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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

■起業応援フォーラム
女性起業家による講演会とマーケ
ットを開催します。定員など詳しく
は、お問い合わせください。

 11月23日㈬10時半～15時
 電話・応募フォーム：

10月18日㈫10時から

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■ M
ミ ニ チ ュ ア

INIATURE L
ラ イ フ

IFE展Ⅱ
　～田中達也 見立ての世界～
ミニチュア写真家・見立て作家、田
中達

た つ

也
や

の展覧会。
 12月10日㈯～来年１月29日

㈰、10時～17時
 小・中・高校生500円、一般・

大学生1000円
 同ホールの他、市内各プレイガ

イドで発売中

盛岡劇場
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■もりげき八時の芝居小屋
　「午後９時半には外にいたい」
「劇団ちりぢり」による公演。

 10月26日㈬・27日㈭は20時
～20時40分、28日㈮は19時半～
20時10分

 前売り1000円、当日1200円
 窓口・電話・応募フォ

ーム：受け付け中　

■青年団「日本文学盛衰史」
日本文学の黎

れ い

明
め い

期
き

を描く、明治の
若者たちの青春群像劇。

 12月18日㈰14時～16時40分
 一般4000円、U-25チケット

2000円
 同劇場の他、市内プレイガイド

で販売中

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

対象や費用など詳しくは、市ホー

ムページをご覧ください。
 電話：10月18日㈫10時から
 ①1037074②1039844

①ランダムに体幹トレーニング
 11月７日㈪10時半～11時半

②すわってエクササイズ教室
 11月11日㈮14時10分～15時

10分 

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-25

☎604-8900

■企画展
　「戸村茂樹展～自然との対話～」
市内在住の版画家・画家、戸

と

村
む ら

茂
し げ

樹
き

さんの水彩画・銅版画展。
 10月21日㈮～来年１月15日㈰

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88

☎638-2270

■ 木製・つどいの森の「尺越えイワ
ナ」のオブジェ作り教室

木材で30㌢㍍を超えるイワナのオ
ブジェを作ります。

 10月27日㈭～29日㈯、9時半
～15時

 各４人※中学生以上　
 各1500円
 電話：10月18日㈫９時から
 1031130

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１

☎681-5132

■ 現地集合！森のリース作り体験と
お蕎

そ

麦
ば

の昼食付き
森の素材を使いクリスマスリース
を作ります。昼食では職人が作っ
た新そばを食べます。

 11月16日㈬10時～12時半
 20人　
 2000円
 往復はがき：11月１日㈫必着
 1032646

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

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス653-3505

■ 「もりおかの残像～『鳥の眼
め

』『虫の
眼

め

』で見るミニ盛岡の歴史」展覧会
盛岡タイムスに「もりおかの残像」を
連載中の澤田昭博さんが収集する、
古地図・地形図などを展示します。

 10月20日㈭～30日㈰、９時～
17時　  1040759
■復興が進む田老へ行こう　
防災ガイドの解説で、復興が進む
田老地区（宮古市）を見学します。

 11月15日㈫９時～17時
 津波遺構たろう観光ホテルなど

※集合・解散は盛岡駅西口
 12人　  20円
 往復はがき・ファクス・応募フォ

ーム：10月27日㈭必着
 1036223

■ 令和の藩校明義堂講座「北海道を
守れ～盛岡藩の蝦

え

夷
ぞ

地
ち

警備～」
江戸時代後期に北海道の警備を担
った盛岡藩の動きを解説します。

 11月19日～12月17日、土曜、
全５回、13時～15時

 14人　  1000円
 往復はがき：11月１日㈫必着
 1037773

■ 防災体験講座「いざという時に備え
て～見る・触れる・体験する～」　

災害の特性を学び、非常時の心構
えと知識を身に付ける講座。

 11月22日㈫９時45分～15時半
 盛岡中央消防署（盛岡駅西通

一）と県総合防災センター（矢巾町）
 12人　  20円
 往復はがき・ファクス・応募フォ

ーム：11月１日㈫必着　
 1040844

■ 方言と向き合う
　～実践的方言学の視点～
「方言」のもつ心理的効果を発揮
させ、他地域の人とのコミュニケー
ション上の障害を取り除く方法を

学びます。
 11月27日㈰10時～11時半
 40人　
 往復はがき・ファクス・応募フォ

ーム：11月２日㈬必着　
 1040845

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■文学講座
　「文人を育てた”街・もりおか”」
盛岡ゆかりの石川啄木、野村胡

こ

堂
ど う

、
鈴木彦次郎の作品や生き方に、岩
手・盛岡がどのような影響を与え
たかを、講義を通して学びます。

 11月12日～26日、土曜、全３回、
13時半～15時半

 30人　  500円
 往復はがき：11月１日㈫必着
 1019356

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

定員や対象など詳しくは、お問い
合わせください。
■名作映画会
『晩春』を上映します。

 11月５日㈯10時～12時　
 電話：10月20日㈭10時から
 1027050

■西部公民館祭
同公民館で活動するサークルによ
る展示や舞台発表。

 11月11日㈮～13日㈰、９時～
16時※13日は15時まで。舞台発
表は12日のみ　  1040730
■初心者のための川柳教室

 11月15日㈫・22日㈫、10時～12時
 電話：10月18日㈫10時から
 1040776

■誰でもかんたん！パソコンで年賀状
 11月16日㈬10時～16時

 電話：10月27日㈭10時から
 1040691

■音声訳ボランティア入門
 11月17日～12月１日、木曜、全

３回、13時半～15時半
 電話：10月26日㈬10時から
 1040690

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611
kouza-kyara@mfca.jp

■ こぎん刺しでつくる がま口のお財布
青森県の津軽地方に伝わる刺し子
の技法「こぎん刺し」の伝統模様を
あしらった小銭入れを作ります。

 11月13日㈰・20日㈰、全２回、
10時～12時

 10人　  1000円
 メール・往復はがき：11月１日

㈫必着　  1040847

渋民公民館
　  　〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354
　  kouza-himekami@mfca.jp

■ 家庭料理教室　ぬか床づくり
ぬか床を作り、漬け方やお手入れ
方法を学びます。

 11月19日㈯13時半～15時
 12人　  1450円
 メール・往復はがき：10月26日

日㈬必着　
 1037017

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
 11月17日㈭13時半～15時半
 10人　
 電話：10月27日㈭10時から
 1022785

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■歩く発見！ワン・ツー
同公民館から県対がん協会すこや館
（矢巾町）まで往復約８㌔㍍をウオ
ーキングし、同施設を見学します。

 11月１日㈫12時半～16時半
 10人　  350円
 電話・窓口：10月17日㈪10時から
 1040849

都南図書館
〠020-0834 永井24-90-２

☎637-3636

■T
ト ナ ン

onan A
ア ニ マ ル

nimal L
ラ イ ブ ラ リ ー

ibrary
動物愛護に関するパネル展示や保
護犬・猫の情報提供など。

 10月27日㈭～11月９日㈬
 1000831

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■モリガク作品展
市内の小学生による盛岡の歴史と
文化に関する研究や作品を展示。

 10月29日㈯～11月13日㈰
 1028669

■れきぶん講座「鎌倉時代の南部氏」
京都芸術大学の野村朋

と も

弘
ひ ろ

准教授が
『吾

あ

妻
ず ま

鏡
かがみ

』をもとに、鎌倉時代の
南部氏を紹介します。

 11月６日㈰13時半～15時半
 会場は24人、オンライン参加は

30人
 往復はがき・応募フォーム：10

月24日㈪必着　  1035475

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

■金田一京助遺品展
アイヌ語研究に尽力した言語学者
であり、盛岡市名誉市民第１号で
もある金田一京助の遺品や著作な
どを展示します。

 11月１日㈫～12月25日㈰
 入館料が必要
 1029795

■文化の日無料開放
 11月３日㈭

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■企画展「野村胡堂のてがみ」
野村胡

こ

堂
ど う

の生誕140周年に合わせ、
その生涯について紹介します。

 10月18日㈫～来年２月13日㈪
 入館料が必要　  1026672

▶ギャラリートーク
 ①10月23日㈰②来年１月21日

㈯、いずれも11時～11時45分
 各８人
 電話：①受け付け中②来年１月

７日㈯10時から　
■文化の日無料開放

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

見て、さわって、吹
いてみよう♪はじめ
てのオカリナ

11/８㈫
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、曲の演奏を
体験します。（500円）

10/18㈫
10時から

マーブルアート de ク
リスマス~クリスマス
ベルのオーナメント～

11/12㈯
13時～16時 10人

マーブルアートの技法でクリ
スマスベル型のオーナメント
を制作します。（2200円）

10/22㈯
10時から

ヨガ de 温活 11/17㈭
10時～11時半 10人

体の冷えやむくみなど不調の
原因を解消し、体を温め整える
ヨガを体験します。（800円）

10/21㈮
10時から

 11月３日㈭
■初心者のための解読講座
先人の手紙などから、くずし書き
の文章を読み解きます。

 11月９日㈬・16日㈬、全２回、
13時半～15時

 10人　  1000円
 電話：10月26日㈬10時から
 1028926

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■ 企画展「原達～叔父・原敬に期
待された才人～」

東京帝大の特待生となり、正岡子
規門下の俳人としても活躍した原
達
とおる

の生涯を紹介します。
 10月22日㈯～来年１月15日㈰
 入館料が必要　
 1023028

▶ギャラリートーク
 ①11月13日㈰13時半～14時15

分②12月17日㈯15時15分～16時③
来年１月15日㈰13時半～14時15分

 各15人
 電話：①10月30日㈰②12月３

日㈯③来年１月８日㈰、いずれも
10時から　  1024202
▶学芸員講座

 12月17日㈯13時半～15時
 15人
 電話：12月３日㈯10時から　
 1025552

■文化の日無料開放
 11月３日㈭

志波城古代公園
〠020-0855 上鹿妻五兵衛新田47-11

☎658-1710

■ 志波城古代史のつどい
　～北東北４城柵に見る志波城～
９世紀初めに築城された志波城、
胆沢城、徳丹城、払

ほ っ

田
た の

柵
さ く

の４つの
城柵から志波城の役割と歴史的意
義を考えます。

 11月２日㈬10時～11時半
 15人　
 電話：10月20日㈭13時から
 1040829

●臨時休館日のお知らせ
 11月７日㈪

素敵なまちの映画会
経済企画課内、「映画の街盛岡」推進
事業実行委員会事務局　☎613-8389

「県政ニュース（昭和46年）」と
『奥様は魔女』を上映。

 10月26日㈬13時半～15時
 20人　  リリオ（大通一）
 当日12時から入場整理券を配布
 1008146

私たちの作品展
 私たちの作品展実行委員会事務局

☎635-7362

市内で活躍するサークル団体が、絵
画や手芸、工芸、写真などを展示。

 10月26日㈬～30日㈰、10時～
16時

 市民文化ホール展示ホール（盛
岡駅西通二）　

まつすぽのイベント
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280
■いきいき健康教室
健康ヨガなどを体験します。

 ①10月27日㈭13時半～15時
②11月10日㈭・24日㈭、13時半～
15時

 松園地区公民館（東松園二）
 各16人※55歳以上
 各600円
 電話：①10月25日㈫まで②11

月８日㈫まで　
 1040819

■笑顔ひまわり高松教室
太極拳やボッチャなどを体験します。

 11月１日・８日・15日・29日、火
曜、13時半～15時

 高松地区保健センター（上田字
毛無森）

 各17人※55歳以上　
 各400円
 電話：10月28日㈮まで
 1040825

アートスポーツフェスティバル
 カラーガードチーム　アルブル

☎635-7599

カラーガード※や一輪車などの団
体が集い、演技を披露します。

 10月30日㈰14時半～16時
 盛岡体育館（上田三）
 当日13時半から整理券を配布

読み聞かせボランティア研修会
    生涯学習課　

☎639-9046　ファクス639-1516
 edu.sgs@city.morioka.iwate.jp

盛岡大短期大学部の松里雪
ゆき

子
こ

名誉教
授による、絵本読み聞かせの研修会。

 11月14日㈪10時～12時
 都南分庁舎４階大会議室　
 40人　  電話・ファクス・メー

ル：10月21日㈮10時から　
 1036465

※旗などを使ってマーチングで行う演技


