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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

■ オンライン講座　もりおか女性塾
男女共同参画について学び、参加
者同士の交流を通してジェンダー
平等社会への理解を深めます。

 ７月16日㈯・24日㈰・８月６日
㈯・20日㈯・９月３日㈯・17日㈯、
全６回、13時半～15時

 15人※７月24日と８月20日の
公開講座は50人

 応募フォーム：６月
18日㈯12時から

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■ 仙台フィル「オーケストラ・キャ
ラバン」2022盛岡公演

大阪交響楽団常任指揮者の山下一
か ず

史
ふ み

が指揮する仙台フィルハーモニ
ー管弦楽団と、釜石市出身のピア
ニスト・小

こ

井
い

土
ど

文
ふ み

哉
や

さんによる演
奏会です。

 ９月１日㈭19時～21時
 全席指定。Ｓ席3500円、Ａ席

3000円、Ｕ-25チケットＳ席2500
円、Ｕ-25チケットＡ席2000円※
文化庁の助成による特別料金です

 ７月２日㈯から同ホールの他、
市内各プレイガイドで発売

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■もりげき祭
　河南演芸フェスティバル
町内会や同館の利用団体が、歌や
踊り、楽器演奏などを披露します。

 ７月３日㈰13時～15時
 244人
 全席指定。整理券が必要
 同館の他、市民文化ホール（盛

岡駅西通二）、キャラホール（永井
24）、姫神ホール（渋民字鶴塚）で
整理券を配布中
■宝くじ文化公演　３軒茶屋婦人
　会「アユタヤの堕天使」
人気・実力を兼ね備えた男優の篠

さ さ

井
い

英
え い

介
す け

、深
ふ か

沢
ざ わ

敦
あつし

、大谷亮
りょう

介
す け

による
プロデュースユニットが、さまざま

なアプローチで「三人芝居」「女
形」に挑む人気の公演です。

 ８月19日㈮19時～21時
 全席指定。高校生以下1500円、

一般3000円※宝くじの助成によ
る特別料金です

 ６月18日㈯から同劇場や市内
各プレイガイドで発売

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611
kouza-kyara@mfca.jp

申し込み方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。
■大人のクラフト講座
　木と帆

は ん

布
ぷ

でつくるマイチェア
折りたたみイスを作ります。

 ７月10日㈰10時～12時
 2350円　  1040025

■０歳から入場ＯＫ！　こどもオペ
　ラ「ブレーメンの音楽隊」
本格クラシックや童謡、手遊び歌
などを交えた親子参加型のファミ
リーコンサートです。

 ８月28日㈰14時～15時
 1040018

■S
ス ラ イ ド

LIDE M
モ ン ス タ ー ズ

ONSTERS「T
ト ラ ベ ラ ー ズ

RAVELERS」
中川英

え い

二
じ

郎
ろ う

とジョゼフ・アレッシを中
心としたトロンボーン・カルテットに
よる４年ぶりのジャパンツアーです。

 ９月10日㈯15時～17時
 1040017

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

申し込み方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。
■ナイトピラティス教室

 ７月11日～８月１日、月曜、全３
回、19時～20時

 1031453
■楽々エアロビクス教室

 ７月12日～10月11日、火曜、全
８回、14時半～15時半

 1024912
■香

か お

リラックスヨガ教室
 ①７月12日～10月11日、火曜、

全８回、13時10分～14時10分②７
月27日～10月５日、水曜、全８回、
19時10分～20時10分

 1024269

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

申し込み方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。
■水球教室

 ６月16日～23日、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

 1026381
■大人短期水泳教室

 ８月23日㈫～26日㈮、全４回、
14時～15時　  1039989

市立武道館
〠020-0882 住吉町３-12

☎654-6801

■弓道体験教室
申し込み方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。

 ７月18日㈪10時～15時
 1039996

都南体育館
〠020-0835 津志田14-19-１

☎637-2219

■初心者のためのテニス教室
申し込み方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。

 ６月21日～７月26日、火曜、13
時半～15時半　  1039995

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

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

申込方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
■少年指導員養成講座
地域の子供会の組織づくりや活動
の支援者を養成します。

 ７月13日㈬～９月24日㈯、主
に水・土・日曜、全13回

 同館と区界高原少年自然の家
（宮古市）

 15人※18歳以上で過去に同講
座を修了した人を除く

 保険料や野外活動費などが必要
 1030999

■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。
 ７月24日・31日・８月21日、日曜、

全４回、７月24日は10時～11時半
と12時半～14時、31日は10時～
11時半、８月21日は９時半～12時

 20人※定員を超えた場合は抽選
 1036222

■南部アカマツの森を訪ねて
　～岩手大学滝沢演習林ツアー～
自然観察や現場作業の見学を通し
て、南部アカマツについて学び、地
球環境への理解を深めます。

 ７月29日・10月14日、金曜、全
２回、12時半～16時

 岩手大学寒冷フィールドサイエ
ンスセンター滝沢演習林（滝沢市）

 10人※定員を超えた場合は抽選
 540円　  1040022

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■名作映画会
「ああ栄冠は君に輝く」の鑑賞。

 ７月２日㈯10時～12時　  25人
 電話：６月21日㈫10時から

■覚えると便利！インターネット講座
 ７月13日㈬10時～16時
 10人　  2820円
 電話：６月23日㈭10時から

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■盛岡歴史探訪
講話や上の橋周辺の散策を通じて、盛
岡の先人や歴史について学びます。

 ７月８日㈮10時～15時
 もりおか歴史文化館（内丸）な

ど※集合は県公会堂（内丸）前
 10人　  1500円
 電話・窓口：６月20日㈪10時から

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-１-41

☎637-0876

■ 森林インストラクターと行く一味
違った赤

あ か

林
ばやし

山
や ま

登山
 ６月19日㈰９時～15時
 25人※小学生以上。小・中学生

は保護者同伴
 1000円※中学生以下は無料

 電話：受け付け中
■ つどいの森の野草「ヤマユリ」の

木製の絵制作教室
 ６月23日㈭～25日㈯、全３回、

９時半～15時
 各４人※中学生以上　  1500円
 電話：６月18日㈯９時から

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■H
ハ ッ ピ ー

appy F
フ ァ ー ザ ー ズ

ather's D
デ イ

ay f
フ ロ ム

romゆぴあす
プールまたは浴場を利用する男性
に、父の日のプレゼントがあります。

 ６月19日㈰10時～
 120人※高校生を除く18歳以上

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■ 開館11周年記念イベント
▶オリジナルグッズプレゼント

 ７月１日㈮９時～　  100人
▶展示室無料開放

 ７月１日㈮９時～19時
▶歴文館じゃんけんバトル
同館職員とじゃんけんをして勝った
人に入館無料券をプレゼントします。

 ７月２日㈯・３日㈰、いずれも11
時～11時半と14時～14時半
▶オリジナル缶バッジを作ろう
11代盛岡藩主の南部利

と し

敬
た か

をモチー
フにした缶バッジを作ります。

 ７月２日㈯・３日㈰、いずれも
10時半～12時と13時半～16時

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

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

■館長講座「新渡戸稲造　生誕160
　年～人を耕し、世界を拓く～」

 ７月２日㈯13時半～15時
 40人
 電話：６月18日㈯９時から

▶新渡戸稲造の遺品展
 ７月２日㈯～９月４日㈰、９時～

17時　  入館料が必要
■企画展「高橋嘉太郎～盛岡の新
　聞人～」
明治期に岩手毎日新聞を創刊した
高橋嘉

か

太
た

郎
ろ う

を中心に、盛岡の新聞発
行に携わった人たちを紹介します。

 ７月２日㈯～９月４日㈰
 入館料が必要

▶講座「岩手の新聞　昔と今」
 ７月16日㈯13時半～15時
 40人　  電話：７月２日㈯９時から

▶展示資料の解説
 ７月24日㈰・８月７日㈰、全２

回、13時半～14時　  40人
▶学芸員講座「高橋嘉太郎について」

 ８月21日㈰13時半～14時半
 40人　  電話：７月２日㈯９時から

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■啄木ゆかりの地巡りバスツアー
啄木のふるさと渋民地区を中心に巡り、
同館の館長が歌碑などを紹介します。

 ７月18日㈪８時50分～12時半
 20人　  200円
 往復はがき：７月５日㈫必着

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■草木染教室
植物の染料で、トートバッグとコー
スターを染める体験をします。

 ７月３日㈰９時半～12時
 ６人※小学生以上。小学生は保

護者同伴　  450円
 電話：６月19日㈰10時から

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■ 七夕演芸会

落語と歌で笑いのある夕
ゆ う

べを楽し
みます。申し込み方法など詳しくは、
同館までお問い合わせください。

 ７月１日㈮18時半～20時
 事前予約1200円、当日1500円

志波城古代公園
〠020-0855 上鹿妻五兵衛新田47-11

☎658-1710

■古代史のつどい
　～史跡志波城跡探訪～
学芸員と実地見学しながら、古代
北東北の歴史を学びます。

 ７月５日㈫10時～12時　  15人
 電話：６月20日㈪９時から

素敵なまちの映画会
経済企画課　☎613-8389

「雨に唄えば」などを上映。
 ６月22日㈬14時～16時
 リリオ（大通一）　  20人
 当日13時から整理券を配布

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

■目指そう脱炭素社会！聞いて見
　て学ぶ施設見学３回コース
脱炭素社会に向けたさまざまな取
り組みの紹介の他、関連施設を見学
します。申し込み方法など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 ①６月27日㈪９時～12時､②７
月６日㈬９時～12時、③７月25日
㈪10時～14時　  1040091

e
エ コ

coキッズ
外山森林公園で森づくり

環境企画課　☎626-3754
公園内で採取した苗木を植え、森
づくりを体験します。申し込み方法
など詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

 ６月26日㈰10時～12時
 1040092

盛岡国際俳句大会句会
盛岡国際俳句大会事務局　☎613-8465
中央公民館の庭園を散策しながら
俳句を作り、発表・講評します。

 ７月18日㈪13時～16時
 中央公民館（愛宕町）
 25人※高校生以上
 1000円
 往復はがきに必要事項、人数

（最大２人まで）、俳句経験の有無
を記入し、〠020-8566（住所不要）
ＩＢＣ岩手放送内「盛岡国際俳句大
会運営事務局「盛夏の盛岡を詠む
会」へ送付。６月30日㈭消印有効

 1040038

もりおかグリーンマルシェ
もりグリフェス事務局　☎654-1188

盛岡産農産物を使った商品の販売
などをします。詳しくは、「美食王国も
りおか」ウェブサイトをご覧ください。

 ７月２日㈯・３日㈰、10時～18
時※３日は17時まで

 盛岡駅ビルフェザン
（盛岡駅前通）

表　参加部門と参加料
参加部門 参加料

タイム
レース

男性の部

各１艇
１万円

女性の部
混合の部

（男女のペア）
親子の部

（小学５年～中学３年
の子と親のペア）

第46回

 同大会運営事務局☎613-2542　  1019841

３年振りの開催！世界一の川下り大会

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

ポルドブラ de 美姿勢 ７/８㈮
13時半～15時

10人
※

女性

ピラティスやバレエなどを
組み合わせたエクササイ
ズ。（800円）

６/24㈮
10時から

見て、さわって、吹い
てみよう♪はじめての
オカリナ

７/12㈫
14時～15時半 10人

オカリナの持ち方や吹き方
などの基本を学び、演奏を
体験します。（500円）

６/21㈫
10時から

ステキにマーブルアー
ト～メッセージスタン
ドのオブジェ～

７/16㈯
13時～16時 10人

マーブルアートの技法で
花の形のメッセージスタン
ドを制作。（2200円）

６/18㈯
10時から

盛岡・北上川ゴムボート川下り大会

同大会申し込み
フォームはこちら☞

　同大会の参加者を募集しています。コースは四十四田ダムから南大
橋までの約11㌔㍍。急流をこぎ分けるスリルや、北上川から望む緑豊
かな自然や街並みを満喫してみませんか。ゴムボートのレンタルや初心
者向けの講習もあります。詳しくは、大会ホームページをご覧ください。

  ７月24日㈰９時から※６時から南大橋河川敷で受付開始
 小学５年生以上の健康な２人１組※上限600艇・1200人。高校生

以下は保護者の同意が必要。小・中学生同士での参加はできません
 申し込みフォーム：７月１日㈮まで


