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場

2017春のスペシャルコンサート～盛岡一高・二高・三
盛岡市民文化ホール
校・四校吹奏楽部合同演奏会 新入生を迎えて～

4月8日 (土)

主

催

者

名

盛岡一高・二高・三校・四校吹奏楽
部合同演奏会実行委員会

萬鐵五郎展

岩手県立美術館
萬鉄五郎記念美術館

岩手県立美術館
萬鉄五郎記念美術館

4月16日 (日)

第61回岩手県川柳大会

アイーナ（盛岡市）

岩手県川柳連盟

4月26日 (水)

辻井伸行×服部百音究極の協奏曲コンサート

岩手県民会館
大ホール

岩手県民会館

4月28日 (金) ～ 6月4日 (日) 第46回盛岡芸術祭

盛岡市民文化ホールほ
か

盛岡芸術協会

5月26日 (金)

岩手県民会館
中ホール

岩手県ピアノ音楽協会

6月1日 (木) ～ 6月5日 (月) 第16回岩手一先会かな書展

岩手県民会館展示室

一先会岩手支局

6月2日 (金) ～ 6月4日 (日) 岩手県民長寿文化祭第29回作品展

盛岡市民文化ホール展
示ホール

公益財団法人いきいき岩手支援財団

6月8日 (木) ～ 6月12日 (月) 第28回公募水墨画展

岩手県民会館展示室

岩手県水墨画協会

6月14日 (水) ～ 6月18日 (日) 第19回エスドアルト絵画展

盛岡市民文化ホール
展示室

エスドアルト

6月11日 (日)

第2回文学フリマ岩手

岩手県産業会館

文学フリマ岩手事務局

6月11日 (日)

イーハトーヴシンガーズ第3回定期演奏会

都南文化会館（キャラホール） 混声合唱団イーハトーヴシンガーズ盛岡

6月22日 (木)

コンサロ

岩手県民会館中ホール

岩手県民会館

6月23日 (金) ～ 6月25日 (日) 第19回みちのく発進全国書道展

岩手県民会館展示室

岩手席書連盟

6月29日 (木) ～ 7月4日 (火)

岩手県民会館展示室

エコール・ド・エヌ

岩手県立美術館

岩手県立美術館

4月15日 (土) ～ 6月18日 (日) 没後90年

小井土文哉ピアノリサイタル

堤剛＆萩原麻実

第59回エコール・ド・エヌ盛岡展（絵画・平面・書・立体造形）

7月1日 (土) ～ 8月20日 (日) 川端康成・東山魁夷コレクション展
7月2日 (日)

混声合唱団北声会第51回定期演奏会～台風10号被
盛岡市民文化ホール
災支援チャリティー～

7月9日 (日) ～ 7月12日
9月

第15回岩手県高等学校書道作品コンクール

岩手県民会館展示室

岩手書道協会

7月10日 (月) ～

第43回盛岡彫刻シンポジウム

盛岡市内

盛岡彫刻シンポジウム実行委員会

7月13日 (木) ～ 7月16日 (日) 第71回岩手書道協会展

岩手県民会館展示室

岩手書道協会

7月15日 (土)

盛岡市民文化ホール

武蔵野音楽大学同窓会岩手県支部

10月

武蔵野音楽大学ウィンドアンサンブル演奏会（岩手公演）

7月15日 (土) ～ 7月17日 (月) 平心会書道展
7月16日 (日)

～生活の中に書のある人生～ 盛久ギャラリー

混声合唱団北声会

書道研究

平心会

東京音楽大学校友会岩手県支部第15回演奏会（復 陸前高田市コミュニティホール
東京音楽大学校友会岩手県支部
興支援コンサート）

7月16日 (日) ～ 8月6日 (日) 16th

滝沢アートフィールド2017展

7月17日 (月) ～ 7月29日 (土) 第3回FO公募展ミニアチュールzero2017

相の沢キャンプ場（滝沢
市）

滝沢アートフィールド2017実行委員
会

アートショップ彩画堂内
ギャラリー
「彩画堂S－SPACE」

アートショップ彩画堂

7月23日 (日)

岩手県立盛岡第四高等学校音楽部第8回定期演奏会 都南文化会館（キャラホール） 岩手県立盛岡第四高等学校

7月23日 (日)

気仙芸術祭第28回合唱フェスティバル

大船渡市民文化会館リアスホール

気仙地区芸術文化協会連絡協議会

7月24日 (月) ～ 7月27日 (木) 第11回岩手山友会絵画展

プラザおでってギャラリー

岩手山友会

7月27日 (木)

新版喜劇「売らいでか！」

岩手県民会館大ホール

岩手県民会館

7月29日 (土) ～ 7月30日 (日)

全日本吹奏楽コンクール第55回岩手県大会
高等学校・小学校・職場・一般の部

北上市文化交流セン
ター

岩手県吹奏楽連盟

8月5日 (土) ～ 8月6日 (日)

全日本吹奏楽コンクール第55回岩手県大会
高等学校・大学・中学校の部

岩手県民会館

岩手県吹奏楽連盟

姫神ホール
盛岡劇場

全国高校生短歌大会実行委員会

8月18日 (金) ～ 8月20日 (土) 第12回全国高校生短歌大会
8月19日 (土)

板垣あや子と仲間たち
ト

短歌甲子園2017

打楽器親子コンサー 岩手町スポーツ文化セン
ター

森のアリーナ

岩手町芸術文化協会

8月19日 (土)

ざ・ＣＬＡＳＳＩＣ

8月23日 (水) ～ 8月27日 (日) きらら20年展

岩手県民会館中ホール

岩手県民会館

岩手県民会館展示室

いわて・きららアート協会

9月2日 (土) ～ 10月15日 (日) 花森安治の仕事－デザインする手、編集長の眼 岩手県立美術館

岩手県立美術館

9月3日 (日)

岩手県青少年会館

岩手県青年団体協議会

岩手県民会館
大ホール・中ホール

岩手県民会館

第66回岩手県青年大会文化部門

9月9日 (土) ～ 9月10日 (日) いわてＪＡＺＺ2017
9月15日 (金) ～ 9月17日 (日)

創玄会公開講座 第17回作品展「飾って楽し
南昌荘
む書と篆刻・刻字」

書道研究創玄会

9月17日 (日)

オーケストラ育成事業

岩手県民会館大ホール

岩手県民会館

9月23日 (土)

コンサロ

岩手県民会館中ホール

岩手県民会館

9月27日 (水) ～11月
10月1日 (日) 第51回岩手一東書道会かな書作展

岩手県民会館展示室

一東書道会岩手支局一盛会

10月5日 (木) ～ 10月8日 (日) 第2回東北現展

アイーナギャラリー（盛岡市）

現代美術家協会東北支部

10月7日 (土) ～ 10月9日 (月) 第49回美雲社書展

盛岡市民文化ホール展示室

書道研究美雲社・第49回美雲社書展

10月12日 (木) ～ 10月15日 (日) 第27回新構造岩手支部展

盛岡市民文化ホール

新構造社岩手支部

10月14日 (土)

第28回東日本合唱祭

一関文化センター

東日本合唱祭実行委員会

10月22日 (日)

南部酒屋唄プロジェクトvol.1コンサート

なはんプラザ（花巻
市）

佐藤司美子（酒屋唄アンサンブル）

10月24日 (火)

「ミッドナイト・イン・バリ」

岩手県民会館大ホール

岩手県民会館

10月25日 (水)

コンサロ

岩手県民会館中ホール

岩手県民会館

10月27日 (金) ～ 11月3日 (金) 第31回九戸村産業・芸術文化まつり

九戸村体育センターほ
か

第31回九戸村産業・芸術文化まつり
実行委員会

10月28日 (土)

岩手県民会館大ホール

岩手県民会館

10月28日 (土) ～ 12月10日 (日) エリック・カール展

岩手県立美術館

岩手県立美術館

11月3日 (金)

平成29年度岩手県民俗芸能フェスティバル

岩手県民会館大ホール

岩手県・岩手県文化財愛護協会

11月3日 (金)

岩手の大地に舞う

岩手県民会館大ホール

岩手県民会館

11月6日 (月)

いわぎんスペシャル フェドセーエフ＆チャイコ
岩手県民会館大ホール
フスキー・シンフォニー・オーケストラ

岩手県民会館

11月10日 (金)

パレッタコンサート2017

盛岡市民文化ホール

女声合唱団コールパレッタ

岩手県高校教育会館

岩手教育芸術祭事務局

11月11日 (土) ～ 11月13日 (月) 気仙芸術祭第31回美術展

住田町社会体育館

気仙地区芸術文化協会連絡協議会

11月11日 (土)

舞台「スマートモテリーマン講座」

岩手県民会館大ホール

岩手県民会館

11月14日 (火)

第46回岩手教育芸術祭

都南文化会館（キャラホール）

岩手教育芸術祭事務局

エスポワールいわて

岩手工芸美術協会

小山実稚恵

パリ管弦楽団ブラス・クインテット・リサイタル

岩手の民謡を訪ねて

11月11日 (土) ～ 11月14日 (火) 第46回岩手教育芸術祭

美術展

岩手県婦人合唱発表会

11月15日 (水) ～ 11月19日 (日) 第48回岩手工芸美術展

第16回岩手県中学校総合文化祭

舞台発表

岩手県民会館大ホール

岩手県中学校文化連盟

11月16日 (木) ～ 11月21日 (火) 第16回岩手県中学校総合文化祭

展示発表

岩手県民会館展示室

岩手県中学校文化連盟

盛岡劇場

岩手教育芸術祭事務局

11月16日 (木)

11月18日 (土)

第46回岩手教育芸術祭

講演会

11月21日 (火) ～ 11月26日 (日)

第41回一般社団法人二科会写真部東北地区
公募展

福島県文化センター

一般社団法人二科会写真部東北支部
二科会写真部福島支部

11月23日 (木)

第58回紅白民謡の祭典・岩手県民謡フェスティバル17

ホテル紅葉館（花巻
市）

岩手県民謡保存会

11月25日 (土)

気仙芸術祭第31回気仙芸術祭文芸祭

大船渡市、陸前高田市
内

気仙地区芸術文化協会連絡協議会

11月25日 (土)

啄木に寄せて歌える

岩手県公会堂

「啄木に寄せて歌える」コンサート
実行委員会

11月25日 (土) ～ 12月2日 (土) 第25回岩手県障がい者文化芸術祭

ふれあいランド岩手

岩手県・第25回岩手県障がい者文化
芸術祭実行委員会

11月26日 (日)

岩手県民会館大ホール

岩手県民会館

12月2日 (土) ～ 12月3日 (日) 第23回盛岡文士劇

盛岡劇場

盛岡文士劇公演実行委員会

12月3日 (日) ～ 12月26日 (火) 第16回けやきチャリティ小品展

ギャラリースペース
「けやきラウンジ」

とうわ

12月3日 (日)

都南文化会館（キャラホール） いわてヤングフェスティバル実行委員会

第3回

”いわて吹奏楽祭”

第3回いわてヤングフェスティバル

テレビ岩手1階ギャラ
12月6日 (水) ～ 12月9日 (土) 創玄会公開講座 第18回作品展「書と印影・刻字展」
リー

けやきの会

書道研究創玄会

12月10日 (日)

第59回民踊フェスティバル

盛岡市民文化ホール

盛岡民踊研究会

12月15日 (金)

佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ

盛岡市民文化ホール
大ホール

岩手県民会館

岩手県立美術館

岩手県立美術館

12月23日 (土) ～ 2月18日 (日) 篠山紀信展

1月13日 (土) ～ 1月14日

全日本アンサンブルコンテスト第38回岩手県大会 花巻市文化会館

岩手県吹奏楽連盟・岩手県高等学校文化連
盟・岩手県中学校文化連盟・朝日新聞社

1月16日 (月) ～1月１５日
1月23日 (月) 佐賀勝美絵画展Ⅱ章

盛岡市民文化ホール展望室

佐賀勝美

1月17日 (水) ～ 1月21日 (日) 佐賀勝美絵画展Ⅰ章

プラザおでって

佐賀勝美

1月20日 (土) ～ 1月21日 (日) 第27回岩手県合唱小アンサンブルコンテスト

都南文化会館（キャラホール）

岩手県合唱連盟

1月28日 (日)

大船渡市民文化会館リアスホー けせん「第九を歌う会」inおおふなと実行委員
ル
会

第5回けせん「第九」演奏会
第4回盛岡杉生園・盛岡アビリティーセンター・ひめ

2月10日 (土) ～ 2月12日 (月) かみの風合同作品展『Ａ4紙すき絵画の世界

プラザおでって

社会福祉法人自立更生会

2月16日 (金) ～ 2月18日 (日) 展」

矢巾町公民館

矢巾町芸術文化振興基金運営委員会

3月14日 (水) ～ 3月18日 (日) 第21回いわて・きららアート・コレクション

いわて県民情報交流セ
ンターアイーナ

いわて・きららアート協会

第46回岩手県小・中・高校書写書道作品コンクール展示会 アイーナ展示室（盛岡市）

岩手県書写書道教育研究会

感・・・』

平成29年度矢巾町書道展「矢巾町2000人の大書道

3月21日 (水) ～ 3月25日 (日)

3月29日 (木) ～ 4月1日 (日) 第41回北日本書道専門学院展、第39回游神会書作展 盛岡市民文化ホール

北日本書道専門学院・游神会

