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 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

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
イベントについてイベント情報

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。

 ６月７日～2８日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参　

 1035220
■もりげきライヴ
結成43年のバンドW

ウ ェ ン ズ デ イ

ednesday
が出演します。

 ６月15日㈬19時～20時半
 60人※高校生以上
 前売り1000円、当日

1200円
 電話・窓口・応募フォ

ーム：受け付け中
■防災そばっち号がやってくる！
　～体験から考える地震への備え～
もりおか八幡ぽんぽこ市で、地震
体験車に乗って実際の揺れを体感
しながら、災害について考えます。

 ６月19日㈰11時半～、13時半
～、14時半～

 市消防団第４分団前（八幡町）
 各10人
 1039858

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■パイプオルガン
　プロムナードコンサート
演奏を気軽に楽しめる入場無料の
ミニコンサート。

 ７月７日㈭19時～19時半
 350人　
 全席指定。整理券が必要
 ６月15日㈬９時から同ホールの

他、盛岡劇場（松尾町）、キャラホー
ル（永井24）、姫神ホール（渋民字鶴
塚）で整理券を配布※１人４枚まで

 1039856
■パイプオルガン演奏体験講座
好きな曲を自由に演奏したり、オ
ルガニストのレッスンを体験でき
ます。

 ７月26日㈫13時半～19時50
分、27日㈬14時～20時20分、28
日㈭10時～11時50分

 23組※小学３年生以上の鍵盤
楽器経験者

 演奏体験1000円、レッスン体
験1500円※１組20分

 同ホールや各公民館などに備え
付けの申込用紙に必要事項を記入
し、６月17日㈮から７月３日㈰まで
に提出※定員を超えた場合は抽選

 1031270

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■シニア元気教室
　「はじめてのスマホ体験講座」
貸し出し用のスマートフォンを使っ
て、操作方法などを学びます。

 ７月７日㈭10時～11時半
 18人※60歳以上
 往復はがき：６月23日㈭必着
 1033441

姫神ホール・渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

①☎683-3526②☎683-2354
 kouza-himekami@mfca.jp

①姫神ホールふれあいコンサート
　「自衛隊北部航空音楽隊演奏会」
同音楽隊による吹奏楽コンサート。

 ６月26日㈰14時～16時
 全席指定。整理券が必要
 ６月14日㈫から同ホールや市民

文化ホール(盛岡駅西通二)などで
整理券を配布※１人２枚まで

 1026645
②健康講座　免疫力U

アップ

P
ヨガやエアロビクスで、自分の体と
向き合います。

 ７月２日・16日・30日、土曜、全
３回、10時～11時

 20人※18歳以上
 1100円
 往 復はが

き・メール：６月
18日㈯必着

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■水球教室
 ６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

 ４回コース3300円
 電話・窓口：随時受け付け
 1036207

●利用制限のお知らせ
大会や施設メンテナンスのため、
次の期間は一般開放はありません。

 ６月５日㈰・11日㈯・12日㈰・
24日㈮～７月１日㈮※６月27日㈪
は会議室と研修室のみ、６月28日
～7月1日はサブプールと会議室、
研修室のみ利用できます
●サブプール開設のお知らせ
次の期間で開設します。

 ６月28日㈫～８月31日㈬、10
時～17時

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■ルーシーダットン教室
独自の呼吸法とポーズを取り入れ
たタイ式健康体操をします。

 ６月22日～８月31日、水曜、全
６回、10時半～11時半

 15人※高校生を除く18歳以上
 4422円
 電話：６月４日㈯10時から
 1024277

■トレーニングカウンセリング
 ６月23日㈭・29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：６月６日㈪10時から
 1025948

■骨盤ストレッチ
骨盤の動作を整えるストレッチな
どをします。

 ６月28日～８月２日、火曜、全
５回、10時半～11時半

 15人※50歳以上の女性　
 2750円
 電話：６月６日㈪10時から
 1031450

■ランダムに体幹トレーニング
ボクシングなどの動きを取り入れ
た有酸素運動と全身を使った筋力
トレーニングをします。

 ７月４日㈪10時半～11時半
 10人※高校生を除く18歳以上
 550円
 電話：６月６日㈪10時から
 1037074

■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や
エアロビクスをします。

 ７月８日㈮14時10分～15時10分
 20人　  550円
 電話：６月６日㈪10時から
 1039844

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

■初心者スケート教室
 ６月14日㈫・15日㈬、全２回、

16時半～18時
 10人※小学生～60歳
 2500円
 電話：６月４日㈯10時から
 1036965

市立武道館
〠020-0882 住吉町３-12

☎654-6801

■パラスポーツチャレンジ
気軽に楽しめる卓球バレーやボッチ
ャを体験します。

 ６月28日㈫13時半～15時
 40人　  110円
 電話：６月４日㈯10時から
 1039846

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

■月釜茶会
三
さ ん

彩
さ い

流
りゅう

彩
さ い

茗
め い

会
か い

と江
え

戸
ど

千
せ ん

家
け

不
ふ

白
は く

会
か い

に
よる茶会。

 ６月19日㈰９時半～15時
 1000円　  1000672

■図書室展示「アートを読む」
芸術書や絵画・音楽をテーマにした
小説や評論集の展示と貸し出し。

 ６月21日㈫～７月29日㈮
 1039857

■ 公開講座「今、伝えたいこと～東
日本大震災を経験して～」

震災体験を通しての防災意識とこ
れからの生き方についての講演。

 ７月16日㈯10時～11時半
 100人
 ファクス・応募フォーム・メール：

７月５日㈫必着※電話でも受け付
けます。受付時間は火曜～金曜の
10時～19時と土曜・日
曜の10時～17時

 1035226

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
高松の池周辺の自然観察や天台寺
（二戸市）の歴史と漆文化、コーヒ
ーの歴史と楽しみ方を学びます。

 ６月23日㈭・７月22日㈮・８月
４日㈭、全３回、６月23日は10時
～12時、７月22日は９時～16時、
８月４日は13時半～15時半

 ６月23日は同館と高松の池、
７月22日は二戸市、８月４日は
N

ナ ガ サ ワ

agasawa C
コ ー ヒ ー

OFFEE（上田一）
 14人　  2800円
 往復はがき：６月９日㈭必着
 1019360

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■松園を学ぶ
松園地区にある公共施設の歴史や
役割について学びます。

 ７月５日㈫・12日㈫、全２回、５日は
10時～11時半、12日は13時半～15時

 ５日はクリーンセンター（上田
字小鳥沢）、12日は県立博物館(上
田字松屋敷)※いずれも現地集合

 15人　  310円
 電話：６月４日㈯９時から
 1039602

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
がない人には無料で貸し出します。

 ６月16日㈭13時半～15時半
 10人
 電話：６月３日㈮10時から
 1022785

■絵画体験講座「簡単な静物画」

コップやマグカップを鉛筆で立体
的に描くコツを学びます。

 ６月17日㈮10時～12時
 10人　
 電話：６月６日㈪10時から

■体験講座「はじめてのギター」
ギターの基本的な弾き方を学びま
す。ギターがない人には無料で貸
し出します。

 ７月２日㈯13時半～15時半
 乙部農業構造改善センター（乙

部６）　  15人
 電話：６月17日㈮10時から

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■縄文土器をつくろう
粘土で好きな形の縄文土器を作ります。

 ６月19日㈰９時半～12時
 ６人※小学生以上。小学生は保

護者同伴
 350円
 電話：６月５

日㈰10時から
 1009438

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■「原敬を想
お も

う会」講演会
達増拓也知事による「原敬首相の
願い、日本国民の願い」と題した
講演。

 ６月19日㈰14時40分～16時10分
 サンセール盛岡（志家町）
 100人程度　  1029224

男女共同参画週間パネル展
男女共同参画推進室　☎626-7525
  6月３日㈮~16日㈭は市役所

本庁舎本館１階エレベーターホー
ル、６月28日㈫～７月10日㈰は西
部公民館（南青山町）

 1016163

気候変動対策パネル展
～もりおかゼロカーボン2050～

環境企画課　☎626-3754
 6月８日㈬~26日㈰９時～18時※

土・日曜は17時まで
 都南図書館（永井24）
 1022873

あゆ釣り教室
観光課　☎626-7539

 ７月３日㈰８時半～11時
 中津川河川敷（与の字橋～毘

び

沙
し ゃ

門
も ん

橋）

 30人※小学４年生以上の初心
者。小学生は保護者同伴

 2000円
 はがき：必要事項の他、あゆ用

釣り竿の有無を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所観光課あ
ゆ釣り教室係へ送付。６月15日㈬
必着。釣り竿を提供できる人は同
課までご連絡ください

 1025619

盛岡芸妓お座敷体験講座
もりおか町家物語館　☎654-2911

盛岡芸
げ い

妓
ぎ

による踊りや唄をお座敷
で体験します。

 ７月９日㈯10時半～12時
 もりおか町家物語館（鉈屋町）
 20人※新型コロナワクチンを３

回接種済みの人
 6000円※料亭京極（大通一）

の持ち帰り弁当付き
 同館とプラザおでって（中ノ橋

通一）で６月８日㈬10時からチケ
ットを販売

 1036432

啄木の里ふれあいマラソン大会

　　　  種目・参加資格

【種目】ハーフ、10㌔、５㌔、３㌔（家
族ペアの部あり）の４種目18部門
【参加資格】アマチュア競技者。
家族ペアは、５歳～小学生と保
護者、中学生以下のきょうだい、
夫婦のいずれか

 ９月４日㈰９時15分スタート予定
 小・中学生1000円、高校生1500

円、一般3500円、家族ペア4000円
 ７月15日㈮まで。詳しくは、事務

局に問い合わせるか、市ホームペー
ジをご覧ください。

 同大会実行委員会事務局☎683-
1636　  1007660

　色とりどりの装束をまとっ
た馬コが、鈴の音を響かせな
がら行進し、南部盛岡地域の
初夏を鮮やかに彩ります。
　今年の開催は６月11日㈯。
行進コースと通過予定時刻は
図のとおりです。

 観光課☎613-8391
 1035266

チャグチャグ馬コ

郷土芸能パレード
　同日11時50分から、金属工業
会館前（大通三）から御田屋清水
（大通一）までの区間で、郷土芸
能団体などがチャグチャグ馬コ
の手踊りを披露します。

※行進コース周辺で大規模な交通規
　制を実施しますので、ご協力をお
　願いします。詳しくは、市ホームペ
　ージをご覧ください
※新型コロナウイルス感染防止のた
　め、マスクの着用・隣の人との距離
　の確保・飲食時の会話の自粛にご
　協力をお願いします

参加者募集！

を開催します！
図　馬コの行進コースと通過予定時間

鬼越蒼前神社
９：30発

11:10着
11:30発

夕顔瀬橋
12:20

材木町
商店街
12:25

大
通
一

櫻
山
神
社
前13:25
13:30

八幡町
13:45

盛岡八幡宮

もりおか啄木・賢治青春館
13:40

中
津
川

北
上
川

12:50着
13：10発

河
川
敷
に

約
　頭
係
留

30

館坂橋

旭橋

中の橋

開運橋盛岡駅
12:35 至

東
京

至
青
森

青山町盛岡
ふれあい覆馬場
プラザ前通り

滝沢
市役所
10:05

馬コの休憩場所です

桜
城

小
学
校

13:50着


