
1 　県民会館事業

　(1)　指定管理事業

利用状況

※コインロッカーは１４０個　（うち、大型コインロッカー４個）

第１ 第２

27年度 325　日 298　日 340　日 340　日 339　日

26年度 297　日 296　日 307　日 307　日 306　日

比較増減 28　日 2　日 33　日 33　日 33　日

27年度 232　日 224　日 183　日 229　日 211　日 348　日 348　日

26年度 220　日 217　日 211　日 191　日 194　日 347　日 347　日

比較増減 12　日 7　日 -28　日 38　日 17　日 1　日 1　日

27年度 71.4% 75.2% 53.8% 67.4% 62.2% 34,324　台

26年度 74.1% 73.3% 68.7% 62.2% 63.4% 29,727　台

比較増減 -2.7% 1.9% -14.9% 5.1% -1.2% 4,597　台

27年度 38,968,390　円 13,671,890　円 1,826,580　円 6,398,430　円 8,779,423　円 20,536,100　円 180,800　円

26年度 43,202,060　円 13,831,646　円 2,066,690　円 5,077,170　円 8,778,495　円 18,321,200　円 190,900　円

比較増減 -4,233,670　円 -159,756　円 -240,110　円 1,321,260　円 928　円 2,214,900　円 -10,100　円
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　(2)　自主事業

ア　参画型・育成型事業

№ 事業名

公演日・場所　8月7日(金)　大ホール
岩手県文化振興事業団創立30周年記念事業
「未来に向かって」～踏み出す一歩を支える文化～
出演：佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラ、竹下景子、
菅窪鹿踊・剣舞(田野畑村) 他

公演日・場所　8月23日(日)　中ホール
平成28年2月21日（日）に行われる「ざ・CLASSIC 2016」の出
場者のオーディション。
今回は19名の参加者があり千葉知美（ピアノ)、村上千秋（ソ
プラノ）、淺沼雅（メゾソプラノ）、の3名と槙田芽（ピア
ノ）山本江梨子（ヴァイオリン）のアンサンブル1組が選ばれ
た。

公演日・場所　9月12日(土)　中ホール　前夜祭
第1部　いわてジャズ大学「JAZZと地域再生」
出演：菊地成孔 三森隆文 吉田瑞彦 斎藤純
第2部　ビッグバンドフェスタ
出演：K－１０BAND/花巻リズムヤンガー/岩手大学くらむぼん
JazzOrchestra/サンドパイパース・オーケストラ/盛岡ジャズ
オールスターズ

公演日・場所　9月13日(日)　大ホール
出演：フォープレイ/日野皓正＆ラリー・カールトンSUPER
BAND　featuring 大西順子、杉本智和、カリーム・リギンズ/
アヴィシャイ・コーエンTRIVENI Special Guest山中千尋/
ポール・グラボウスキー　トリオ/“いわてJAZZ 2015”スペ
シャルバンド

公演日・場所　12月5日(土)　大ホール
出演：山衹神楽（雫石町）　二日町鹿踊（紫波町）　南部ば
やし（遠野市）　飯豊鬼剣舞（北上市）　市野々神楽（一関
市）　救沢念仏剣舞（岩泉町）

3
いわてＪＡＺＺ
2015

入場者数 167名

入場者数　1,415名

4 岩手の大地に舞う

入場者数　1,000名

主な事業の内容

1
岩手県文化振興事
業団創立30周年記
念事業

入場者数　1,047名

2
ざ・CLASSIC 2016
オーディション

入場者数　50名



№ 事業名

公演日・場所　1月9日(土)　大ホール
第一部　初春の調べ
第二部　春の華　ジュニアフェスティバル
第三部　みちのく民謡特撰
出演
唄：二代目井上成美、千葉栄人、中里福次郎、菊池ひろみ、
三上紀子、中田桂敏、吉田やす子、佐野よりこ、山上衛　他
踊り：福田キヌエ、若泉徳志枝、盛岡民踊友の会、北上やよ
い会、岩月福田会ジュニア、おおつち民謡一心会　他
ゲスト：根田幸悦(ピアノ)　髙山仁志(ヴァイオリン)

公演日・場所　1月30日(土)　大ホール
特別出演：埼玉栄高等学校　歌劇「ジャンニ・スキッキ」よ
り 他、秋田市立山王中学校　「レ・ミゼラブル」より 他
出演：盛岡市立北陵中学校、盛岡第三高等学校、花巻北高等
学校

公演日・場所  2月11日(木、祝）　大ホール
指揮：寺崎巌
ソリスト：野田ヒロ子(ソプラノ)、黒木香保里（アルト）、
澤田薫（テノール）、関口直仁（バリトン）
いわてフィルハーモニー・オーケストラ
シベリウス/フィンランディア
ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱付き」

公演日・場所　2月21日(日)　中ホール
出演：森 知英（ピアノ）、戸田智子（オーボエ）　オーディ
ション合格者

公演日・場所　11月1日(日)　九戸村公民館
出演：三上紀子、吉田やす子、北條真由美、山上 衛、工藤溶
子
曲目：南部俵積み唄、津軽じょんがら　他
11月3日(祝・火）
出演：岩手大学くらむぼんJazzOrchestra
曲目：ラプソディーインブルー（九戸中学校吹奏楽部との共
演）、Take Five、In the mood 他

7

〈オーケストラ育
成事業〉
いわてフィルハー
モニー・オーケス
トラ第5回定期演奏
会

入場者数 754名

8 ざ・CLASSIC 2016

入場者数 385名

主な事業の内容

5
岩手の民謡をたず
ねて

入場者数　813名

6
“いわて吹奏楽
祭”2016

入場者数 1,780名

9 事業団プレゼンツ

入場者数 200名



№ 事業名

県民会館のロビーを開放し、県内外のアーティストに発表会
場を提供する事業。

公演日・場所　年7回　ロビー

5月21日（木）岩手大学マンドリンクラブのメンバーによるマ
ンドリン・コンサート

6月12日（金）フラメンコ　エルヒラソル・イ・ラスヒタナス

7月24日（金）オーボエ＆ギター　星野麻記＆千葉幸成デュ
オ・リサイタル

9月4日（金）ジャズ　岩手大学くらむぼんJazzQuartet

10月21日（水）ギター　シンガーソングライター 光（ひか
る）

11月13日（金）混合四重奏　Mix団

曲名：シェリーに口づけ、風になる、彼方の光　他

入場者数 100名

曲目：タンギージョス、アレグリアス、ガロティン　他

入場者数　70名

曲目:希空、SAMBOSSA、Brejeiro　他

入場者数　70名
10 ロビーコンサート

主な事業の内容

8月6日（木）弦楽　N響メンバーとその仲間達

曲目:モーツアルト/弦楽四重奏第11番変ホ長調Ｋ．171より　他

入場者数 130名

曲目:Autumn Leaves, Moon River　他

入場者数　70名

曲目:オランダ島から、強がらないで、励ましの言葉　他

入場者数　60名

曲目:　ミッキーマウス・マーチ、ヘイ・ジュード　他

入場者数　80名



№ 事業名

舞台の仕組みや裏方スタッフの仕事を県民に広く伝える見
学・体験会。小学生から高齢者まで、団体で申し込んでもら
い舞台裏を体験する事業。

公演日・場所　　大・中ホール

8月12日(水)～21日(金)

12月14日(月)～22日(火)

参加者数 　5名

1月21日（木）県内公文協業務委員会

参加者数  15名

12
あなたもピアニス
ト

スタインウェイピアノの一般開放

公演日・場所　通年　中ホール

参加者数　45名

参加者数  55名

11
バックステージ
ツアー

6月8日（月）岩手大学教育学部

参加者数　13名

7月30日（木）加賀野1丁目子供会

参加者数　25名

10月13日（火）城西中学校

主な事業の内容



№ 事業名

芸術鑑賞の機会が少なくなった被災地と連携し、県民会館で
開催する自主事業公演の一部を、被災地で同時開催を行う。

公演日・場所　8月8日(土)　大槌町　吉祥寺

出演：佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラ　他

公演日・場所　8月25日(火)　釜石市　宝樹寺

出演：大野和士　新垣由希子(ソプラノ)　小林由佳(メゾソプ
ラノ)狩野賢一(バスバリトン)　　他

出演：ポール・グラボウスキー・トリオ

公演日・場所　9月9日(水)　野田村　野田小学校

公演日・場所　9月10日(木)　久慈市　三崎中学校

公演日・場所　3月10日(木)　一関文化センター　大ホール

出演：早池峰(大償)神楽　小山実稚恵（ピアノ）

公演日・場所　3月11日(金)　釜石市　双葉小学校

出演：小山実稚恵（ピアノ）

公演日・場所　3月12日(土)　陸前高田市コミュニティホール

出演：早池峰(岳)神楽　小山実稚恵（ピアノ）

主な事業の内容

13 震災復興関連事業

東北“こころのビタミン”プロジェクト

入場者数 200名

大野和士のこころふれあいコンサート2015

入場者数 110名

オーストラリア大使館連携震災復興支援事業

入場者数 150名

入場者数　50名

震災復興祈念「未来へ向かって」　～鎮魂の舞と希望の調べ～

入場者数600名

入場者数360名

入場者数300名

計 事業数13　　公演数　30　　入場者・参加者数　10,119名



イ　コンサート・サロン事業

№ 事業名

ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル　　ピアノ：ステファ
ン・シュトロイスニック

公演日・場所　11月9日(月)　中ホール

主な事業の内容

14

第193回
舘野 泉
ピアノ・リサイタ
ル

ピアノ：舘野　泉

公演日・場所　5月22日(金)　中ホール

曲目：バッハ（ブラームス）/シャコンヌ
　    吉松隆/遊びをせんとや・海鳴り　他

入場者数 479名

15

第194回
森 麻季
ソプラノ・リサイ
タル

ソプラノ：森　麻季　　ピアノ：山岸 茂人

公演日・場所　8月28日(金)　中ホール

曲目：バッハ＝グノー/アヴェマリア
　　　菅野よう子/花は咲く　他

入場者数 550名

16

第195回
ライナー・キュッ
ヒル
ヴァイオリン・リ
サイタル

曲目：クライスラー/愛の悲しみ、愛の喜び、美しきロスマリン
　　　　J．S．バッハ/シャコンヌ　他

入場者数 450名

計 事業数　1　公演数　3　入場者数1,479名



ウ　鑑賞型事業

№ 事業名

公演日・場所　7月14日(火)昼・夜2回公演　大ホール
全国公文協連携事業「松竹大歌舞伎」
出演：中村橋之助　他
演目：河内山、藤娘、芝翫奴

公演日・場所　10月6日(火)　大ホール
読売日本交響楽団　指揮：下野竜也
　　　　　　　　　ソリスト：小山実稚恵（ピアノ）
曲目：ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番
　　　 ベートーヴェン/交響曲第6番　田園

公演日・場所　10月30日(金)　大ホール
佐渡裕（指揮）　シエナ・ウインド・オーケストラ
曲目：レスピーギ/「ローマ三部作」　他

公演日・場所　11月21日(土)　盛岡市民文化ホール　大ホー
ル
「宝生流 能」公演
演目：巻絹（能）、悪太郎（狂言）、放下僧（能）
出演：宝生和英、山本東次郎、東川光夫　他

公演日・場所　11月26日(木)　大ホール
第一部　開会行事
第二部　郷土芸能「菅窪鹿踊」　田野畑小学校
第三部　講演　「未来に生きる子どもたちのために」
　　　　講師：独立行政法人日本学術振興会 安西祐一郎氏
第四部　「イーハトーヴ交響曲」
　　　　出演：冨田 勲　初音ミク　他
　　　　演奏：いわてフィルハーモニー　指揮：寺崎 巌
　　　　合唱指導：太田代 将孝

公演日・場所　12月10日(木)　大ホール
キューブ　芝居　「ブロッケンの妖怪」　竹生企画
出演：竹中直人、生瀬勝久、佐々木希、高橋惠子　他

18 読売日本交響楽団

入場者数 1,333名

19
佐渡裕指揮
シエナ・ウイン
ド・オーケストラ

入場者数 1,901名

主な事業の内容

17 松竹大歌舞伎

入場者数　　昼の部　1,596名

　　夜の部　1,300名

22
舞台「ブロッケン
の妖怪」

入場者数  1,802名

20 宝生流　能　公演

入場者数 746名

21
「いわて教育の
日」のつどい

入場者数  1,600名



№ 事業名

公演日・場所　12月12日(土)昼・夜2回公演　大ホール
フジテレビ制作　芝居「かたき同志」
出演：藤山直美、三田佳子、小林綾子、金子貴俊　他

公演日・場所　1月23日(土)　大ホール
出演：ショパン・コンクール入賞者　チョ・ソンジン、シャ
ルル・リシャール・アムラン、ケイト・リゥ、エリック・
ルー、イーケ・（トニー）・ヤン、ドミトリー・シシキン
指揮＆音楽監督：ヤツェク・カスプシェク
管弦楽：ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

公演日・場所　3月24日(木)昼・夜2回公演　大ホール
宝塚歌劇団 月組　盛岡公演
ミュージカル・プレイ　激情　－ホセとカルメン－
ファナティック・ショー　アパショナード!!Ⅲ
出演：珠城りょう、愛希れいか　他

23
舞台「かたき同

志」

入場者数　　昼の部　1,662名

　　夜の部　1,564名

主な事業の内容

計 事業数　9　公演数　12　入場者数 18,228名

合　　計 事業数  23　公演数　45　入場者数 29,826名

24

第17回ショパン国
際ピアノコンクー
ル2015入賞者ガ
ラ・コンサート

入場者数  1,296名

25 宝塚歌劇団

入場者数　　昼の部　1,864名

　　夜の部　1,564名


