オンライン体験
■どなたでも参加可能。
10/1
(土）

10/2
（日）

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４年９月26日（月）12時まで
▶申込先メールアドレス： geibuniwate@aurora.ocn.ne.jp

■時間 10：00～12：00 ■短歌を作る楽しさを指導。短歌添削は事前予約必要。

短 歌 [県歌人クラブ]

■時間 10：00～12：00 ■短歌を作る楽しさを指導。短歌添削は事前予約必要。

いけばな [華道協会]

■時間 14：00～15：00／15：00～16：00 ■準備できる方は、はさみ、剣山、
花器。無い方は相談のこと。花材は前日までに主催者から送付。受け取ったら
バケツなどで水に入れ保管。各回定員５名。

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。

【開催日時】10月2日（日）開場12：35
【出演団体等】

～ 岩手の文化芸術の「体験」と「鑑賞」が楽しめる県内最大規模のイベント ～

10/1 （土） 1日目 10時～16時

敬称略。

● 赤澤鎧剣舞（大船渡市立大船渡北小学校 北小「郷土芸能部」）
● 金津流梁川こども獅子躍（奥州市芸術文化協会）
● 新舞踊（貴扇会/二戸市芸術文化協会）
● 滝沢駒踊り（滝沢駒踊り保存会）
● 日本舞踊（岩手県邦舞協会）
● 新舞踊（岩手県新舞踊協会）
● モダンダンス（金田尚子舞踊研究所/岩手県洋舞協会）
● ヴァイオリン重奏
（岩手県弦楽研究会スプリングハーモニージュニアオーケストラ）

金津流梁川こども獅子躍（奥州市芸術文化協会）

※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。

おうしゅう伝統文化体験フェスタ（共催事業）
【開催日時・会場】10月9日（日）奥州市文化会館Ｚホール

【主催】奥州市芸術文化協会等

● 伝統文化団体等による体験指導 ■中ホール ■鹿踊り、くくり雛、いけ花、剣舞、吟詠、日本舞踊、茶道
● 伝統文化団体等の舞台発表「奥州こども芸術発表会」 ■大ホール ■12：30 開演
伝統文化団体等による体験指導の希望者および「奥州こども芸術発表会」入場整理券の希望者は、9/14（水）から
奥州市芸術文化協会（geibun@oshu-bunka.or.jp ) へ申し込み願います。

■ バス絵画コンクール応募作品展
■ ストリートピアノ ■ 将棋体験 ■ 横笛体験
■ モダンダンス体験 ■ 落語・講談体験
■ ダブルダッチ（2本のﾛｰﾌﾟでのｽﾎﾟｰﾂ）体験
■ はた織りチャーム作り ■ バルーンアート体験
■カードづくり体験 ■ 吹き矢体験
■ 三味線体験 ■ ハワイアンフラダンス体験
■ 版画体験 ■ オリジナルカレンダーづくり
■ 「ぶらぶら盛岡」街並みイラスト展
□キテ ミテ みんな de アート展 □ 書道体験
□ 茶道体験 □ 紙コップでタワーづくり
□ 能楽体験 □ 短歌体験 □ 川柳体験
□ 俳句体験 □ 日舞体験

参加料
無 料

10/2 （日） 2日目 10時～16時
■ バス絵画コンクール応募作品展
■ Ｉlove街角ピアノ ■ 将棋体験
■ いけばな体験 ■マジック体験 ■三味線体験
■ はた織りチャーム作り ■ 賢治の紙芝居
■ タイカービング ■ ヒップホップダンス体験
■ 吹き矢体験 ■ むかしなつかし遊び
■ オリジナルカレンダーづくり
■ 「ぶらぶら盛岡」街並みイラスト展
□ お箏（こと）体験
□ キテ ミテ みんな de アート展
□ WAになって歌おう！（合唱体験）
□ 大きな声でうたってみよう！（声楽体験）
□ 短歌体験 □ 紙コップでタワーづくり

■■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県芸術文化協会へお問合せ、又は、県芸術文化協会のホームページをご覧願います。。

第75回岩手芸術祭総合フェスティバル
【開催日時】10月１日（土） 開場 12：35 開演 13：00 （予定）
【会

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。

場】岩手県民会館 大ホール

【テーマ】継承・創造・平和

イーハトーヴとっておきの音楽祭もりおか（共催事業）

－祝って、いわて

入場無料

【出演者】 敬称略。※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。

【開催日時】10月2日（日）【主催】とっておきの音楽祭イーハトーヴ実行委員会
●ストリート演奏 ■10：00～15：00（予定）■もりおか歴史文化館・岩手銀行赤ﾚﾝｶﾞ館・ｶﾜﾄｸ正面入口脇特設会場 他
●フィナーレ
■15：30～17：00（予定）■もりおか歴史文化館前広場
＜問い合わせ先＞ とっておきの音楽祭イーハトーヴ実行委員会

TEL 019-652-0879

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。
● 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。
● 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

10月１日 (土) ～ 10月２日 (日)

【開催会場】岩手県民会館 ・盛岡市肴町商店街アーケード

開演13：00（予定）

場】岩手県民会館 大ホール

みんなdeアート

芸術体験イベント＆岩手芸術祭総合フェスティバル
【開催日時】令和４年

入場無料

県内で文化芸術を継承している子どもたちの舞台発表

【会

芸術体験フェスタ！

※ 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 [県歌人クラブ]

子ども芸術発表会

＜県政150周年記念事業＞

● TEL・FAX 019-626-1202

● 合唱（岩手県立不来方高等学校音楽部）
● クラシックバレエ（藤原めい子バレエ教室／岩手県洋舞協会）
ピアノ 佐藤彦大 ▶
● 国指定重要無形民俗文化財 鵜鳥神楽「恵比寿舞」（鵜鳥神楽保存会）
● 水沢スポーツクラブHipHopキッズダンス（水沢スポーツクラブ）
スプリングハーモニージュニアオーケストラ ▼
● 民謡「津軽よされ節」「 松づくし」（岩手県民謡協会）
● 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の表彰セレモニー）

● 声楽「三重唱」（岩手声楽研究会）
● 特別企画 佐藤彦大とジュニアオーケストラの共演
「ベートーベン ピアノ協奏曲 第５番〈皇帝〉」
■ ピアノ 佐藤彦大 ■ 指揮 板垣あや子
■ 岩手県弦楽研究会スプリングハーモニージュニアオーケストラ 他

● フィナーレ「合唱」（岩手県立不来方高等学校音楽部）
＜司会：甲斐谷 望

[主 催]
岩手県

ＩＢＣ岩手放送アナウンサー＞

[お問合せ先]
[予約申込先]

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1日（土）1日目
喫茶未完成
付近
東山堂書店
付近
北日本銀行
付近
美容ﾋﾗﾄﾔ
付近

※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。

●バス絵画コンクール応募作品展 ■時間10：30～16：00 ■テーマは『みんなde のりたい バス！』。入賞作品
は岩手県芸術文化協会ホームページでWeｂ展示も行う。■どなたでも鑑賞可能。

●ストリートピアノ ■時間 10：30～16：00■当日参加可能。先着順。どなたでも。
●初心者でも楽しめる将棋体験！ ■時間 10：30～16：00■多面指しコーナー、初心者個別指導コーナー等。
クイズ「詰め将棋コーナ」の正解者には景品贈呈。■当日参加可能。どなたでも。

（岩手中・高校将棋部）

■時間 10：30～12：00/13：00～16：00 ■講師の演奏、合奏を楽しみながら実際に音を出してみ
よう。■当日参加可能。小学生以上。
（民謡協会）
「ジャンボリーミッキー＆ツバメダンス」を歌って踊る■当日参加可能。どなたでも（洋舞協会/金田尚子舞踊研究所）

肴町郵便局
付近

●落語を体験してみよう！ ■時間 12：00～12：30 ■寄席（よせ）鑑賞から、高座への上がり方、扇子・手ぬぐ
いの使い方など指導。■当日参加可能。どなたでも。

（アマチュア落語 みちのく亭 九介）

●講談を体験してみよう！ ■時間 12：30～13：00 ■講談師になったつもりで釈台を和紙と竹で作った張り扇で
パンパンと叩きながら物語を語ってみよう。■当日参加可能。どなたでも。

●ダブルダッチに挑戦しよう！ ■時間 13：30～14：00/14：30～15：00 ■2本のﾛｰﾌﾟを使って行うｽﾎﾟｰﾂ。世
界大会優勝の県立大学ﾀﾞﾌﾞﾙﾀﾞｯﾁｻｰｸﾙがﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ披露と体験指導■当日参加可。どなたでも（県立大学ﾀﾞﾌﾞﾙﾀﾞｯﾁｻｰｸﾙ）

●はた織りでチャームを作ろう！ ■時間 10：30～15：00 ■ﾁｬｰﾑの一部をはた織りしﾊﾟｰﾂを付けてﾏｽｸﾁｬｰﾑか
ﾊﾞｯｸﾞﾁｬｰﾑを作る。所要時間1時間■1日20名限定。小学生以上どなたでも。未就学児は保護者同伴。（工芸美術協会）

ﾊﾟｽﾃﾙ館前
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ
付近

岩
手
県
民
会
館
会
場

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ
中ﾎｰﾙ入口

北日本銀行
付近

●初心者でも楽しめる将棋体験！ ■時間 10：30～16：00■多面指しコーナー、初心者個別指導コーナー等。

肴町郵便局
付近

ｱｶｼﾔ付近

●ハワイアンフラダンス体験 ■時間 14：00～15：00 ■ハワイアンフラダンスの鑑賞と体験。
ﾊﾟｽﾃﾙ館前

●吹き矢で元気を射止めよう！ ■時間 13：30～15：30 ■吹き矢で上手な呼吸法を！■先着30名。
（テレビ岩手アカデミー）

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ
付近

●木版画の多色刷りを体験しよう ■時間 10：30～12：00/13：30～15：00 ■木版画の素朴で暖かみのある絵
を作りましょう。■当日参加可能。どなたでも。

（岩手芸術祭美術展版画部門）

●2023年オリジナルカレンダーづくり ■時間 10：30～12：00/13：30～15：00 ■Ａ3サイズで来年の干支に
色を入れて2023年カレンダーを完成させましょう。■当日参加可能。どなたでも。

（パステル館）

●「ぶらぶら盛岡」街並みイラスト展 ■時間 10：30～16：00 ■盛岡の街並みイラスト展■どなたでも鑑賞可。
（デザイナー協会）

●キテ ミテ みんな deアート展

■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予定。■どなたでも鑑賞可能。

大ﾎｰﾙ1階
階段ﾌﾛｱ

●茶の湯の体験 ～茶会に参加してみませんか！～ ■時間 10：00～15：00 ■立礼式茶会の雰囲気を味わい、お抹茶

主催者で用意。色紙が無くなり次第終了■当日参加可能どなたでも。幼児～小学校低学年は保護者同伴。（書道協会）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

岩
手
県
民
会
館
会
場

中ホール
入口

●紙コップでタワーづくり

大ﾎｰﾙ2階
ホワイエ

●能楽・謡と仕舞と鼓の演奏を体験してみよう！ ■時間 10：30～11：30 ■「高砂」の謡と仕舞の実演と体

■５千個の紙ｺｯﾌﾟを自由に積み上げてﾀﾜｰ作りに挑戦。■当日参加可能。どなたでも。

験。「羽衣」の小鼓の実演と体験。模擬舞台を設営して実演を披露■当日参加可能どなたでも鑑賞可。（能楽連合会）

中ホール
舞台

者歓迎。

●俳句で遊ぼう

（歌人クラブ）

■時間 10：00～11：30/13：00～14：30 ■初めての方にはまずは一句を作るお手伝い。筆記用具、
ある方は「歳時記」を持参。■当日参加可能。小学生以上。初心者歓迎。
（俳句連盟）
事前予約が必要なイベントは指定期限までに、必要事項を記入のうえ、各イベントの指定の連絡先へ申込み願います。

（岩手中・高校将棋部）

■要参加予約 9/29（木）までに華道協会（090-1939-6028）へ。対象は小中学生。先着20名。初心者歓迎（華道協会）

●マジックに挑戦しよう！ ■時間 13：30～14：00/14：30～15：00■マジックの演技と体験指導。■当日参加
可能。小学生以上。先着15名程度。

（盛岡アマチュア・マジシャンズ・クラブ）

●三味線を弾こう！ ■時間 10：30～12：00/13：00～16：00 ■講師の弾き語り、実際に三味線を持って音を出
してみよう。経験者は、唄（民謡）に合わせて弾くことも出来る。■当日参加可能。小学生以上。

（民謡協会）

●はた織りでチャームを作ろう！ ■時間 10：30～15：00 ■ﾁｬｰﾑの一部をはた織りしﾊﾟｰﾂを付けてﾏｽｸﾁｬｰﾑか
ﾊﾞｯｸﾞﾁｬｰﾑを作る。所要時間1時間■1日20名限定。小学生以上どなたでも。未就学児は保護者同伴。（工芸美術協会）

●謎解き読書会～賢治の紙芝居～ ■時間 11：00～12：30 ■宮澤賢治の楽しさに触れる参加型のｵﾘｼﾞﾅﾙ紙芝居。
■当日参加可能。どなたでも。

●モチーフ彫刻体験（タイカービング）■時間 13：00～15：00 ■秋の味覚リンゴﾞの可愛いモチーフを彫刻。
■要参加予約10/1（土）まで。人数が満たない場合は当日も参加可能。■中学生以上。先着10名。
●ヒップホップでリズムＵＰ ■時間 13：00～13：30 ■スタジオ「オリーブ」のダンス発表とレッスン指導。
■当日参加可能。どなたでも。
●吹き矢で元気を射止めよう！ ■時間 13：30～15：30 ■吹き矢で上手な呼吸法を！■先着30名。
当日参加可能。どなたでも。
（テレビ岩手アカデミー）

●むかしなつかしのあそび体験！ ■時間 10：30～16：00 ■こま、けん玉などの昔ながらの素朴なおもちゃで
遊ぶ。■当日参加可能。どなたでも。

●2023年オリジナルカレンダーづくり ■時間 10：30～12：00/13：30～15：00 ■Ａ3サイズで来年の干支に
色を入れて2023年カレンダーを完成させましょう。■当日参加可能。どなたでも。

（パステル館）

●「ぶらぶら盛岡」街並みイラスト展 ■時間 10：30～16：00 ■盛岡の街並みイラスト展■どなたでも鑑賞可。
（デザイナー協会）

●おことであそぼ ■時間 10：00～12：00/13：00～15：00 ■先生の指導の下、お箏（こと）に触れ、遊びながら
弾く楽しさ、音を出す楽しさを体験し、お箏に親しむ。■当日参加可能。どなたでも。初心者歓迎。

（三曲協会）

●キテ ミテ みんな deアート展 ■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予定。■どなたでも鑑賞可能。
■時間 10：00～12：00 ■参加者は当日、中ホール会場入口の受付に集合。
■盛岡四高音楽部の皆さんと一緒に歌いましょう！ [参加校：盛岡第四高校音楽部／指導：顧問 佐藤文子先生]
合唱、歌うことが好きな方はどなたでも可。
■要参加予約。9/20（火）までに合唱連盟（019-672-3691三上）へ。
（合唱連盟）
◎1部 童謡唱歌[小さい秋見つけた・たき火・夕焼け小焼け他] ◎2部 愛唱歌[ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ・夏の思い出・花は咲く他] ◎3部
ｸﾗｼｯｸ[野ばら：ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ・ｻﾝﾀ・ﾙﾁｱ：ｺｯﾄﾗｳ・浜辺の歌：成田為三他] 各部から希望の曲を選択■要参加予約。9/24
（土）までに声楽研究会（090-8783-0172丸岡）へ。中学生以上。1・2部5名、3部は3名まで。
（声楽研究会）

大ﾎｰﾙ1階
階段ﾌﾛｱ

●短歌に親しむ ■時間 10：00～12：00/13：00～15：00 ■短歌の添削教室。■当日参加可。どなたでも。初心者

大ﾎｰﾙ階段

●紙コップでタワーづくり

歓迎。

（歌人クラブ）
■５千個の紙ｺｯﾌﾟを自由に積み上げてﾀﾜｰ作りに挑戦。■当日参加可能。どなたでも。

●10月14日（金）・15日（土） 木版画の多色摺り体験 ■時間 10：00～12：00/13：00～16：00 ■木版画

帯、足袋、貸出も可。■要参加予約9/24（土）までに邦舞協会（FAX で申込 019-626-4466）へ。どなたでも。初心者
歓迎。先着10名程度。
（邦舞協会）

●短歌に親しむ ■時間 10：00～12：00/13：00～15：00 ■短歌の添削教室。■当日参加可能。どなたでも。初心

クイズ「詰め将棋コーナ」の正解者には景品贈呈。■当日参加可能。どなたでも。

●大きな声でうたってみよう！ ■時間 13：00～16：00 ■会員とﾋﾟｱﾆｽﾄが付きｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受けながら歌を楽しむ

●日本舞踊を楽しく踊ろう！ ■時間 10：00～12：00 ■日本の伝統文化である日本舞踊を体験しよう！ゆかた、

●Let’s川柳！ ■時間 10：00～15：00 ■県川柳連盟役員による川柳作句指導。参加者によるミニ川柳大会。理事
長による入選句の披露。当日の入選句集を後日プレゼント。■当日参加可能。どなたでも。
（川柳連盟）

たちによるｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ演奏■15：30ﾋﾟｱﾆｽﾄ鈴木牧子氏によるｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ演奏■当日参加可能。どなたでも（ﾋﾟｱﾉ音楽協会）

●ＷＡになって歌おう！～広げよう合唱の輪～

と和菓子はいかがですか。お茶を点ててみませんか■当日参加可能。どなたでも。3歳以下は保護者同伴（茶道協会）

大ﾎｰﾙ階段

４階 和室

●Ｉ love 街角ピアノ ■時間 10：30～16：00■ストリートピアノを自由に弾いて楽しんでいただく■10：30子供
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●三味線体験 ■時間 11：00～12：00 ■三味線の体験。

●色紙を書こう ■時間 10：00～12：00/13：00～16：00 ■色紙に好きな言葉を書いてみよう。筆、墨、半紙等は

４階
第5会議室

東山堂書店
付近

は岩手県芸術文化協会ホームページでWeｂ展示も行う。■どなたでも鑑賞可能。

●いけばな体験 ■時間 10：30～11：30■日本の伝統文化に親しむ。花材、ﾊｻﾐ、花器、剣山は主催者で準備。

●アーティスト気分でカード作り ■時間 13：00～15：00 ■様々な色を使ってﾊｶﾞｷ、絵手紙づくり。■先着順。

中ホール
ホワイエ

４階
第2会議室

●バス絵画コンクール応募作品展 ■時間10：30～16：00 ■テーマは『みんなde のりたい バス！』。入賞作品

美容ﾋﾗﾄﾔ
付近

●バルーンでパンプキンランタン作り ■時間 10：30～12：00 ■ハロウィンをバルーンで楽しむ。■先着順。

【全てのイベントが当日参加可能。どなたでも。】
ｱｶｼﾔ付近

（紫波町 紫凜会）

※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。

喫茶未完成
付近

●笛を吹こう！

●Let‘ｓダンス「ジャンボリーミッキー＆ツバメダンス」を踊ろう！ ■時間 11：00～11：30 ■みんなで
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芸術体験イベント一覧 10月2日（日）2日目

の素朴で暖かみのある絵を作りましょう。■当日参加可能。どなたでも。
展示室
入場料
300円
（高校生以下
無料）

（岩手芸術祭美術展版画部門）

●10月15日（土）・16日（日） 日本画の絵の具でお絵描き体験 ■時間 10：00～12：00/13：00～16：00
■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。初心者歓迎。

（日本画協会）

●10月15日（土）・16日（日） 一緒に水墨画を描いてみませんか！ ■時間 10：00～16：00（16日は
15：00まで） ■基本の線引きから始め、絵を描く。絵は持ち帰り可能。■当日参加可能。どなたでも。（水墨画協会）

●10月23日（日）写真を楽しもう ■時間 10：30～12：00/13：00～15：00 ■自作品・展示作品の講評を聞く。
デジカメ・スマホで作品作り（トリミング等）■当日参加可能。どなたでも。写真持参可。写真サイズはL判～ワイド
4切程度。
（写真連盟）

