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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。

イベント情報

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■ 「LGBTQ+
プラス

」アライの輪を広げよう！
映画「カランコエの花」上映と読書
会、講演会「セクシュアル・マイノリ
ティの抵抗の歴史」を通して、理解
と支援のネットワークを広げます。

 ６月12日㈰・26日㈰・７月２日
㈯、全３回、13時半～15時半※７月
２日㈯の講演会のみの参加も可能

 参加者に個別に連絡します
 10人※講演会のみ50人
 各３人※６カ月～就学前の子。

１回500円
 応募フォーム：５月18

日㈬12時から
 1037931

■ 男女共同参画週間　もりおか展
①お茶の水女子大の申

し ん

琪
き

榮
よ ん

教授
による講演会「『私のV

ボ イ ス

oiceから
私のL

ラ イ フ

ifeへ』～なぜ女性の政治参
画が必要なのか～」を開催します
※後日オンライン配信有り②男女
共同参画に関するパネルの展示や
DVDを上映します。

 ①６月18日㈯13時半～15時半
※オンライン配信は６月28日㈫12
時～７月12日㈫②６月17日㈮～６
月23日㈭9時～21時半※土・日曜
は17時、23日は15時まで

 ①会場・オンライン各50人
 ①３人※６カ月～就学前の子。

１回500円
 ①電話・応募フォーム：

５月18日㈬10時から
 1001889

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■  川口成彦
　フォルテピアノ・リサイタル
盛岡市出身のピアニスト川口成

な る

彦
ひ こ

が、ベートーベンが活躍していた頃
の楽器を演奏、その時代に思いを
はせます。

 ７月19日㈫19時～21時
 全席指定。S席4000円、A席

3000円、U-25チケット1500円
 同ホールの他、市内プレイガイ

ドで発売中　
 1035012

キャラホール・都南公民館
〠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

誰でも大歓迎のスペシャルジャズ
ライブを開催します。

 ６月８日㈬19時～20時半
 500人
 500円
 同ホールの他、市民文化ホール

（盛岡駅西通二）、盛岡劇場（松尾
町）、姫神ホール（渋民字鶴塚）で
発売。５月20日㈮９時から

 1034521

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■水球教室
 ５月19日～31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
 ４回コース3300円
 窓口・電話：随時受け付け
 1037747

■夏季フィットネス教室
 ７月１日㈮～８月３日㈬※開催

時間は各教室により異なります。
詳しくは、同プールのホームページ
をご覧になるか、お問い合わせく
ださい

 窓口：５月19日㈭10時から
 1039643

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

〠020-0866 本宮五丁目３-３
☎601-5001

■放課後カーリングクラブ
カーリングを楽しみながら基礎を
学びます。

 ６月１日～10月26日、第１・３水
曜、17時～18時

 ４人※小学１～３年生
 月2000円
 窓口・電話：随時受け付け
 1039490

■平日初心者カーリング教室
 ６月９日～６月23日、木曜、全３

回、13時～14時半

 ６人※18～70歳
 5000円
 電話：５月20日㈮10時から
 1036122

市立武道館
〠020-0882 住吉町３-12

☎654-6801

■Z
ズ ン バ

UMBA（ダンスフィットネス）
ラテン系リズムの音楽に合わせ
て、初めてでも楽しめるダンスエク
ササイズ。

 ６月７日・14日・28日、火曜、全
３回、11時半～12時半

 15人
 2310円
 電話：５月18日㈬10時から
 1039666

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■すわってエクササイズ教室
椅子に座ってできるストレッチとエ
アロビクス。

 ６月10日㈮14時10分～15時10分
 20人
 550円
 電話：５月18日㈬10時から
 1025160

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■浜藤古本市
今回は「子どもに読ませたい本」を
テーマに開催。５月22日㈰の午後
には、絵本の読み聞かせも予定し
ています。

 ５月21日㈯・22日㈰、10時半
～16時　  1023430

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
 ６月9日・23日・７月14日・28

日・８月４日・25日、木曜、全６回、
10時～12時

 ６人※60歳以上の初心者
 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

■ ブルーホワイトのプリザーブドフ
ラワーアレンジ

白い陶器の花器にブルーとホワイ
トを基調としたプリザーブドフラワ
ーをアレンジします。

 ６月４日㈯10時～11時45分
 ６人
 3400円
 電話：５月21日㈯10時から

■ もっと釣りを楽しもう！
　～ランディングネットづくり～
釣った魚を取り込むランディング
ネットを作ります。

 ６月11日㈯・25日㈯、全２回、
10時～11時45分

 6人
 2000円　
 電話：５月18日㈬10時から

■ ピラティス d
デ

e 整える
　～おなか周り編～
胸式呼吸とゆるやかな動きで、お
なか周りを整えるピラティスを体
験します。

 ６月29日㈬10時～11時半
 10人　  800円
 電話：５月25日㈬10時から

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88

☎638-2270

 電話：５月18日㈬９時から
■ 木製・ケンタッキー・25ステックチ

ェアー作り教室
角材を使い、キャンプなどで使え
る折り畳み椅子を作ります。

 ５月26日㈭～28日㈯、９時半～
15時

 各４人※中学生以上
 各4000円
 1033824

■ 森を遊び楽しむワークショップ・新
緑香る樹 と々志波三山を愛でる旅

３㌔にわたる豊かな自然の中、樹
木と地形を観察します。

 ５月28日㈯10時～12時半

 30人※小学生以上　  1039742

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！初夏の自然観察会
森林インストラクターと自然観察
会を楽しみます。

 ６月９日㈭10時半～14時半
 20人　  2000円　
 往復はがき：５月30日㈪必着
 1031503

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス653-3505

■はじめての絵画教室
絵を描く経験の少ない人に描くた
めのコツや楽しさを教えます。

 ６月25日・７月２日・16日・23日
８月６日、土曜、全５回、13時15分
～15時15分

 16人※中学生以上　  1500円
 往復はがき・ファク

ス・応募フォーム：６月15
日㈬必着

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■ 自然環境講座
　～安比高原ブナ二次林～
環境アドバイザーとブナ二次林を
散策して、自然の仕組みを学びます。

 ６月３日㈮９時～15時半
 13人　  30円
 往復はがき：５月24日㈫必着
 1025281

■ 土日で学ぶ！ワード基礎から応
用編
 ６月11日㈯・12日㈰、全2回、

10時～16時
 10人　  4298円
 電話：５月26日㈭10時から
 1035285

■表
おもて

千
せ ん

家
け

茶道　初心者講座
点

て

前
ま え

体験を通じて、日本の伝統文
化への理解を深めます。

 ６月16日・23日・30日・７月14
日、木曜、全４回、13時半～16時

 10人　  1300円
 電話：５月27日㈮10時から
 1037779

■知っててよかった介護教室
介護の心構えや知識、実践の仕方
などを学びます。

 ６月16日～30日、木曜、全３

回、10時～12時
 10人
 電話：６月１日㈬10時から
 1026954

好摩地区公民館
〠028-4125 好摩字野中69-48

☎682-0055

■ゴンドラで行く森吉山トレッキング
花の百名山・森

も り

吉
よ し

山
ざ ん

（北秋田市）
のトレッキングと山頂からのパノラ
マを楽しみます。

 ６月23日㈭７時～18時　
 10人※18歳以上　
 900円程度
 往復はがき：５月31日㈫必着
 1039732

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■ テーマ展「罪と罰Ⅲ～酒は飲ん
でも飲まれるな～」

盛岡藩の記録に残る酒にまつわる
事件を中心に紹介します。

 ５月18日㈬～８月15日㈪
 入館料が必要
 1024201

■ れきぶん講座「踊れ、喜べ！～天
和３年の饗

きょう

宴
え ん

～」
青山学院大の千葉一

い ち

大
だ い

講師が４代
盛岡藩主南部重信に関する記録か
ら能楽を中心に紹介します。

 ６月26日㈰13時半～15時半　
 会場25人、オンライン参加30人
 往復はがき・応募フォ

ーム：５月30日㈪必着
 1035475

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■企画展　啄木と修学旅行
啄木が修学旅行時の体験を表現し
た作品や当時の写真を紹介します。

 ５月17日㈫～９月11日㈰、9時
~17時

 入館料が必要
 1028443

▶ギャラリートーク
企画展の見どころを紹介します。

 ①５月29日②６月19日③７月31
日④８月28日、日曜、14時～14時半

 各10人
 電話：①５月13日②６月3日③

７月15日④８月12日、金曜、10時
から　  1028443
▶講演会
啄木が盛岡中学時代に参加した修
学旅行について紹介します。

 ７月10日㈰13時半～15時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 15人
 電話：６月７日㈫10時から
 1028444

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■ 大人向けワークショップ
　「消しゴムはんこをつくろう」
昭和の「モノ、コト」を消しゴムは
んこで作ります。

 ６月４日㈯13時半～15時半
 10人※18歳以上
 1000円
 電話：５月21日㈯10時から
 1028926

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■ 盛岡市・都南村合併30周年記念
事業テーマ展「都南の遺跡」

30周年を記念して、都南地区の特
徴的な歴史や文化を紹介します。

 ６月４日㈯～９月19日㈪、９時
～17時

 入館料が必要
 1009438

子ども科学館
〠020-0866 本宮蛇屋敷13-１

☎634-1171

■ ワークショップ
　「プラコップキーホルダー」
プラスチックコップを使ってオリジ
ナルキーホルダーを作ります。

 ６月４日～26日、土・日曜、14時
半～16時

 各24人
 展示室の入館料が必要
 1038953

■ナイトミュージアム「星を見る会」
星座探しと、天体望遠鏡を使用した
天体観測をします。※悪天候時は中止

 ６月４日㈯20時～21時
 30人※中学生以下は保護者同伴
 電話：5月18日㈬９時から
 1032317

■ ホリデーサイエンス「さわって生
まれる摩

ま

擦
さ つ

のチカラ」
摩擦力の実験と体験を楽しみます。

 ６月４日～26日、土・日曜、①
10時10分～10時25分②11時～
１１時15分

 各５組※１組３人まで
 当日の9時から整理券を配布
 1036834

■太陽を見る会
太陽投影板と遮光プレートを使って
太陽の観察をします。※悪天候時は
中止。混雑時は人数を制限します

 ６月18日㈯・19日㈰、全2回、
13時～15時

 展示室の入館料が必要
 1025526

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

■もりおか歴史自然めぐり
先人ゆかりの盛岡八幡宮から下町か
いわい、湧水や盛岡町家を巡ります。

 ６月８日㈬９時半～12時
 盛岡八幡宮（八幡町）
 20人　  28円
 はがき・応募フォー

ム：６月１日㈬12時必着
■ 2030SDGsカードゲームでもりお

かの未来を描こう！
ゲームの体験と振り返りを通して
S
エスディージーズ

DGsの必要性を知り、地域の未
来を考えます。

 ６月22日㈬15時半～17時50分
 都南図書館（永井24）
 20人　  28円
 はがき・応募フォー

ム：６月15日㈬12時必着

e
エ コ

coキッズ「エコアス広場で生
き物みっけ！」

環境企画課　☎626-3754
岩手虫の会の伊達功

いさお

さんと昆虫観
察をします。

 ６月19日㈰９時～11時
 エコアス広場（上田字上堤頭）
 15組※小学生以上の子と保護者
 28円
 はがき・応募フォー

ム：６月１日㈬12時必着

ケンタッキー・25
ステックチェアー

盛岡藩の史料「刑罪」

「下
しも

永
なが

林
ばやし

遺
い

跡
せき

出土の蕨
わらび

手
て

刀
とう

」


