
第4回芸術体験イベント

オンライン体験

第73回岩手芸術祭総合フェスティバル

参加料
無 料

延べ50を超える体験イベント等が楽しめます。どなたでも参加できます。

開催日時 10月3日（土）開場 12：35 開演 13：00 （予定）

会 場 岩手県民会館 大ホール

出演者出演者

●薬師会法要「災厄消除祈願」（毛越寺 藤里明久貫主・一山僧侶【VTR】）
●国指定重要無形民俗文化財「滑田鬼剣舞」（滑田鬼剣舞保存会）
●モダンダンス（金田尚子舞踊研究所：第76回全国舞踊ｺﾝｸｰﾙ現代舞踊第二部入選作品 ）
●クラシックバレエ（村上弘子・黒沢バレエスタジオ）
●東北弁落語（六華亭遊花：遠野出身の落語家）
●漫才（アンダーエイジ：東北出身者同士のコンビ）
●感謝のセレモニー（岩手芸術祭功労者と芸術祭テーマ優秀賞者を表彰する）
●フラッグダンス＆アクロパフォーマンス
（本県唯一のカラーガードチーム [アルブル]と男子新体操出身 [新★男塾] ）

●【館外からの映像出演（生中継）】
合唱（岩手県立不来方高等学校音楽部：全日本合唱コンクール12年連続金賞受賞）

●弦楽演奏（いわてフィルハーモニー・オーケストラ弦楽メンバーとジュニア選抜）
●【館外からの映像出演（生中継）】

合唱（ｲｰﾊﾄｰｳﾞとっておきの音楽祭ｽﾍﾟｼｬﾙ：あんべ光俊＆Special Friend）
●さんさ踊り（さんさ華の連）
●フィナーレ

県内最大規模の文化の祭典。多彩なジャンルの舞台公演。

●司会：川島有貴（ＩＢＣ岩手放送アナウンサー）

入場無料

[整理券必要]

※出演者は変更になる場合があります。敬称略。

入場には入場整理券[無料・全席指定]が必要です。

入場整理券は、岩手県芸術文化協会事務局、岩手県民会館で配布します。
お席をお選びすることは出来ませんので、ご了承願います。

●入場整理券配布開始日時／令和２年９月１０日（木）９：００～
●岩手県芸術文化協会事務局／９：００～１７：００[平日のみ]

岩手県民会館／９：００～２１：３０[休館日９月２３日は除く]
●郵送を希望の方は、令和２年９月１０日（木）以降に、電話で岩手県芸術文化協会（電話019-626-1202）へ

お問い合わせ願います。（郵送の場合は返信用の郵送料が必要となります。事前に必ず電話で連絡願います。）

●入場整理券は「お一人様２枚まで」のお申し込みとなります。無くなり次第、配布を終了させていただきます。

イベント名 開始時間 定員・用意するもの

日本舞踊を踊ろう！ [邦舞協会] 10：30／11：30
どなたでも。家族、初心者歓迎。準備出来る方は浴衣、足袋（白ｿｯｸ
ｽ可）、腰ひも、半巾帯。無くても可能。各回定員５名。

いけばな体験 [華道協会] 10：30／13：00
どなたでも。準備出来る方はﾊｻﾐ、剣山、花器（無い方は要相談）花材
は前日までに主催者から送付、水に入れて保管。各回定員５名。

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰﾐｯｷｰ＆ﾊﾟﾌﾟﾘｶを踊ろう
[洋舞協会・金田尚子舞踊研究所]

10：00 どなたでも。定員１０名。

書に親しむ [書道協会] 13：00／14：00 どなたでも。筆、墨、半紙を各自で用意。各回定員５名。

ｱﾜﾋﾞ貝でｱｸｾｻﾘｰづくり
[工芸美術協会]

10：30／11：30
13：30／14：30

どなたでも。材料は前日までに主催者から送付。各自で水を入れた
小さな容器、タオルを用意。各回定員５名。

短歌体験 [歌人クラブ] 10：00／11：00 どなたでも。各回定員５名。

写真体験 [写真連盟] 13：00／14：00 どなたでも。各回定員５名。

マジック体験 [盛岡ｱﾏﾁｭｱﾏｼﾞｼｬﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ]
10：00／11：00
13：00

どなたでも。用意する物はおって連絡。各回定員５名。

オンライン体験はパソコン、スマートフォン等のZoomシステムを使用します。
必ずメールで申し込みください。申込み期限▶9/25（金）
※ 申し込み人数によっては時間等を調整していただく場合がありますのでご了承願います。
※ 内容は変更の場合があります。

10
月
３
日
（
土
）

10
月
４
日
（
日
）

滑田鬼剣舞保存会

ＱＲコードからアクセス
すると、公演の生映像を
スマートフォン等でも
ご覧になれます。

● 37.5度以上の発熱、平熱より高熱又は咳・咽頭痛等の症状がある場合は、ご来場をお控え願います。
●会場内においてはマスクを着用し、咳エチケットの徹底をお願いいたします。
●イベント参加者には、各イベント会場の受付において、お名前と連絡先の記載をお願いいたします。

（感染者が発生した際に保健所等の公的機関への情報提供をさせていただきますのでご了承願います。）

●イベント参加者には、手指消毒・検温のご協力をお願いいたします。
●イベントの鑑賞、参加の際は十分な間隔を空けてお客様同士の距離を保って頂くようお願いいたします。
●感染状況などによりイベント内容が変更になる場合がありますので、ご了承願います。

※イベント内容は変更になる場合があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記にご協力をお願いいたします。

■トリックアート展示
■トリックアートクイズ
■キテミテみんなdeアート
■ストリートピアノ
■疫病退散の妖怪イラスト展
■ｼｮｰｳｨﾝﾄﾞｰやｽﾄﾘｰﾄﾎﾞｰﾄﾞにお絵描き
■ちんどん公演と体験
■マジック ■ジャグリング
■木版画体験 ■能楽体験
■三味線を弾こう
■ [たこ] [オリジナルゆめあかり]づくり
■将棋体験 ■紙コップタワー
■むかしあそび体験
■チアダンス
■書道体験 ■水墨画体験
■短歌教室 ■俳句あそび

■トリックアート展示
■トリックアートクイズ
■キテミテみんなdeアート
■ストリートピアノ
■ストリートピアノクロージングコンサート
■疫病退散の妖怪イラスト展
■ｼｮｰｳｨﾝﾄﾞｰやｽﾄﾘｰﾄﾎﾞｰﾄﾞにお絵描き
■ジャグリング
■モチーフ彫刻タイカービング体験
■横笛・尺八を吹こう
■いけばな体験
■将棋体験 ■紙コップタワー
■むかしあそび体験
■おことであそぼ
■水墨画体験 ■短歌教室

10/4（日）2日目 10時～16時10/3（土）1日目 10時～16時

キテ ミテ 体験！みんなｄｅアート

第4回芸術体験イベント＆岩手芸術祭総合フェスティバル
～ 岩手の文化芸術の「体験」と「鑑賞」が楽しめる県内最大の芸術文化のイベント ～

開催日時 10月3日 (土) ～ 10月4日 (日)

開催会場 岩手県民会館・盛岡市肴町アーケード・プラザおでって広場

※青色のイベントは事前予約・応募が必要です。詳細は中面をご覧ください。
※イベントに係る照会は岩手県芸術文化協会へお問合せ、または、ホームページをご覧ください。

主 催▶岩手県
お問合せ先▶一般社団法人岩手県芸術文化協会 TEL・FAX 019-626-1202

メール: geibuniwate@aurora.ocn.ne.jp



会 場 時間 イベント名 予約・定員・期限など

盛岡市肴町アーケード会場（10：30～16：00）

アーケード各所 10：30
トリックアートの展示
トリックアートの鑑賞とクイズ問題に挑戦。クイズの正解者
先着1日50名に景品贈呈。

当日参加可能。クイズは小学生以下。問題
は総合案内所（美容ヒラトヤ付近）で配布。

繁田園茶舗付近 10：30 キテミテみんなｄｅアート展
盛岡杉生園と岩手大学教育学部附属特別支援学校生徒の作品展。

どなたでも鑑賞可。

東山堂書店付近 10：30 ストリートピアノ～ストリートピアノがやってきた～

自由にピアノを触ったり弾いたりできる。[ピアノ音楽協会]
当日参加可能。どなたでも。先着順。

イズミヤ付近 10：30 疫病退散の妖怪イラスト展 イラストは事前募集。応募期限9/11（金）

美容ヒラトヤ～
いさごだ付近

10：30 ｼｮｰｳｨﾝﾄﾞｰやｽﾄﾘｰﾄﾎﾞｰﾄﾞにお絵描き
ｼｮｰｳｨﾝﾄﾞｰやｽﾄﾘｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ等に親子で一緒に自由にお絵描き。

当日参加可能。親子で参加。先着順。
総合案内所（美容ヒラトヤ付近）で受付。

いさごだ付近

①11：30
②13：30

ちんどん公演と体験！
チンドン素人部門日本一の寺町一座のチンドン芸を鑑賞。希望
者は飛び入り参加も可。30分程度。[ﾁﾝﾄﾞﾝ寺町一座 大船渡市]

当日参加可能。どなたでも。
総合案内所（美容ヒラトヤ付近）で受付。

①12：30
②14：30

マジックに挑戦しよう！ [盛岡ｱﾏﾁｭｱﾏｼﾞｼｬﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ]

マジックの演技と希望者への体験指導。30分程度。

当日参加可能。小学生以上、先着15名程度。
総合案内所（美容ヒラトヤ付近）で受付。

①13：00
②15：00

ジャグリングを楽しもう！ [ｼﾞｬｸﾞﾗｰ山村佑理]

ジャグリングのパフォーマンス鑑賞と体験。30分程度。

当日参加可能。どなたでも。
総合案内所（美容ヒラトヤ付近）で受付。

ﾌﾞﾃｨｯｸｱﾝｼﾞｪﾆｨ付近 10：30 木版画の多色刷り体験 [岩手芸術祭美術展版画部門]

木版画多色刷り体験。少数の色での多色の華やかな作品制作。

当日参加可能。どなたでも。
午後は13：00から。

理容ファースト付近 10：30
能楽・謡と仕舞と和楽器に挑戦しよう！
高砂の謡と老松の仕舞、小鼓・大鼓・太鼓の演奏体験。

[能楽連合会]

当日参加可能。どなたでも。12：00まで。

太田屋精肉店付近 10：30 三味線を弾こう！ [民謡協会]

三味線の弾き方などの体験指導。唄、踊りを入れた実演。

当日参加可能。どなたでも。先着順。
午後は13；00から。

肴町整骨院付近
①10：30～
②13：30～

[たこ][オリジナルゆめあかり]づくり
①たこづくりに挑戦（2回）。②自分だけの夢あかりを作ろう
（2回）。各回、制作時間60分程度。 [工芸美術協会]

当日参加可。小学生以上。
各回先着5名。

アカシヤ付近 10：30 初心者でも楽しめる将棋体験！
ｸｲｽﾞ「詰め将棋」の正解者に景品贈呈。[岩手中・高校将棋部]

当日参加可能。どなたでも。

平金商店ﾊﾟｽﾃﾙ館付近 10：30 紙コップでタワー！タワー！タワー！
5,000個の紙コップを自由に積み上げてタワーづくりに挑戦！

当日参加可能。どなたでも。

ホームセンター付近 10：30 むかしなつかしのあそび体験！
こま、けん玉などの昔ながらの素朴なおもちゃで遊ぼう。

当日参加可能。どなたでも。

プラザおでって広場（14：00～14：30）

元気いっぱい踊ろう！「チア★ダンス」 [Lips Dance school] 当日参加可能。どなたでも。 ※雨天中止

岩手県民会館会場（10：00～16：00）

第１会議室 10：00 色紙に好きな文字を書こう！
自分の好きな語句を色紙に表現してみよう。[書道協会]

当日参加可能。どなたでも。小学生以下は
保護者同伴。半紙が無くなり次第終了。

第２会議室 10：00 一緒に水墨画を描いてみませんか？
基本の絵を選んで描いてみよう。 [水墨画協会]

当日参加可能。どなたでも。
描いた絵は持ち帰り可。

和 室 10：00 短歌に親しむ
短歌の添削教室。 [歌人クラブ]

当日参加可能。小学生以上、どなたでも。
午後は13：00から。

和 室 10：00 俳句であそぼう！
初めて俳句をやってみたい方に１句作るお手伝い。[俳句連盟]

当日参加可能。小学生以上。保護者同行可。
各回40分。10人定員。午後は13：00から。

芸術体験イベント一覧 10月3日（土）1日目 芸術体験イベント一覧 10月4日（日）2日目

参加予約・募集イベントは指定期限までに、必要事項・氏名・年齢・電話番号を記入のうえ申込み下さい。
[郵送・電話・FAX・Eﾒｰﾙ] ●申込み先：岩手県芸術文化協会 〒020-0023 盛岡市内丸13-1  ● TEL・FAX  019-626-1202

●メール：geibuniwate@aurora.ocn.ne.jp

※イベント内容・時間は変更の場合があります。※イベント内容・時間は変更の場合があります。

会 場 時間 イベント名 予約・定員・期限など

盛岡市肴町アーケード会場（10：30～16：00）

アーケード各所 10：30
トリックアートの展示
トリックアートの鑑賞とクイズ問題に挑戦。クイズの正解者
先着1日50名に景品贈呈。

当日参加可能。クイズは小学生以下。問題
は総合案内所（美容ヒラトヤ前）で配布。

繁田園茶舗付近 10：30 キテミテみんなｄｅアート展
盛岡杉生園と岩手大学教育学部附属特別支援学校生徒の作品展。

どなたでも鑑賞可。

東山堂書店付近

10：30 ストリートピアノ～ストリートピアノがやってきた～

自由にピアノを触ったり弾いたりできる。 [ピアノ音楽協会]
当日参加可能。どなたでも。先着順。

15：30 ストリートピアノクロージングコンサート
演奏／ジャズピアニスト 鈴木牧子

どなたでも鑑賞可。

イズミヤ付近 10：30 疫病退散の妖怪イラスト展 イラストは事前募集。応募期限9/11（金）

美容ヒラトヤ～
いさごだ付近

10：30 ｼｮｰｳｨﾝﾄﾞｰやｽﾄﾘｰﾄﾎﾞｰﾄﾞにお絵描き
ｼｮｰｳｨﾝﾄﾞｰやｽﾄﾘｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ等に親子で一緒に自由にお絵描き。

当日参加可能。親子で参加。先着順。
総合案内所（美容ヒラトヤ付近）で受付。

いさごだ付近
①13：00
②15：00

ジャグリングを楽しもう！ [ｼﾞｬｸﾞﾗｰ山村佑理]

ジャグリングのパフォーマンス鑑賞と体験。30分程度。

当日参加可能。どなたでも。
総合案内所（美容ヒラトヤ付近）で受付。

ﾌﾞﾃｨｯｸｱﾝｼﾞｪﾆｨ付近 10：30 モチーフ彫刻タイカービング体験
りんごの可愛いモチーフを彫刻する。[ｶｰﾋﾞﾝｸﾞ岩手Wisteria You]

要参加予約。応募期限10/3（土）
中学生以上。先着10名。

定数に満たない場合は当日も受付可。

理容ファースト付近 10：30 横笛・尺八を吹こう！ [民謡協会]

尺八、横笛などの体験指導。唄、踊りを入れた実演。

当日参加可能。どなたでも。先着順。
午後は13：00から。

太田屋精肉店付近 11：00 いけばな体験 [華道協会]

日本の伝統文化に親しむ。花材は主催者で準備。12：00まで。

要参加予約。応募期限10/1（木）。
小中学生。小学生は保護者同伴。定員20名。

アカシヤ付近 10：30 初心者でも楽しめる将棋体験！
ｸｲｽﾞ「詰め将棋」の正解者に景品贈呈。[岩手中・高校将棋部]

当日参加可能。どなたでも。

ﾌﾞﾃｨｯｸｱﾝｼﾞｪﾆｨ付近 10：30 紙コップでタワー！タワー！タワー！
5,000個の紙コップを自由に積み上げてタワーづくりに挑戦！

当日参加可能。どなたでも。

ホームセンター付近 10：30 むかしなつかしのあそび体験！
こま、けん玉などの昔ながらの素朴なおもちゃで遊ぼう。

当日参加可能。どなたでも。

岩手県民会館会場（10：00～16：00）

第１会議室 10：00 おことであそぼ！
箏（こと）の初心者体験教室。 [三曲協会]

当日参加可能。どなたでも。
午後は13：00から。

第２会議室 10：00 一緒に水墨画を描いてみませんか？
基本の絵を選んで描いてみよう。 [水墨画協会]

当日参加可能。どなたでも。
描いた絵は持ち帰り可。

和 室 10：00 短歌に親しむ
短歌の添削教室。 [歌人クラブ]

当日参加可能。小学生以上、どなたでも。
午後は13：00から。

大ホール
13：00～

15：00

子ども芸術発表会
● 日頃の練習の成果を県民会館大ホールの舞台で発表。
● 舞台発表の映像は生配信。表紙にあるＱＲコードから

スマートフォン、パソコン等で鑑賞可能。出演団体には
公演映像のＤＶＤを贈呈。

● 原則、無観客。家族、友人、知人、仲間、その他関係者の
鑑賞は可能。

● 参加料は無し。
● 出演者は高校生以下の6～8団体程度とし出演希望団体多数の

場合は、演目、公演内容等を勘案して主催者で選定。
● １団体の公演時間は10分以内。

要参加予約。応募期限8/31（月）。
出演団体名、演目、出演人数等を記載し、

メール等で応募。

第７３回岩手芸術祭 美術展 会場：岩手県民会館 展示室

●開催期間 ■写真 / デザイン / 現代美術 10/3 (土) ▶ 10/6 (火) ■洋画 / 彫刻 10/15 (木) ▶ 10/18 (日)
■工芸 / 書道 10/22 (木) ▶ 10/25 (日) ■日本画 / 版画 / 水墨画 10/ 29 (金) ▶ 11/1 (日)

●開催時間 10：00～17：00 （各最終日は16：00まで）

●入場料 1枚 300円（高校生以下無料） ※会期中、4回ご観覧いただけます（本人のみ）。

岩手芸術祭美術展開催会場 ▶ 10月29日（木）～ 30日（金）10：00～16：00

岩手県民会館 展示室

入場料 300円
（高校生以下無料）

10：00 日本画の絵の具でお絵描き体験
和紙のﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞに日本画の絵の具で塗り絵。 [日本画協会]

当日参加可能。小学生以上、どなたでも。
初心者歓迎。午後は13：00から14：00まで。

10：00 木版画の多色刷り体験 [岩手芸術祭美術展版画部門]

木版画の多色刷り体験。少数の色で多色の華やかな作品制作。

当日参加可能。どなたでも。初心者歓迎。
午後は13：00から。

10：00 一緒に水墨画を描いてみませんか？
墨一色の濃淡で表せる世界を体験。 [水墨画協会]

当日参加可能。どなたでも。


