みんなdeアート

第74回岩手芸術祭総合フェスティバル
＜県内最大規模の文化の祭典。多彩なジャンルの舞台公演＞

【開催日時】10月２日（土） 開場 12：35 開演 13：00 （予定）

入場無料
[整理券必要]

【会場】岩手県民会館 大ホール

第5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イベント ～

【テーマ】エール

【出演者】

※新型コロナウイルス感染症の状況などにより出演者・出演順・開催内容は変更になる場合があります。敬称略。

● 能楽 祝言小謡「高砂」（喜多流 盛岡喜桜会／岩手県能楽連合会）
● 邦楽「常磐津 平成版 花舞台千代顔見」（常磐津文字会／岩手邦楽協会）
● 日本舞踊「岩手風物詩」（岩手県邦舞協会 ）
● 民謡「民うた・四季をつづる」（岩手県民謡協会）
● 郷土芸能「虎舞」（山田境田虎舞保存会）
● 式典「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）
● エール（岩手県立盛岡第一高等学校応援委員会）
● チアダンス（盛岡チアダンスクラブ煌 ）
● モダンダンス（雫石ダンススタジオ／岩手県洋舞協会）
● ピアノ演奏（佐藤陽十：本県出身の若手ピアニスト）
● フルート演奏（岡本梨奈：令和2年度フルートの全国大会中学生の部 日本一）
● バレエとビデオメッセージ（ビデオ出演）（太田倫功：宮古市出身のバレエダンサー）
● フィナーレ「合唱」（矢巾町立矢巾北中学校特設合唱部）
＜司会：甲斐谷 望

第5回芸術体験イベント
【開催日時】令和３年

【開催会場】岩手県民会館 ・盛岡市肴町商店街アーケード
▶ イベントポスターイラスト応募作品展
山田境田虎舞

10/2 （土） 1日目

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入場者数を制限します。
入場整理券配布開始日時／ 令和３年９月２４日（金）９：００～
入場整理券配布場所／ 岩手県民会館 ９：００～２１：３０
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。
お席はお選びすることは出来ませんので、ご了承願います。
整理券は無くなり次第、配布を終了させていただきます。

ＱＲコードからアクセスすると、公演のライブ配信をスマートフォン等でご覧になれます。

オンライン体験

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 ： 令和３年10月1日（金）12時まで
▶申込先メールアドレス： geibuniwate@aurora.ocn.ne.jp
※ 申し込み人数によっては時間等を調整の場合があります。※ 内容は変更の場合があります。

短 歌
10/2 [岩手県歌人クラブ]
（土）

写 真

[岩手県写真連盟]

短 歌
[岩手県歌人クラブ]
10/3
（日）

いけばな
[岩手華道協会]

＜事前に募集したイベントポスターイラストの展示。テーマは
『みんな de 住みたい！「夢のまち」』。最優秀賞作品を「第5回芸術体験イベント」のポスター原画に使用。
最優秀賞1点、優秀賞1点、入賞数点。賞品授与。対象は小学生以下。応募作品は、第5回芸術体験イベント当日
10/2(土)、10/3(日)盛岡市肴町商店街アーケード「みかわやさかな館付近」で展示。＞

▶ 当日のイベント！ ＜当日は、延べ２８種類の文化芸術の体験と鑑賞のイベントが楽しめる。＞

ＩＢＣ岩手放送アナウンサー＞

入場には入場整理券[無料・全席指定]が必要です。
●
●
●
●
●
●

10月2日 (土) ～ 10月3日 (日)

参加料
無料

10時～16時

■キテ ミテ みんな de アート展
■ 描いた絵が動き出す～お絵描きプログラミング～
■ ストリートピアノ
■ 岩手芸術祭総合フェスティバル映像ライブ鑑賞
■ 第2回疫病退散の妖怪イラスト大募集
■ イベントポスターイラスト応募作品展
■ ペットボトルキャップアート
■ 三味線体験 ■ ダンス体験
■ いけばな体験 ■ はた織り体験
■ 紙コップでタワーづくり
□ 能楽体験 □ 短歌体験 □ 水墨画体験
□ 版画体験

10/3 （日） 2日目 10時～16時
■キテ ミテ みんな de アート展
■ 描いた絵が動き出す～お絵描きプログラミング～
■ アイ・ラブ・街角ピアノ
■ 第2回疫病退散の妖怪イラスト大募集
■ イベントポスターイラスト応募作品展
■ ペットボトルキャップアート
■ 三味線体験 ■ はた織り体験
■ 紙コップでタワーづくり
□ 短歌体験
□ 水墨画体験
□ 版画体験

■■の会場は盛岡市肴町商店街アーケード □の会場は岩手県民会館
※赤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、岩手県芸術文化協会のホームページを
ご覧ください。。

■時間/10：00～11：00 ■対象/どなたでも。各回定員５名。

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。
■時間/13：00～14：00／14：00～15：00 ■対象/どなたでも。各回定員５名。
■時間/10：00～11：00 ■対象/どなたでも。各回定員５名。
■時間/13：00～14：00／14：30～15：30
■対象/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。各回定員５名。

● 一般社団法人岩手県芸術文化協会
〒020-0023 盛岡市内丸13-1
● メール geibuniwate@aurora.ocn.ne.jp

● TEL・FAX 019-626-1202

● 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着用、検温、手指消毒、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の変更、または中止になる場合がありますので、ご了承願います。

[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 〒020-0023 盛岡市内丸13-1 県民会館内
TEL・FAX：019-626-1202
メール： geibuniwate@aurora.ocn.ne.jp

芸術体験イベント一覧 １０月２日（土）１日目

※イベントの内容・時間は変更、または中止の場合があります。ご了承ください。

芸術体験イベント一覧 １０月３日（日）２日目

盛岡市肴町商店街アーケード会場（１０：３０～１６：００）

盛岡市肴町商店街アーケード会場（１０：３０～１６：００）
キテ ミテ みんな deアート展
繁田園茶舗付近

■芸術活動に取り組んでいる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。き
ららアート展入賞作品も展示。■どなたでも鑑賞可能。

キテ ミテ みんな deアート展
繁田園茶舗付近

東山堂書店付近

東山堂書店付近

北日本銀行付近

北日本銀行付近

岩手芸術祭総合フェスティバル映像ライブ鑑賞

第２回疫病退散の妖怪イラスト大募集

みかわやさかな館
付近

みかわやさかな館
付近

■事前に募集したイベントポスターイラストの展示。テーマは「みんなde住みたい！夢のまち」。
最優秀賞作品・優秀賞作品を「第5回芸術体験イベント」のポスター原画に使用。■どなたでも鑑
賞可。■応募作品は10/2（土）から岩手県芸術文化協会のホームページでWeb展示も行う。

みんなのペットボトルキャップで絵を作ろう ～あなたが持ってきたﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟが絵になる～

美容ヒラトヤ付近

みんなのペットボトルキャップで絵を作ろう ～あなたが持ってきたﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟが絵になる～
美容ヒラトヤ付近

■来場者にペットボトルのキャップを持参していただく。持参したキャップを点に見立て、ドッ
ト絵（ハロウィンの図案）を皆で作成する。参加者には当日会場で係員が指導。■当日参加可能。
どなたでも。
（岩手デザイナー協会）

いさごだ付近

おはなをいけてみよう
理容ファースト付
近

肴町郵便局付近

肴町郵便局付近

平金商店
ﾊﾟｽﾃﾙ館付近

■時間 10：30～15：00 ■卓上手織機を使用して、自分の好きなよこ糸を選び、裂き織り（さきお
り）又は糸織りでコースターを作る。当日持ち帰り可能。■先着15名程度。所要時間1時間。
■小学生以上どなたでも。未就学児は保護者同伴。
（岩手工芸美術協会）

４階 和室

４階 和室

■時間 10：30～11：30 ■模擬舞台を設営しての実演を披露。■どなたでも鑑賞可。

短歌に親しむ （岩手県歌人クラブ）
■時間 10：00～12：00/14：00～16：00 ■短歌の添削教室。■当日参加可能。

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、右記に申込み下さい。

紙コップでタワーづくり
■５千個の紙コップを自由に積み上げてタワー作り挑戦。■当日参加可。どなたでも。

短歌に親しむ （岩手県歌人クラブ）
■時間 10：00～12：00/14：00～16：00 ■短歌の添削教室。■当日参加可能。

岩手芸術祭美術展開催会場 ▶１０月２日（土）～ ５日（火）１０：００～１６：００
10月2日・3日 一緒に水墨画を描いてみませんか!
■基本の線からはじめ、基本の絵を選んで描いてもらう。描いた絵は持ち帰り。■当日参加可能。
どなたでも。
（岩手県水墨画協会）

■５千個の紙コップを自由に積み上げてタワー作り挑戦。■当日参加可。どなたでも。

能楽・謡と仕舞と和楽器に挑戦しよう！ （岩手県能楽連合会）

■時間 10：30～15：00 ■卓上手織機を使用して、自分の好きなよこ糸を選び、裂き織り（さきお
り）又は糸織りでコースターを作る。当日持ち帰り可能。■先着15名程度。所要時間1時間。
■小学生以上どなたでも。未就学児は保護者同伴。
（岩手工芸美術協会）

岩手県民会館会場（１０：００～１６：００）

紙コップでタワーづくり

岩手県民会館会場（１０：００～１６：００）
グランドホール

平金商店
ﾊﾟｽﾃﾙ館付近

■時間 11：00～12：00 ■いけばな体験により日本の伝統文化に親しんでみよう。材料は主催者
で準備。■要参加予約。10/1（金）まで。初心者対象。先着10名程度。定員に満たない場合は当
日受付可。
（岩手華道協会）

はた織りであそぼ！

■時間 10：30～12：00/13：00～16：00 ■民謡のパフォーマンス、三味線の弾き方などの体験指
導。■当日参加可能。どなたでも。先着順。
（岩手県民謡協会）

はた織りであそぼ！

Let‘s Dance「ジャンボリーミッキー＆パプリカ」を踊ろう！（岩手県洋舞協会/金田尚子舞踊研究所）
■時間 11：00～11：20 ■みんなで「パプリカ」を歌って踊る。■当日参加可能。どなたでも。

■来場者にペットボトルのキャップを持参していただく。持参したキャップを点に見立て、ドッ
ト絵（ハロウィンの図案）を皆で作成する。参加者には当日会場で係員が指導。■当日参加可能。
どなたでも。
（岩手デザイナー協会）

三味線を弾こう！
いさごだ付近

三味線を弾こう！
■時間 10：30～12：00/13：00～16：00 ■民謡のパフォーマンス、三味線の弾き方などの体験指
導。■当日参加可能。どなたでも。先着順。
（岩手県民謡協会）

■疫病退散のオリジナル妖怪のイラスト募集。
■作品はA4サイズの用紙に好きな画材で妖怪の絵を描く。裏面に「妖怪の名前」「どこにいる
か」「特徴」「氏名（ふりがな）」「年齢」[住所]「学校名」「電話番号」を記載して応募。応募
は原則小学生以下。■作品の応募期限は10/15（金）郵送又は持参。応募先：岩手県芸術文化協会。
10/2（土）、10/3（日）のイベント会場への持参も可。■大賞1点、優秀賞1点、奨励賞2点決定し、
賞品授与。審査結果は10/20（水）ホームページで発表。■10/3（日）までに提出の応募作品はイ
ベント会場に展示。10/20（水）からは岩手県芸術文化協会のホームページで応募作品をWeb展示。
■当日、会場には第1回疫病退散妖怪イラスト大募集の作品も展示。

イベントポスターイラスト応募作品展

イベントポスターイラスト応募作品展
■事前に募集したイベントポスターイラストの展示。テーマは「みんなde住みたい！夢のまち」。
最優秀賞作品・優秀賞作品を「第5回芸術体験イベント」のポスター原画に使用。■どなたでも鑑
賞可。■応募作品は10/2（土）から岩手県芸術文化協会のホームページでWeb展示も行う。

■ストリートピアノを自由に弾いて楽しんでいただく。プロのピアニストの演奏もある。
■10：30 子ども達によるオープニング演奏「ジュニアミニコンサート」■15：30 ピアニスト
鈴木牧子氏によるクロージング演奏。■どなたでも。当日参加可能。先着順。

第２回疫病退散の妖怪イラスト大募集

■時間 13：00～16：00 ■岩手の芸術文化の最大の祭典“岩手芸術祭総合フェステｨバル”の舞台ス
テージ（岩手県民会館）の熱演を映像で鑑賞。■どなたでも鑑賞可。
■疫病退散のオリジナル妖怪のイラスト募集。
■作品はA4サイズの用紙に好きな画材で妖怪の絵を描く。裏面に「妖怪の名前」「どこにいる
か」「特徴」「氏名（ふりがな）」「年齢」[住所]「学校名」「電話番号」を記載して応募。応募
は原則小学生以下。■作品の応募期限は10/15（金）郵送又は持参。応募先：岩手県芸術文化協会。
10/2（土）、10/3（日）のイベント会場への持参も可。■大賞1点、優秀賞1点、奨励賞2点決定し、
賞品授与。審査結果は10/20（水）ホームページで発表。■10/3（日）までに提出の応募作品はイ
ベント会場に展示。10/20（水）からは岩手県芸術文化協会のホームページで応募作品をWeb展示。
■当日、会場には第1回疫病退散妖怪イラスト大募集の作品も展示。

（岩手デザイナー協会）

■子供から大人まで夢中になるお絵描き体験。ハロウィンイベントに合せて[カボチャ][ゆうれ
い][コウモリ][魔女]の4種類のぬりえを用意。顔、体、飾りを描き足して様々なハロウィンの世界
を作って楽しむ。■どなたでも。未就学児は保護者同伴。先着50名程度。当日会場で受付。

アイ・ラブ・街角ピアノ （岩手県ピアノ音楽協会）

ストリートピアノ ～ストリートピアノがやってきた！～
■時間 10：30～13：00■アーケード内のストリートピアノを自由に弾くことができる。「アー
ケードは劇場」、さあ、弾いて見ませんか！■どなたでも。当日参加可能。先着順。

■芸術活動に取り組んでいる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。き
ららアート展入賞作品も展示。■どなたでも鑑賞可能。

描いた絵が動き出す～お絵描きプログラミング体験～

描いた絵が動き出す～お絵描きプログラミング体験～

（岩手デザイナー協会）
■子供から大人まで夢中になるお絵描き体験。ハロウィンイベントに合せて[カボチャ][ゆうれ
い][コウモリ][魔女]の4種類のぬりえを用意。顔、体、飾りを描き足して様々なハロウィンの世界
を作って楽しむ。■どなたでも。未就学児は保護者同伴。先着50名程度。当日会場で受付。

※イベントの内容・時間は変更、または中止の場合があります。ご了承ください。

岩手県民会館展示室
入場無料

10月2日・3日 木版画の多色摺り体験
■時間 10：30～12：00/13：00～16：00 ■木版画多色摺り（すり）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。
（岩手芸術祭美術展版画部門）

10月4日・5日 日本画の絵の具でお絵描き体験
■時間 10：30～12：00/13：00～16：00 ■和紙のポストカードに日本画の絵の具で塗り絵をする。
■当日参加可能。小学生以上。どなたでも。
（岩手県日本画協会）
● 一般社団法人岩手県芸術文化協会
〒020-0023 盛岡市内丸13-1
● メール geibuniwate@aurora.ocn.ne.jp

● TEL・FAX 019-626-1202

