キテミテ体験！みんなｄｅアート
入場
無料

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5日（土） 開場 12：35

会

岩手県民会館

場

開演 13：00

第3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 ～

大ホール

● 司会：甲斐谷 望（ＩＢＣ岩手放送アナウンサー）● ジャグリングパフォーマー：山村 佑理
出演者出演者

● 宮古あばれ太鼓（海を表現した勇壮な太鼓による怒涛の幕開け）
● ダンス・ソロ（長澤ほのか・金田尚子舞踊研究所）：第32回こうべ全国洋舞コンクール第1位）
● ダンス・群舞（藤井淳子ダンススタジオ：第32回こうべ全国洋舞ｺﾝｸｰﾙﾓﾀﾞﾝﾀﾞﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ部門優秀賞[第1位] ）
● フラメンコ＆津軽民謡（フラメンコ：中田 佳代子 津軽三味線：黒澤 博幸 唄：吉田 やす子）
● 岩手の二大盆踊りの競演「ナニャトヤラと上駒木野さんさ踊り」
（二戸市ナニャトヤラ保存会：北奥羽ナニャドヤラ大会最優秀賞3度受賞）
（岩手県立雫石高校郷土芸能委員会：第43回全国高校文化祭に出演）
● 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）
● 能楽 仕舞「高砂」（本県出身の宝生流能楽師 金野 泰大 岩手県能楽連合会等）
● 吹奏楽（盛岡市立北陵中学校吹奏楽部：全日本吹奏楽コンクール6年連続東北大会出場）
● マンドリン（岩手県立久慈高校マンドリン部：県高校総合文化祭2年連続最優秀賞）
● ピアノ（佐藤 彦大：本県出身のピアニスト。第62回マリア・カナルス・バルセロナ国際音楽コンクール第1位）
● 合唱（岩手大学教育学部附属小学校合唱部：第85回NHK全国学校音楽コンクール東北大会金賞）
● 混声合唱（岩手県合唱連盟等）
● 特別出演「国指定重要無形民俗文化財 八戸えんぶり」（青森県：塩町えんぶり組） ※出演者は変更になる場合があります。敬称略。

10月6日（日） 開場 11：40

開演 12：00

会場

特任研究員

岩手県民会館 大ホール

田崎 文得 氏

10月6日（日） 13:00 ～ 15：30

会場

入場
無料

🄫EHT Collaboration

岩手県民会館 大ホール

●奥州平泉子ども歴史講談（輝凛会 [奥州市芸術文化協会] ）
●堰賛太鼓（雫石町立御所小学校 [雫石町芸術文化協会推薦] ）
●子ども新舞踊（有扇会 [岩手県新舞踊協会] ）
●日本舞踊（岩手県邦舞協会）
●特別企画「紫峰七海のなりきりレッスン」 講師：元宝塚歌劇団花組副組長

紫峰 七海 氏

宝塚レビューのダンスレッスンを体験。レッスン後、大ホールステージで発表会。
■対象：中学生以上の女性20名。
■用意するもの：動きやすい服装、靴、飲み物、タオル、舞台発表用の衣装
（黒のジャケット・黒のパンツ。デザインは自由）。※帽子は主催者で準備。
■応募方法：氏名、年齢、住所、電話番号を記入の上、往復はがきで岩手県芸術文化協会
（〒020-0023盛岡市内丸13-1）宛に申し込み。応募者多数の場合は抽選等により決定。

元宝塚歌劇団 花組副組長
紫峰 七海 氏

●モダンダンス（雫石ダンススタジオ [岩手県洋舞協会] ）
●エアロビック（エアロビックチームDA★DA [釜石市芸術文化協会推薦] ）
●バトントワリング（Zealバトントワラーズ [盛岡市] ）
※出演団体、出演者、出演順は変更になる場合があります。
●伝統さんさ踊り（仙北小鷹さんさ踊り保存会 [盛岡市] ）

かぼちゃ・ゆうれい・コウモリ・魔女の4種類のイラストでハロウィンの世界を作ろう！
●開催日時

10月5日（土）10：30～12：00／13：00～16：00
10月6日（日）10：00～12：00／13：00～16：00

●両日ともに先着200名。当日、会場で受付。

■会場
■会場

4Ｆ第5会議室
中ホール舞台

10/6（日）2日目は、大画面で描いた絵が動くよ！

開催日時

10月5日 (土)

開催会場

岩手県民会館 館内全施設

～

10月6日 (日)

10/5・10/6 スタンプラリー開催！
▶ スタンプを3つ集めると各日、先着300名様に景品をプレゼント！

●講演「ブラックホールの撮影成功！って何がすごいの？」
講師：国立天文台水沢VLBI観測所

延べ70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。

10/5 (土) 1日目

10時～16時

■オーケストラ指揮体験
■ダンス「パプリカ」をおどろう
■華道 ■盛岡芸妓の踊り ■バルーンアートづくり
■書道 ■むかしなつかしの遊び
■空飛ぶおもちゃ作り
■落書きスタジオ ■オリジナル傘づくり
■ペットボトルキャップアート ■缶バッジづくり
■写真でラグビーのまち、釜石を応援しよう！
■みんなの笑顔「写真コンテスト」
■楽器体験（管楽器・弦楽器・打楽器）
■ナツメロを歌おう＆県民歌も歌ってみよう
■茶道 ■将棋 ■紙コップでタワー ■能楽
■アワビ貝でアクセサリー作り
■夢の職業の名刺作り
■自分のロゴマーク作り
■オリジナルハンコ作り（材料費自己負担）
■日舞 ■岩手芸術祭ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ過去のビデオ上映
■文芸作品集展示 ■障がい者アート展 ■水墨画
■三味線・胡弓の体験教室
■描いた絵が動き出す～お絵描きプログラミング～
■初心者向け短歌教室 ■啄木かるた
■アナウンス体験
授乳室は4Ｆにあります。

参加料
無料

▶ 飲食・駄菓子コーナーもあるよ！

10/6 (日) 2日目

10時～16時

■弦楽器体験 ■マジック ■ヒップホップダンス
■ジャグリング ■むかしなつかしの遊び
■落書きスタジオ ■オリジナル傘づくり
■ペットボトルキャップアート
■みんなの笑顔「写真コンテスト」
■モチー フ彫刻（タイカービング）体験
■描いた絵が動き出す
～大画面でのお絵描きプログラミング～
■缶バッジづくり
■紙コップでタワー ■将棋
■アワビ貝でアクセサリー作り
■夢の職業の名刺作り
■自分のロゴマーク作り
■オリジナルハンコ作り（材料費自己負担）
■サイエンススクール
「宮沢賢治とやさしい天文の科学」
■岩手芸術祭ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ過去のビデオ上映
■文芸作品集展示 ■障がい者アート展 ■水墨画
■尺八・横笛の体験教室 ■箏 ■ギター
■初心者向け短歌教室 ■俳句教室
■アナウンス体験
授乳室は4Ｆにあります。
※イベント内容は変更になる場合があります。

※オレンジ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▶一般社団法人岩手県芸術文化協会 TEL・FAX 019-626-1202

芸術体験イベント一覧 10月5日（土）1日目
会

場

1Ｆグランドホール
（パフォーマンス
ステージ）

時間

※イベント内容・時間は変更の場合があります。

イベント名

9：55

オープニングセレモニー

10：00

オーケストラの指揮を体験してみよう！

10：30

ダンス体験「パプリカ」をおどろう！

11：00

いけばな体験

12：00

盛岡芸妓の踊り体験

13：00

バルーンアート作り（30分間隔で実施）

予約・定員・期限など

当日受付／5名程度

展示室（1Ｆ・地下）

10：00

岩手芸術祭美術展（洋画／彫刻）

10：30

むかしなつかしのあそび体験！

10：30

空飛ぶおもちゃを作ろう！

10：30

落書きスタジオ

10：30

オリジナル傘づくり

10：30

みんなのペットボトルキャップアート

10：30

オリジナル缶バッジづくり

10：30

写真でラグビーのまち釜石を応援しよう！

10：30

みんなの笑顔写真コンテスト

中ホール受付ホワイエ

10：30

中ホール舞台

10：30

大ホール舞台

13：00

岩手芸術祭総合フェスティバル（鑑賞）

大ホール1Ｆ入口付近

10：30

「抹茶でおもてなし」してみませんか

大ホール1Ｆホワイエ

10：30

初心者でも楽しめる将棋体験！

大ホール2Ｆ階段付近

10：30

紙コップでタワー！タワー！タワー！

大ホール2Ｆホワイエ

10：30

能楽・謡と仕舞と和楽器にトライ！

13：00まで

10：30

アワビ貝でアクセサリー

先着／50名

10：30

夢の職業の名刺を作ろう！

10：30

自分のロゴマークを作ろう！

10：30

オリジナルシャチハタハンコを作ろう！

4Ｆフロアー
（ワークショップ
ストリート）

先着／30名

先着／午前・午後各50名

予約・定員・期限など

10：30

マジックに挑戦しよう！

11：00

一緒に踊ろうヒップホップ！

11：30

みんなで体験

10：00

岩手芸術祭美術展

10：00

むかしなつかしの遊び体験！

10：00

落書きスタジオ

10：00

オリジナル傘づくり

10：00

みんなのペットボトルキャップアート

10：00

みんなの笑顔写真コンテスト

中ホール受付

13：00

モチーフ彫刻（タイカービング）体験

中ホール舞台

10：00

大画面でのお絵かきプログラミング体験

12：00

特別講演「ブラックホールの撮影成功！って何がすごいの？」

1Ｆグランドホール
（パフォーマンス
ステージ）

入場料300円（高校生以下無料）

先着／50名

イベント名
弦楽器を聴いて弾いてみよう！

レストラン
（キッズ広場）

～色紙に好きな文字を書こう～

※イベント内容・時間は変更の場合があります。

9：55

先着／各回15名

書に親しむ

中ホール受付

時間

展示室（1Ｆ・地下）

10：30

中ホール階段
周辺

会 場

事前予約／高校生以下20名／10/4（金）

1Ｆ喫茶コーナー

レストラン
（キッズ広場）

芸術体験イベント一覧 10月6日（日）2日目

中ホール階段周辺

大ホール舞台

13：00～
15：30

当日受付／子ども30名

ジャグリング！
洋画／彫刻

入場料300円（高校生以下無料）

先着／30名

作品募集／10/6（日）正午
事前予約／中学生以上10名／10/5（土）

先着／200名／午後は13：00から

「紫峰七海のなりきりﾚｯｽﾝ」は
事前予約／中学生以上の
女性20名／9/17（火）必着

子ども芸術発表会
＜特別企画＞ 紫峰七海のなりきりレッスン

作品募集／10/6（日）正午

大ホール1Ｆ階段付近

10：00

オリジナル缶バッジづくり

楽器体験 [管楽器・弦楽器・打楽器]

13：00まで

大ホール2Ｆ階段付近

10：00

紙コップでタワー！タワー！タワー！

歌声喫茶風にナツメロをを歌おう！

事前予約／9/28（土）
11：40まで

大ホール2Ｆホワイエ

10：00

初心者でも楽しめる将棋体験！

10：00

アワビ貝でアクセサリー

10：00

夢の職業の名刺を作ろう！

10：00

自分のロゴマークを作ろう！

10：00

オリジナルシャチハタハンコを作ろう！

10：00

ｻｲｴﾝｽｽｸｰﾙ「宮沢賢治とやさしい天文の科学」

13：00

岩手芸術祭開幕ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙのﾋﾞﾃﾞｵ上映

13：00

岩手芸術祭文芸作品集展示

10：00

障がい者アート展

10：00

一緒に水墨画を描いてみませんか！

4Ｆ第3会議室

10：00

尺八・横笛の体験教室

午後は13：00から

4Ｆ第4会議室

10：00

おことであそぼ！

午後は13：00から

4Ｆ第5会議室

10：00

ギターを弾こう！

午後は13：00から

＆県民歌も歌ってみよう

4Ｆフロアー
（ワークショップ
ストリート）

4Ｆ第1会議室

事前予約／各5回／9/28（土）

10：30/11：30/13：00
14：00/15：00
事前予約／幼稚園から小学生
20名／9/15（日）／ 12：30まで

4Ｆ第2会議室

先着／午前・午後各50名

先着／50名
事前予約／各5回／9/28（土）

10：00/11：00/12：30
14：30/15：30
■1回目10：00 ■2回目10：50

10：30

日本舞踊を楽しく踊ろう！

14：00

岩手芸術祭開幕ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙのﾋﾞﾃﾞｵ上映

14：00

岩手芸術祭文芸作品集展示

4Ｆ第1和室

10：00

初心者向け短歌教室

午後は14：00から

10：30

障がい者アート展

4Ｆ第2和室

10：00

俳句であそぼう！

午後は13：00から

10：30

一緒に水墨画を描いてみませんか！

パフォーマンスステージ

10：00

アナウンス体験

4Ｆ第3会議室

10：30

三味線・胡弓の体験教室

4Ｆ第5会議室

10：30

描いた絵が動き出す プログラミング体験

4Ｆ第1和室

10：30

初心者向け短歌教室

4Ｆ第2和室

10：30

一緒に遊ぼう啄木かるた

パフォーマンスステージ

10：00

アナウンス体験

4Ｆ第1会議室

4Ｆ第2会議室

午後は13：00から

10/24(木)～25(金) 展示室（1Ｆ・地下）

参加予約／小中学生／9/27（金）

日本画体験・版画体験・水墨画体験

入場料300円（高校生以下無料）

先着／200名／午後は13：00から

午後は14：00から

第72回岩手芸術祭
● 開催期間

美術展

会場：岩手県民会館

展示室

■洋画/彫刻 10/5 (土)▶10/8 (火) ■工芸/書道 10/17 (木)▶10/20 (日)
■日本画/版画/水墨画 10/24 (木)▶10/27 (日) ■写真/ﾃﾞｻﾞｲﾝ/ 現代美術

参加予約／小中学生／9/27（金）

事前予約・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

● 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）。

11/ 1 (金)▶11/4 (月・祝)

