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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

■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。

 ７月５日～26日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参
■もりげき祭演劇フェスティバル
「演劇集団九月とアウラー」によ
るミュージカルです。

 ７月23日㈯19時～21時、24日
㈰14時～16時

 前売り2000円、U-25チケット
1500円（当日は各500円増）、小
学生以下は無料

 同劇場と市民文化ホール（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）で販売中

 1023926
■こどもエンゲキ体験・はじめの
　一歩！～夏組～

 ８月２日㈫～７日㈰、全６回、13時～
16時半※６日㈯と７日は10時～16時

 30人※小学３年～中学３年生
 3000円　
 電話・窓口・ファクス・メー

ル：７月10日㈰21時半まで

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5151

■キッズ・アート・ワークショップ
いろいろな素材を使ってコラージ
ュを楽しみます。

 ８月10日㈬・11日㈭、10時～12時
 各６組※小学生と保護者
 １人500円
 電話：７月10日㈰10時から

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■キャラホール合唱祭
市内外で活動している合唱団体の
発表。

 ７月３日㈰13時半～14時半
 1040122

■子どもシネマランド
「こぶとりじいさん」他２本。

 ７月10日㈰10時半～11時半

 60人※小学生以下の子と保護者
■体験型環境セミナー「つくろう！
　つかおう！ミツロウラップ」
ラップの代わりに繰り返し使える
ミツロウラップを作ります。

 ①７月19日㈫10時～11時半②
７月23日㈯13時半～15時

 ①20人
    ②10組※小学生と保護者

 同ラップ１枚800円（手拭いを
持参しない場合は1300円）

 電話・窓口：７月５日㈫10時から

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■水球教室
 ７月１日㈮～15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、８回コース

5500円　
 電話・窓口：随時受け付け
 1037738

●利用制限のお知らせ
大会のため、次の期間は一般開放
はありません。

 ７月２日㈯・３日㈰・８日㈮～
10日㈰・15日㈮～21日㈭・24㈰

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
 ７月13日㈬・21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：７月４日㈪10時から

■ハタヨガ教室
 ７月26日～９月13日、火曜、全

６回、19時15分～20時15分 
 20人※18歳以上　  4422円 
 電話：７月４日㈪10時から

■フローヨガ教室
 ７月28日～９月29日、木曜、全

６回、19時15分～20時15分 
 20人※18歳以上　  4422円 
 電話：７月４日㈪10時から

■さわやかピラティス教室
 ７月29日～８月12日、金曜、全

３回、10時～11時

 10人※18歳以上　  2211円
 電話：７月４日㈪10時から

■骨盤ゆらっくす
 ８月８日～９月12日、月曜、全

４回、10時半～11時半
 10人※50歳以上の女性　
 2200円　
 電話：７月６日㈬10時から

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
 ７月12日㈫・13日㈬、全２回、

16時半～18時
 10人※小学生～60歳　  2500円
 電話：７月４日㈪10時から

■夏休みキッズカーリング教室
 ７月27日㈬・28日㈭、全２回、①

11時~12時半②13時半～15時③
15時半～17時

 各４人※①小学１～２年生②小
学３～４年生③小学５～６年生。い
ずれも未経験、初心者の人　

 各3010円
 電話・窓口：７月６日㈬10時から

盛岡タカヤアリーナ
　　〠020-0866 本宮五丁目４-１

☎658-1212

■楽々健康運動教室
楽に楽しく体を動かします。

 ８月９日㈫・23日㈫、10時半～
11時半　  20人※65歳以上

 1100円  
 電話：７月４日㈪10時から

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■高橋克彦 真景錦絵展
高橋克彦名誉館長が撮影した盛岡
の写真を錦絵風にした作品の展示。

 ７月１日㈮～８月28日㈰

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１

☎681-5132

■現地集合！炭焼きを通じて　　
　SDGsを考えよう

 ７月23日㈯・24日㈰、全２回、
10時～15時

 ６人　  2000円
 往復はがき：７月９日㈯必着
 1035542

■現地集合！みんなとW
ワ

aになり森
　あそび！？

 ８月８日㈪９時半～12時半
 20組※小学生以下の子と保護者
 １人800円※３歳以下は無料
 往復はがき：７月14日㈭必着
 1023520

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-１-41

☎637-0876

 電話：７月４日㈪９時から
■夏本番前に視点のちょっと変わっ
　た自然観察会

 ７月９日㈯10時～12時半
 25人※小学生以上　
 500円　  1040136

■真竹を使った竹細工と流しそうめん
 ７月10日㈰９時～15時
 25人※小学生以上。小・中学生

は保護者同伴　
 1500円※中学生以下無料　
 1040137

■ロープワークとターザンブランコ
アウトドアの基本であるロープワ
ークを使ってブランコを作ります。

 ７月17日㈰10時～12時半
 25人※小学生以上
 500円　  1040135

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366

■中央公民館まつり
同公民館で活動するサークルなど
が作品展示や舞台発表をします。

 ７月８日㈮～10日㈰、10時～
16時※10日は15時半まで
■月釜茶会
裏
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る茶会。

 ７月17日㈰９時半～15時
 1000円

■わくわく科学教室
実験などで科学の楽しさを体験し
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。

 ８月11日㈭・12日㈮・９月23日

㈮、13時15分～15時45分
 7月27日㈬必着
 1040020

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■親子体験教室「摘みたてブルー
　ベリーをまるごとクッキング！」
親子でブルーベリーを収穫し、協
力してお菓子を作ります。

 ７月29日㈮９時～14時半
 ８組※小学生と保護者
 １組1500円
 往復はがき：７月15日㈮必着

■ワクワク探検隊「遠野物語と昔話、
　こども本の森遠野探検！」
地域に伝わる昔話を語り部から聞
き、たくさんの本との出会いを楽
しみます。

 ８月12日㈮９時～16時
 とおの物語の館や遠野市立博

物館（いずれも遠野市）など※集
合・解散は同公民館　

 14人※小学３～６年生　  440円
 往復はがき：７月20日㈬必着

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■親子夏休み工作教室「森の工作」
県産の木材や木の実を使ってマス
コットなどを作ります。

 ７月23日㈯13時半～15時半
 ７組※小学１～３年生と保護者
 100円
 電話：７月７日㈭10時から

■初心者書道講座
大筆と小筆の基礎を学びます。

 ７月27日㈬・８月３日㈬、全２
回、13時半～15時半

 12人※高校生以上　  1200円
 電話：７月８日㈮10時から

■縄文講座　
世界文化遺産の御所野遺跡を見学
します。

 ７月29日㈮・８月５日㈮、８時半
～16時

 御所野遺跡（一戸町）※集合は
同公民館　

 各14人　  各930円
 往復はがき：必要事項の他、参加

希望日を記入し郵送。７月８日㈮必着

■ちびっこ広場映画会
「ごんぎつね」など４作品を上映。

 ７月30日㈯10時半～11時40分
 20人※小学生以下の子と保護者
 電話：７月12日㈫10時から

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354
 kouza-himekami@mfca.jp

■子ども科学教室Let’ｓピタゴラ♪
ドミノ倒しの仕掛けを利用したオ
リジナルのからくり装置を作ります。

 ８月３日㈬10時～11時半
 20人※小学生　  30円
 往復はがき・メール：７月15日㈮

必着　  1040121

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■シネマ上映会
①「はらぺこあおむし」と②「奥様
は魔女」を上映します。

 ７月16日㈯①10時～10時40分
②10時45分～12時　  各20人

 窓口：各上映時間の10分前に
受け付け

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■松園いきいき教室
「ああ栄冠は君に輝く」の上映。飲
み物を持参してください。

 ７月15日㈮10時～11時半
 50人※60歳以上　

■パステルアート教室
パステルアートの作品を作ります。

 ８月２日㈫10時～12時
 16組※小・中学生と保護者　
 １組300円
 電話：７月４日㈪９時から

乙部地区公民館
〠020-0403 乙部６-79-１

☎696-2081

■ 親子で楽しむ星空観察
 ７月29日㈮19時～21時
 ５組※小学生と保護者
 電話：７月５日㈫10時から

■夏休み冒険講座～内
う ち

間
ま

木
ぎ

渓流シャ
　ワークライミング～　
渓流の中を進みながら上流を目指
します。

 ７月23日㈯９時～18時
 内間木渓流（久慈市）※集合は

同公民館
 ５組※小学生と保護者
 １組4464円
 往復はがき：７月13日㈬必着

盛岡てがみ館
   〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

 入館料が必要
■ 企画展「切手から見る岩手」
県にゆかりのある切手などから県
の歴史や文化を紹介します。

 10月10日㈪まで
▶ふみの日ギャラリートーク

 ①７月23日㈯②９月23日㈮、
14時～14時45分

 各８人　
 電話：①７月９日㈯②９月10日

㈯、どちらも10時から

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

■ワークショップ夏「そめをしよう」
藍染めハンカチを作ります。

 ７月30日㈯9時半～11時半、
13時半～15時半

 各６人※小学４年～中学生
 各500円
 往復はがき：必要事項の他、学

年、保護者氏名、希望時間（第２希
望まで可）を記入し郵送。７月13
日㈬必着

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■企画展「原敬と大慈寺」
大慈寺と原敬との関わりを紹介。

 ９月11日㈰まで
 入館料が必要

▶ギャラリートーク

 ７月17日㈰・８月20日㈯・９月
11日㈰、13時半～14時15分※８月
20日は15時15分～16時

 各15人　
 入館料が必要※８月20日は学

芸員講座受講者のみ無料
 電話：各回２週間前の10時から

▶学芸員講座
８月20日㈯13時半～15時

 15人　
 電話：８月６日㈯10時から

■夏あそびつくし隊
区界高原（宮古市）の自然の中を
遊び尽くします。内容や申し込み
方法について詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。

 ８月４日㈭８時半～５日㈮17時
 3５人※小学４~６年生は30人。高

校生～大学生は５人　  3500円
 ファクス・はがき・メール：７月

21日㈭必着　
 1034377

親子でめぐる市場体感ツアー2022
中央卸売市場☎614-1000

売り場の見学や冷凍庫の寒さ体験
など、夏休みの自由研究にぴった
りのツアーです。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。

 ７月23日㈯・28日㈭・30日㈯・
８月２日㈫・６日㈯・８日㈪、５時
45分～８時半　

 各30人※小学生と保護者　　
 １人100円※朝食付きは700円
 はがき：７月11日㈪必着
 1019747

市民登山 in 岩手山
市山岳協会の佐々木さん

☎080-1659-7061

岩手山馬返し登山口（滝沢市）か
ら頂上を目指します。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。

 ７月23日㈯６時～17時
 20人※小学４年生～70歳以下

で体力に自信がある人
 2800円　  1031039

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

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258
        kouza-morigeki@mfca.jp

好摩地区公民館
　  〠028-4125 好摩字野中69-48

☎682-0055


