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第72回岩手芸術祭

11月

12・1・2月

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等／問合せ先

1日●金 美術展第４期（〜４日　　 ）写真／デザイン／現代美術 10：00〜17：00
（４日は16：00まで） 岩手県民会館／展示室 300円／高校生以下無料

問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

2日●土

演劇 劇団赤い風第82回公演・劇団赤い風旗揚
げ40周年記念公演「奴婢訓」（〜3日●日 ）

2日：14：00〜／18：00〜
3日：14：00〜

いわてアートサポートセンター・
風のスタジオ（盛岡市）

一般：1,800円（前売1,500円）
学生・シニア：1,500円（前売1,200円）
問：090-3755-5158（大森）

文芸祭 随筆大会 14：00〜 北上市市民交流プラザ会議室 無料
問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

協賛事業 奇術の祭典 13：30〜 岩手県民会館／中ホール 450円
問：019-659-3780（鎌田）

3日 舞踊 JAZZダンス公演 18：00〜20：00 岩手県民会館／大ホール
S 席：4,500円（前売4,000円）
A席：4,000円（前売3,500円）
問：019-653-7564（スタジオDANCE ONE）

4日 音楽 声楽部門演奏会 13：30〜15：30 岩手県民会館／中ホール 一般：900円　中学以下：無料
問：019-647-1850（丸岡）

8日●金 巡回美術展（〜10日●日 ） 10：00〜16：00 釜石市民ホール 無料
問：0193-22-8835（釜石市民ホール）

10日●日
伝統芸能 謡と仕舞の会 11：00〜16：30 岩手県民会館／中ホール 無料

問：019-651-3693（佐野）

演芸 岩手民謡まつり 11：00〜16：00 岩手県民会館／大ホール
一般：2,000円（前売1,500円）
高校生以下：無料
問：019-661-4269（三上）

16日●土
巡回美術展（〜17日●日 ） 9：00〜18：00 一戸町コミュニティセンター 無料

問：0195-31-1400（一戸町コミュニティセンター）

音楽 第43回ギター音楽の夕べ 17：30〜20：30 岩手県民会館／中ホール
一般：700円（前売500円）
中学生以下：300円
問：019-623-5898（佐藤）

17日●日
演劇 劇研麦の会第78回定期公演 13：30〜15：00 宮古市民文化会館 無料

問：090-9635-1825（田代）

伝統芸能 邦楽のつどい 13：00〜16：00 岩手県民会館／中ホール 1,000円
問：019-652-0774（室岡）

19日●火 巡回美術展（〜20日●水 ） 9：00〜18：00 軽米中央公民館 無料
問：0195-46-4744（軽米町教育委員会）

23日
巡回美術展（〜24日●日 ） 23日：9：00〜19：00

24日：9：00〜15：00 岩泉町民会館 無料
問：0194-22-2111（岩泉町教育委員会）

音楽 盛岡吹奏楽団第51回定期演奏会 14：00〜16：00 盛岡市民文化ホール／大ホール 1,000円（前売700円）／小学生以下無料
問：090-8789-3569（安倍）

24日●日

演劇 北芸の会創立35周年記念公演「二人爺ィ」 13：30〜15：00 日本現代詩歌文学館講堂（北上市） 一般：1,000円／高校生：500円／中学生以下無料
問：0197-64-5343（田島）

舞踊 日本舞踊公演 11：00〜 岩手県民会館／大ホール 2,500円
問：019-623-2672（若柳）

移動公演 新舞踊公演 13：00〜15：00 国民宿舎サンホテル衣川荘
（奥州市）

無料
問：0197-52-3311（国民宿舎サンホテル衣川荘）

26日●火 巡回美術展（〜28日●木 ） 9：00〜16：00 山田町中央公民館／小ホール 無料
問：0193-82-3111（山田町教育委員会）

29日●金 小・中学校美術展(〜12月１日●日 ） 9：00〜17：00 岩手県民会館／展示室 無料
問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

30日●土 演劇 映像フェスティバル
＊県内から公募した短編映像作品の上映 13：00〜16：00 もりおか町家物語館／浜藤ホール

一般：1,200円（前売1,000円）
大学生以下：600円（前売500円）
問：019-656-8145（菊池）

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等／問合せ先

12月
1日●日

音楽 合唱祭 12：30〜16：30 二戸市民文化会館／大ホール 一般：1,000円（前売800円）
問：019-623-4491（盛岡一高　及川）

音楽 管弦楽フェスティバル2019 14：00〜16：00 岩手県民会館／大ホール 一般：1,000円／高校生以下無料
問：019-662-5628（寺崎）

3日●火 巡回美術展（〜5日●木 ） 3・4日：9：00〜17：00
　5日：9：00〜12：00 宮古市民文化会館 無料

問：0193-63-2511（宮古市民文化会館）

21日●土 移動公演 合唱公演 13：30〜15：00 一戸町コミュニティセンター 500円
問：0195-31-1400（一戸町コミュニティセンター）

1月
　8日●水 巡回小・中学校美術展（〜10日●金 ）

8日：9：00〜18：00
9日：9：00〜18：00

10日：9：00〜15：00
釜石市民ホールTETTO／ギャラリー 無料

問：0193-22-8835（釜石市生涯学習文化スポーツ課）

11日●土 文芸祭 戯曲大会（ワークショップ）
「出会いから、幕が上がるまで」 13：30〜16：30 盛岡劇場タウンホール 500円

問：090-1498-3591（高村）

17日●金
巡回美術展（〜19日●日 ） 10：00〜16：00

久慈市文化会館
無料
問：019-626-1202（県芸術文化協会）

019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）
巡回小・中学校美術展（〜19日●日 ） 10：00〜16：00

19日●日 総合フェスティバルin北三陸 13：00〜

24日●金 巡回小・中学校美術展（〜26日●日 ） 24、25日：9：30〜17：00
26日：9：30〜12：00 宮古市民文化会館 無料

問：0193-65-7526（宮古市文化課）

28日●火 巡回小・中学校美術展（〜29日●水 ） 9：00〜19：00 九戸村公民館 無料
問：0195-42-2111（九戸村公民館）

2月
　2日●日 演劇 二戸演劇協会The雲人公演

「ミュージカル青い鳥」 14：00〜15：40 二戸市民文化会館／大ホール 500円／高校生以下無料
問：080-6049-5525（平）

8日●土 演劇 みやこ市民劇第２回公演「鍬ケ崎エレジー」
（〜９日●日 ）

８日：18：30〜20：30
９日：13：30〜15：30 宮古市民文化会館／大ホール

一般：2,000円（前売1,500円）
高校生以下：1,500円（前売1,000円）
問：0193-63-2511（内竹・大原）

23日●日 演芸 新舞踊発表会 10：30〜15：30 さくらホール（北上市） 一般：2,000円（前売1,500円）
問：0198-23-6192（鈴木）

演劇・伝統芸能・音楽・舞踊・演芸・移動公演・協賛事業

美術展 文芸祭 小・中学校美術展開幕式典・その他

※令和元年８月１日現在の情報です。詳細は各問合せ先にてご確認ください。

土・祝

月・振

日・祝

10月
開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等／問合せ先

5日●土

開幕式典・総合フェスティバル 13：00〜 岩手県民会館／大ホール 詳細は外面参照

芸術体験イベント「キテ ミテ 体験！みんな de アート」
（〜６日●日 ） 10：00〜16：00 岩手県民会館／館内全施設 詳細は外面参照

美術展第１期（〜８日●火 ）　洋画／彫刻 10：00〜17：00
（８日は16：00まで） 岩手県民会館／展示室 300円／高校生以下無料

問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

6日●日 伝統芸能 茶会 9：30〜15：00 河南公民館、もりおか町家物語館／
浜藤ホール、徳清町家（盛岡市）

2,300円（会員券2,000円）
問：019-638-3945（菊谷）

11日●金 伝統芸能 華道展（〜14日　　 ） 10：00〜17：00 岩手県民会館／展示室 300円
問：019-622-0535（高橋）

12日●土 文芸祭 短歌大会 10：00〜15：00頃 盛岡市勤労福祉会館 出詠料1,000円（学生無料）／会費1,000円
問：019-625-5874（赤澤）

13日●日

伝統芸能 吟詠剣詩舞道祭 10：00〜16：00 岩手県民会館／大ホール 無料
問：019-654-6967（岩手吟詠会）

音楽 ソロと室内楽の調べ 14：00〜16：00 岩手県民会館／中ホール 1,000円
問：019-651-4631（県弦楽研究会）

文芸祭 川柳大会 9：30〜16：00 イーストピアみやこ１階会議室 会費2,000円／欠席投句1,000円
問：0193-62-1137（伊藤）

14日 文芸祭 文芸評論大会 13：00〜17：00 岩手大学／農学部一号会議室
（盛岡市）

無料／懇親会1,000円
問：090-2932-2628（牛崎）

17日●木 美術展第２期（〜20日●日 ）　工芸/書道 10：00〜17：00
（20日は16：00まで） 岩手県民会館／展示室 300円／高校生以下無料

問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

19日●土 音楽 ピアノ演奏会 15：00〜20：30 岩手県民会館／中ホール 1,000円
問：019-661-2927（成瀬）

20日●日
音楽 三曲演奏会 13：30〜16：30 岩手県民会館／大ホール 1,000円／中学生以下無料

問：019-662-5806（伊藤）

文芸祭 詩の大会 10：00〜 なはんプラザ会議室１（花巻市） 1,000円
問：019-641-3476（北原）

24日●木 美術展第３期（〜27日●日 ）　日本画/版画/水墨画 10：00〜17：00
（27日は16：00まで） 岩手県民会館／展示室 300円／高校生以下無料

問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

26日●土
文芸祭 児童文学大会 10：30〜15：00 やはぱーく大研修室（矢巾町） 無料

問：019-622-6304（加藤）

文芸祭 俳句大会 10：00〜 盛岡市勤労福祉会館 会費1,500円
問：019-683-3661（工藤）

27日●日 文芸祭 小説大会 13：30〜 岩手県民会館／第４会議室 無料
問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

月・祝

月・祝

月・振

㈱小原建設㈱小原建設
〒020-0011 岩手県盛岡市三ツ割2丁目1-14　TEL.019-661-0110〒020-0011 岩手県盛岡市三ツ割2丁目1-14　TEL.019-661-0110

わがまま叶える木のぬくもりの家わがまま叶える木のぬくもりの家
盛岡で創業して37年新築・リフォーム・家の修理を承る工務店です

注文住宅施工例は
こちら！

注文住宅施工例は
こちら！


