもの学校名と学年を記入し
送付。２月18日㈮必着※定員を超え
た場合は抽選　  1033985

 入館料が必要　  1029795
■収蔵資料展「中井汲泉の世界」
生誕130年を迎える盛岡ゆかりの画
家、中井汲

きゅう

泉
せ ん

の染絵や方言絵葉書を
展示します。

 ２月26日㈯～６月19日㈰

▶もりおかのひな人形
市内商家から寄贈されたひな人形を
展示します。

 ２月26日㈯～４月24日㈰

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■児童・生徒作品展示会
原敬の誕生日である２月９日を記念
し、原敬にちなんだ言葉の習字や図

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

 往復はがき：２月21日㈪必着
 1021582

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

 1009440
■カゴ作り教室
アケビのつるで、小物入れを作ります。

 ２月19日㈯・20日㈰、９時半～12時
 各５人　
 各1700円
 往復はがき：２月10日㈭必着

■令和３年度調査成果報告会
発掘調査の最新成果を紹介します。

 ３月６日㈰13時半～15時半
 40人　
 往復はがき：２月25日㈮必着

もりおか郷土芸能フェスティバル
歴史文化課　☎639-9067

神楽やさんさ踊りなどの郷土芸能を
市内の11団体が披露します。

 ２月23日㈬10時～16時
 市民文化ホール大ホール（盛岡駅

西通二）
 前売り800円、当日1000円※中

学生以下は無料
 同ホールの他、市内プレイガイド

で販売中　
 1025596

もりおか雪あかり
盛岡観光コンベンション内、

もりおか雪あかり実行委員会事務局
 ☎621-8800

イルミネーションとスノーキャンドル
の温かい光が、冬の盛岡城跡公園の
前庭を包み込みます。

 ▶スノーキャンドル：２月４日㈮～６
日㈰▶イルミネーション：２月４日～12
日㈯、いずれも17時～20
時まで点灯

 もりおか歴史文化館前
（内丸）

家族介護者リフレッシュ交流会
イーハトーブ地域包括支援センター

 ☎636-3720

ウオーキング体験でリフレッシュし

ませんか。
 ２月16日㈬10時～11時
 イオンモール盛岡南（本宮七）　
 10人※認知症や要介護１以上の高

齢者などを自宅で介護している家族
 電話：２月４日㈮～10日㈭、９時～

19時　
 1003661

歩くスキーツアー鞍掛山麓
市スキー協会の三浦さん　☎692-5899

歩くスキーで鞍
く ら

掛
か け

山周辺の相の沢と
春子谷地を散策します。

 ２月20日㈰９時半～15時
 集合は相の沢キャンプ場駐車場

（滝沢市）
 10人※中級者以上
 2000円※用具と昼食を持参
 電話：２月17日㈭17時まで
 1025170

日本文化体験講座
文化国際課内、盛岡国際交流協会

☎626-7524
 info@mira-morioka.com

外国籍の市民と一緒に、消しゴムは
んこ作りを体験します。

 ３月５日㈯10時～12時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 15人※中学生以上
 300円※同協会の

賛助会員は200円
 電話・メール：２月

15日㈫16時まで

市民スキーツアー
市スキー協会の三浦さん　☎692-5899

網張温泉スキー場（雫石町）から姥
う ば

倉
く ら

山を経由し、県民の森（八幡平市）まで
のスキーツアー。

 ３月６日㈰８時半～16時
 集合は同スキー場スキーセンター※

県民の森からの復路はジャンボタクシ
ーを利用

 20人※スキーバッジテスト２級程
度以上の小学４年生～70歳。中学生
以下は保護者同伴

 2500円※別途リフト代、タクシ
ー代が必要。用具と昼食を持参

 電話：３月１日㈫17時まで
 1033447

南
部
絵
「
い
ろ
り
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大
通
り
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を
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年
）


