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一般社団法人岩手県芸術文化協会
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芸術の秋を彩る岩手芸術祭が本日ここに「芸術がつなぐ
みんなの心 この手で創る 未来の岩手」をテーマに開幕い
たします。
今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ほとん
どの芸術文化の活動やイベントが中止、延期されております
が、文化の灯を消すまいとの関係団体等の強い要望もあり、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底を図り、
「新しい
生活様式」に対応した開催方法の工夫をしながら、継続して
開催することにしました。
岩手芸術祭総合フェスティバルにつきましては、合唱など
の岩手県民会館外の会場（無観客）からのリモート出演、岩
手県民会館大ホールの公演の映像のスマートフォン等への配
信や県内の会場（釜石市民ホール TETTO、
奥州市文化会館（Z
ホール）
、二戸市シビックセンター）への配信など、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止を図るとともに、多くの方々にも鑑
賞していただくような取り組みをしております。
また、岩手芸術祭総合フェスティバルは、地域でも開催し
ておりまして、今年度は、来年の 1 月 24 日に一関文化センター
で開催することにしております。
今年の岩手芸術祭総合フェスティバルのテーマは「疫病退
散」で、新型コロナウイルス感染症の早期収束・退散を願い、
「祈り」
「笑い」
「協力」でプログラムを構成し、
多種多様なジャ
ンルの出演によるステージが繰り広げられます。
どうか最後までごゆっくりご鑑賞をいただき、温かいご声
援を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、本事業の開催にあたり、御尽力くださいました関
係者の皆様に心から感謝申し上げ、ご挨拶といたします。

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。
公演の模様は、
下記の会館でも鑑賞になれます。

○釡石市民ホール TETTO
○奥州市文化会館（Zホール）
○二戸市シビックセンター

□ 入場には、事前に配布する入場整理券［無料・全席指定］が必要です。
が必要です
□発熱や咳などの症状がある場合は、ご来場をご遠慮ください。
□ご来場の際はマスクをご着用し、咳エチケットの徹底をお願いいたします。
□入場時に体温測定を行います。

プ ロ グ ラ ム
司

第2部

祈り
藤里明久貫主・一山僧侶

毎月 8 日は、毛越寺の御本尊 薬師如来さまの御縁日で、
「薬師会（やくしえ）」
の法要が執り行われている。薬師如来は、特に身体健康にご利益のある仏様で、
薬師会では本尊薬師如来のご宝前でご祈祷が行われている。本日は、藤里明久貫
主・一山僧侶様に、皆様の平安、幸せとともに、新型コロナウイルスの早期の終
息の願いと、一日でも早く日常の生活が戻るようにとの願いを込めてご祈祷をい
ただいた模様を映像で放映する。

（1）演

滑田鬼剣舞」

滑田鬼剣舞保存会

「漫才」

花巻市出身 熊谷由輔と山形県出身の結城多聞、よしもと唯一の東北出身者同士
のコンビ。2011年より岩手県住みます芸人に就任、県内の各種イベントで活躍中。

＜美術部門＞
■洋画部門／舞田 信也さん
■写真部門／星 岩男さん
＜舞台等部門＞
■合唱部門／山口 浩子さん
■三曲部門／船越 喜実乃さん
■洋舞部門／藤原 めい子さん
■新舞踊部門／髙橋 トシさん
＜文芸部門＞
■随筆部門／野中 康行さん
■俳句部門／佐々木 昌子さん

（3）出演者／滑田鬼剣舞保存会

北上市滑田の中通り地区に伝承され、「滑田系」と云われる踊り組の元祖的存在。
平成 5 年に国の重要無形民俗文化財の指定を受け、平成 9 年に伝承 100 周年を迎
えた。

「モダンダンス」
（1）演

金田尚子舞踊研究所／岩手県洋舞協会

目／「いのちの歌」

（2）出演者
青木 花
関根 亞子

大久保 永遠
藤堂 ひかる

月折 胡柚

大内 葵衣

佐藤 立恩

奏／

第3部

「クラシックバレエ

祈り」

村上弘子・黒沢智子バレエスタジオ／岩手県洋舞協会

（1）演 目／「祈り」
（2）出演者／村上 弘子
（3）出演者からのメッセージ

この時代に生きる沢山の人たちの思い、願い、そして祈りが天に届きますように、
心を込めて作品を創りました。

（2）出演者／岩手県立不来方高等学校音楽部
指 揮／村松 玲子

全日本合唱コンクールで 12 年連続金賞を受賞している岩手県立不来方高等学校
音楽部の合唱。

ジュニア選抜

第 2 楽章」 寺崎 巖 作曲

（2）出演者／いわてフィルハーモニー・オーケストラ弦楽メンバー・ジュニア選抜
指 揮／寺崎 巖

■書道部門／堀内 青巒さん
■デザイン部門／蛇口 禎治さん
■声楽部門／新田 順子さん
■日舞部門／水木歌女羽さん
■民謡部門／福田 キヌエさん

岩手県管弦楽連盟所属いわてフィルハーモニー・オーケストラ弦楽メンバーと
ジュニア選抜による演奏。

「合唱」（館外からの出演 [ 生中継 ]）

イーハトーヴとっておきの音楽祭スペシャル

（1）曲目 1 ／「あまちゃんオープニングテーマ〜情熱大陸」
曲目 2 ／「イーハトーヴの風」あんべ光俊 作詞・作曲
（2）出演者／イーハトーヴとっておきの音楽祭スペシャル

■短歌部門／小野寺 政賢さん
■川柳部門／塩釜 アツシさん

障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、音楽のチカラで心のバリアフ
リーを目指すとっておきの音楽祭のスペシャルパフォーマンス。
あんべ光俊＆ Special friend の出演。

「さんさ踊り」

いわてフィルハーモニー・オーケストラ弦楽メンバー

いのちの尊さ、仲間と手を取り合いながら、生きていくことの大切さを踊りを通
して伝えたい。

（1）曲目 1 ／「星めぐりの歌」 宮澤 賢治 詩・曲／林 光 編曲
曲目 2 ／「ふるさとの山に向ひて」 石川 啄木 歌／新井 満 曲
曲目 3 ／「さんさ踊唄」 岩手県民謡／信長 貴富 編曲

曲目 2 ／「二つの悲しき旋律」より「過ぎた春」 グリーグ 作曲

芸術がつなぐ みんなの心 この手で創る 未来の岩手
作者 伊東 健大さん（盛岡市）
伴

岩手県立不来方高等学校音楽部

新型コロナウイルス自粛期間に作曲したオリジナル曲。

芸術祭テーマ優秀作品

第 76 回全国舞踊コンクール現代舞踊第二部入選。
第 38 回あきた全国舞踊祭モダンダンスコンクール群舞部門特別賞。

太田 圭祐

岩手県唯一のカラーガードチーム。カラーガードは様々な手具や色とりどりのフ
ラッグを操り、音楽を視覚的に表現する。今回は男子新体操「新★男塾」の皆さ
んと共にスポーツアートの世界をお届けしたい。

（1）曲目 1 ／「シンフォニア 2020

感謝状受賞のみなさん

目／「三人加護」

石田 智哉

ブラネン愛那

いわてフィルハーモニー・オーケストラ

長年、芸術文化に尽力されてきた方々への感謝。
（1）受賞者の紹介と感謝状贈呈
（2）
「芸術祭テーマ」優秀賞表彰
（3）主催者挨拶 岩手芸術祭実行委員会 会長 柴田和子
（4）挨拶 岩手県知事 達増拓也

三人舞で、悪魔退散・疫病退散・五穀豊穣の祈祷舞とされる。ア・ウンの赤面二
人による扇の舞で、四方を固める反閇（へんばい）を行い、次に御幣を背負った
白面が神楽拍子で登場し、幣の舞をする。

髙橋 諒真

辻本 爽羽

「弦楽演奏」

式典「感謝のセレモニー」

礼舞で、全種目の基本踊りとされる八人舞。念仏に合わせて緩やかに格調の高い
踊り。

（2）演

アンダーエイジ

（1）演 目／「岩手に住んで 10 年目、よしもと岩手住みます芸人」
（2）出演者／アンダーエイジ

目／「一番庭」

ブラネン新那

「合唱」（館外からの出演 [ 生中継 ]）

遠野市出身。落語芸術協会でありながら、東北訛りでの落語を許され、東北に暮
らし、東北各地で落語会を開催。平成 30 年度文化庁芸術祭大衆芸能部門優秀賞
受賞。

「天台宗別格本山医王山毛越寺 薬師会法要での厄災消除祈願」の映像

「国指定重要無形民俗文化財

六華亭 遊花

（1）演 目／「東北弁落語」
（2）出演者／六華亭 遊花

テ ー マ：疫 病 退 散

毛越寺

笑い

「東北弁落語」

会／川島 有貴（IBC 岩手放送アナウンサー）

第1部

金田 樹奈
◆新★男塾
三上 健太

協力

（1）演

ししおど

目／「さんさ踊り」

鹿踊りくずし

たなばた

七夕くずし

え

や

さ おど

栄夜差踊り

キッキェカッコ

ふっ こ おど

福呼踊り

（2）出演者／さんさ華の連

1992 年（平成 4 年）結成。ミス太鼓、ミス横笛の卒業生で構成している団体。
2019 年盛岡さんさ踊りパレードにおいて「盛岡さんさ部門優秀賞」を受賞。

フィナーレ

全

員

（1）
「いわて文化芸術創造」宣言

「フラッグダンス＆アクロパフォーマンス」

ａｒｂｒｅ・新★男塾

（2）
「オハイエ」
＊本日の総合フェスティバルの模様は 11 月 29 日（日）午後 4 時よりＩＢＣテレ
ビで放映される予定です。

たく

（1）演 目／拓 〜 未来へ 〜
（2）出演者
◆ａｒｂｒｅ
出戸 亨子
大森 美侑
出戸 千裕
舘澤 百果
千葉 里々憧
古川 穂奈実
菊池 紗英
宮 紀奈
勝又 裕月

さんさ華の連

藤原 羽蘭
佐々木 らら

携帯電話の電源はお切りになるか、マナーモードにお切り替えください。
主催者の許可のない撮影・録音は禁止させて頂いております。
大ホール客席での飲食は禁止となります。

