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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

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■なくそう！女性に対する暴力
女性に対するあらゆる暴力の未然
防止・根絶に向けての、掲示物の
展示や啓発グッズの配布、SNSに
よる情報発信など。

 11月12日㈯～25日㈮
 1017291

▶常設展示
 ９時～21時半※土・日曜と祝日

は17時、25日は15時まで
▶街頭キャンペーン

 市役所本庁舎、盛岡バスセンタ
ー（中ノ橋通一）、盛岡駅（盛岡駅
前通）、矢幅駅（矢巾町）など
▶T

ツ イ ッ タ ー

witter・Y
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeによる啓発

▶パープル・ライトアップ
 東北電力ネットワーク㈱岩手支

社（紺屋町）の鉄塔

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
「もうすぐクリスマス！アドベント
カレンダーをつくろう！」

クリスマスまでの１週間分のカレン
ダーを作ります。

 12月17日㈯・18日㈰、10時～
12時　  各６組※小学生と保護者

 １人500円
 電話：11月13日㈰10時から

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。

 11月１日～22日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参
■もりげきライヴ
市内で活躍するバンド「H

ホ ッ ト

ot c
ク ラ ブ

lub 
o
オ ブ

f M
モ リ オ カ

ORIOKA」が出演します。
 11月16日㈬19時～20時半
 60人※高校生以上
 前売り1000円、当日1200円

 窓口・電話・応募フォーム：受け
付け中　  1039599
■ もりげき八時の芝居小屋
「片目で立体視」プロデュース公演。

 11月23日㈬～25日㈮、20時～
21時※25日は19時半～20時半

 各70人
 前売り1000円、当日1200円
 窓口・電話・応募フォーム：受け

付け中　  1034224
■二

に

兎
と

社
し ゃ

「歌わせたい男たち」
 来年２月４日㈯14時～16時
 全席指定。一般5500円、U-25

チケット2700円※当日各500円増
 11月11日㈮から同劇場のほか、

市内プレイガイドで発売

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
 11月16日㈬・24日㈭、14時～

16時　  各２人※18歳以上
 1100円※別途トレーニングル

ーム使用料が必要
 電話：11月４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
開催時間や金額など詳しくは、お
問い合わせください。

 11月５日㈯～13日㈰、火・木・
土・日曜　  小学生～高校生

 電話・窓口：随時受け付け
 1035936

●利用制限のお知らせ
次の期間は利用できません。

 11月20日㈰・27日㈰

市立武道館
〠020-0882 住吉町３-12

☎654-6801

■シェイプアップ道場
キックボクシングの動きを取り入
れたエクササイズ。

 11月22日～12月13日、火曜、
全４回、10時～11時

 15人　  2200円  
 電話：11月８日㈫13時から

■パラスポーツチャレンジ

卓球バレーやボッチャをします。
 11月29日㈫13時半～15時
 40人　  110円  
 電話・窓口：11月４日㈮11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
 11月21日㈪・22日㈫、16時半

～18時　  10人※小学生～60歳
 2500円
 電話：11月４日㈮10時から

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■プール用おむつプレゼント
３歳未満の子を連れて当日券・回数
券でプールを利用する人に、プール
用おむつ（子ども１人につき１枚）と
抽選で３人におくるみケットを進呈。
※もりパスとの併用はできません

 11月１日㈫～30日㈬※23日㈬
除く　  1028681

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-１-41

☎637-0876

■ つどりんピックグラウンドゴルフ大会
 11月９日㈬８時半～14時　
 100人 　  700円
 電話：11月４日㈮10時から

ユートランド姫神
〠028-4134 下田字生出893-11

☎683-3215

■ 食欲の秋！ユートランドde秋穫
祭・生出においで

秋の味覚を楽しめる屋台のほか、
雑貨や整体などが出店します。

 11月６日㈰10時～17時

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

■あなたならできる川柳教室
県川柳連盟の宇部功

いさお

理事から川柳

の基礎や作り方などを学びます。
 11月26日㈯・12月３日㈯、13

時半～15時
 15人　  1000円
 往復はがき・ファクス・メール・

応募フォーム：11月16日㈬必着
 1040846

■着物のお直し体験講座
着物の幅詰めや袖丈の直し、反物
の仕立てなどをお手伝いします。

 12月２日・16日・来年１月６日・
20日、金曜、全４回、10時～12時

 ８人　  500円
 往復はがき・ファクス・応募フォー

ム：11月15日㈫必着　  1033009
■俳句入門～季節を詠む～
俳句の歴史や基本を学び、身の回
りの自然や生活を表現します。

 12月３日～17日、土曜、全３
回、10時～11時半

 20人　  500円
 往復はがき・ファクス・応募フォー

ム：11月15日㈫必着　  1040938

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■ 上田界
か い

隈
わ い

の昔むかし
上田蝦

え

夷
ぞ

森
も り

古墳の謎と、昔にぎわ
った上田通りについて学びます。

 12月１日㈭・８日㈭、全２回、
13時半～15時半

 30人　  500円
 往復はがき：11月18日㈮必着

■みんなで楽しもう！森の工作教室
木の実や枝などを使って工作します。

 12月３日㈯10時～12時
 12組※小学生と保護者
 １人130円
 電話：11月４日㈮10時から

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■はじめてのデコパージュ教室
紙を切って板などに貼り装飾する
デコパージュでサンタを作ります。

 11月22日㈫・29日㈫、全２回、
10時～12時

 ８人　  1000円
 電話：11月４日㈮10時から

■近世・近代史講座
大正デモクラシーと原敬との関わ

りや戊辰戦争について学びます。
 11月26日㈯・12月10日㈯、全

２回、10時～12時
 75人　  500円
 往復はがき：11月８日㈫必着

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■子どもシネマランド　
「おむすびころりん」他２本を上映。

 11月13日㈰10時半～11時半
 60人※小学生以下の子と保護者

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■見前南地区公民館文化まつり
各サークルの発表や移動動物園、
親子クラフト体験などをします。

 11月12日㈯９時15分～15時と13
日㈰10時～15時　  1040941

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■味
み

噌
そ

づくり教室
県産大豆を使ってみそを作ります。

 11月25日㈮・12月２日㈮、10
時～14時半

 各16人　  各1900円
 往復はがき：11月16日㈬必着

乙部地区公民館
〠020-0403 乙部６-79-１

☎696-2081

■ 盛岡市・都南村合併30周年記念
事業～映写会・TV都南で振り返
る30年前の乙部～　

T
テ レ ビ

V都南で放映した「さよなら都南」
などの行事や祭りを振り返ります。

 11月18日㈮18時半～20時半と
19日㈯13時半～15時半

市立図書館
〠020-0066 上田四丁目１-１（上田公民館内） 

☎604-1515

■ アドベントカレンダーを作ろう！
クリスマスまでのカレンダー作り
と絵本の読み聞かせなど。

 11月27日㈰９時半～11時半
 ６人※小学生
 電話：11月10日㈭10時から

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

 電話：11月５日㈯10時から
 1009438

■ 学芸講座「環
か ん

状
じょう

列
れ っ

石
せ き

の出現～そ
の時、盛岡では～」

地表面に石を配置したり、組んだ
りする配石文化が盛んだった縄文
時代後期の盛岡を紹介します。

 11月27日㈰13時半～15時
 40人

■ つるを編んでみよう！
アケビのつるを使った小物作り。

 12月４日㈰９時半～12時
 ５組※小・中学生。小学生は保

護者同伴　  １組1700円

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■原敬命日記念事業
大宮さんさ踊り保存会が庭園で演
舞します（大雨中止）。また、当日は
館内を無料で開放します。

 11月４日㈮14時～14時半

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■ 野村胡
こ

堂
ど う

生誕140年記念事業
　「あらえびすのレコードコンサート」
蓄音機でSPレコードを鑑賞します。

 11月23日㈬14時～15時
 15人
 電話：11月13日㈰10時から

玉山地域づくり大会
玉山総合事務所総務課　☎683-2116
いわて応援芸人の天

て ん

津
し ん

木村さんを
講師に、地域の魅力を発見します。

 11月15日㈫14時～15時35分
 姫神ホール（渋民字鶴塚）
 280人※入場券が必要
 11月１日から玉山総合事務所２

階の同課や好摩地区公民館（好摩
字野中）、姫神ホールなどで入場
券を配布

ごみ減量資源再利用市民のつどい
資源循環推進課内、ごみ減量資源再利用
市民のつどい実行委員会　☎626-3733

資源集団回収優良団体の表彰と、
食品ロス削減についての講演。

 11月15日㈫14時15分～16時
 キャラホール（永井24）
 1040932

都市景観シンポジウム
景観政策課　☎601-5541

本年度の都市景観賞の表彰と、天
津木村さんによる講演、魅力的な
盛岡の景観についてのパネルディ
スカッションなど。

 11月18日㈮13時半～16時半
 盛岡劇場（松尾町）
 180人　  1032609

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

大気環境について学び、星空と夜
の自然を観察します。

 11月19日㈯17時～18時半
 エコアス広場（上田字上堤頭）
 20人　  28円
 応募フォーム：11月

14日㈪12時まで　

初心者向けゲートキーパー研修
健康増進課　☎603-8309

こころに不調を抱えている人が出
すサインの気付き方や声の掛け方
などを学びます。

 11月24日㈭14時～15時半
 市総合福祉センター（若園町）

 30人
 電話・応募フォーム：11月７日㈪

10時から　  1036471

「絵で伝えよう！わたしの町の
たからもの」絵画展

生涯学習課内、盛岡ユネスコ協会
☎639-9046

小・中学生の絵画を展示します。
 11月11日㈮～13日㈰、10時～

16時半※11日は13時から、13日
は15時半まで

 岩手銀行赤レンガ館（中ノ橋通一）

家族介護リフレッシュ交流会
青山和敬荘地域包括支援センター

☎648-8622

太極拳体験や薬に関する講話など。
 11月29日㈫10時半～12時半
 イオンモール盛岡（前潟四）
 10人※認知症の人や要介護１以

上の高齢者、重度の障がいがある
人を自宅で介護している家族

 電話：11月４日㈮９時から

ボッチャ教室
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280

 11月17日㈭、13時半～14時半・
15時～16時

 県営松園北アパートコミュニテ
ィセンター（東松園四）

 各12人※18歳以上
 各600円
 電話：11月14日㈪16時まで※

先着順
 1040297

「シネマんぷくチケット」「シネマんぷくチケット」販売！
プレミアム付き飲食・映画鑑賞セット券

　11月20日㈰～来年２月19日㈰の
期間、購入した劇場で使用できる映
画鑑賞券と、市内の飲食店で使用で
きる1500円分の共通飲食券がセット
になったお得なチケットを販売します。

 販売期間：11月１日～来年２月18
日㈯※完売した時点で終了

 １セット2000円※原則各館１人
２セットまで

 「映画の街盛岡」
推進事業実行委員会
事務局☎613-8389

 1036003
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デ イ ズ

aysays  も開催！ 
　対象の劇場で「広報もりおか11月
１日号」を窓口で提示すると、上映中
の作品が500円で鑑賞できます。対
象作品や上映時間など詳しくは、各
劇場へお問い合わせください。

 11月26日㈯・27日㈰※先着順
表　対象となる劇場など

劇場名（所在地） チケット販売 Lucky２Days 問い合わせ
ルミエール１・２（菜園二） 400セット 各日50人 625-7117
ピカデリー（中央通一） ― 653-2420
中央映画劇場（大通一） 400セット 各日50人 624-2879
フォーラム盛岡（大通二） 400セット ― 622-4770アートフォーラム（大通二） ― 各日50人
※Lucky２Daysの定員は作品ごとの定員ではありません

◀ Twitter

YouTube ▶

映画の街盛岡


