
開催日 行 事 時 間 会 場 入場料・参加料等、お問い合わせ先

３日㊏

開幕式典・総合フェスティバル 13:00～（予定） 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（～４日㊐） 10:00～16:00
岩手県民会館、
肴町アーケード、
プラザおでって広場

詳細は外面参照

美術展第１期（～６日㊋）
写真/デザイン/現代美術

10:00～17:00
（６日は16:00まで）

岩手県民会館
展示室

300円（入場券４期共通）／高校生以下無料
☎019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

10日㊏
文芸祭 短歌大会 10:00～15:00 盛岡市勤労福祉会館 出詠料1,000円（学生無料）／会費1,000円

☎019-625-5874（赤澤）

伝統芸能 華道展（～11日㊐） 10:00～16:00 岩手県民会館
展示室

300円／高校生以下無料
☎019-647-3572（小原）

11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

無料／懇親会1,000円
☎090-2932-2628（牛崎）

15日㊍ 美術展第２期（～18日㊐）
洋画/彫刻

10:00～17:00
（18日は16:00まで）

岩手県民会館
展示室

300円（入場券４期共通）／高校生以下無料
☎019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

17日㊏ 文芸祭 俳句大会 10:00～16:00 盛岡市勤労福祉会館 1,500円
☎019-672-3835（四日市）

18日㊐
文芸祭 小説大会 13:30～15:00 岩手県民会館

第２会議室
無料
☎019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

舞踊 創立30周年雫石ダンススタジオ
モダンダンス公演 14:00～16:00 岩手県民会館

大ホール
3,000円（前売2,500円）
☎019-692-2043（久慈）

22日㊍ 美術展第３期（～25日㊐）
工芸/書道

10:00～17:00
（25日は16:00まで）

岩手県民会館
展示室

300円（入場券４期共通）／高校生以下無料
☎019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

24日㊏
音楽 ピアノ演奏会 15:00～20:00 岩手県民会館

中ホール
1,000円
☎019-661-2927（成瀬）

文芸祭 川柳大会 9:30～15:00 アイーナ（盛岡市）
501号室

2,000円（記念品・昼食・発表誌）
☎0193-62-1137（伊藤）

25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
☎019-662-5806（伊藤）

文芸祭 児童文学大会 13:30～15:30 やはぱーく（矢巾町）
大研修室

無料
☎019-622-6304（加藤）

29日㊍ 美術展第４期（～11月１日㊐） 
日本画/版画/水墨画

10:00～17:00
（11月1日は16:00まで）

岩手県民会館
展示室

300円（入場券４期共通）／高校生以下無料
☎019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

開催日 行 事 時 間 会 場 入場料・参加料等、お問い合わせ先

12月
１日㊋ 巡回美術展（～３日㊍） 山田町 9:00～16:00 山田町中央公民館 無料

☎0193-82-3111（山田町教育委員会生涯学習課）

４日㊎ 小･中学校美術展（～６日㊐） 9:00～17:00
（6日は16:00まで）

岩手県民会館
展示室

無料
☎019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

５日㊏ 移動公演 弦楽公演 13:30～15:00 一戸町コミュニティ
センター

300円（災害義援金チャリティー）
☎0195-31-1400（いちのへ文化・芸術NPO）

６日㊐ 音楽 合唱祭 12:30～16:30 岩手県民会館
大ホール

1,000円（前売800円）／高校生以下700円（前売500円）
☎019-623-4491（及川）

12日㊏ 巡回美術展（～13日㊐） 花巻市 10:00～16:00 石鳥谷生涯学習会館 無料
☎0198-41-3588（花巻市生涯学習課）

16日㊌ 巡回美術展（～17日㊍） 宮古市 9:00～17:00 宮古市民文化会館 無料
☎0193-63-2511（宮古市民文化会館）

27日㊐ 演劇 二戸演劇協会The雲人公演 14:00～16:00 二戸市民文化会館
大ホール

500円／中学生以下無料
☎080-6049-5525（平）

１月
16日㊏ 文芸祭 戯曲大会「戯曲と演劇に関

わるワークショップ」 13:30～16:30 盛岡劇場
タウンホール

500円
☎090-1498-3591（高村）

22日㊎ 巡回美術展（～24日㊐） 一関市 10:00～16:00
一関文化センター

無料
☎019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）
☎019-626-1202（岩手県芸術文化協会）24日㊐ 総合フェスティバル in 一関・平泉 13:00～

30日㊏ 巡回小･中学校美術展（～31日㊐） 宮古市 9:30～17:00 宮古市民文化会館
展示室

無料
☎0193-65-7526（宮古市教育委員会文化課）

２月
10日㊌ 巡回小･中学校美術展（～11日㊍㊗） 九戸村 9:00～19:00 九戸村公民館 無料

☎0195-42-2111（九戸村教育委員会）

２月中旬 演劇 劇団もしょこむ釜石公演
「黒猫を見たらさようなら」未定 未定（釜石市内） 500円／高校生以下無料

☎090-7078-5543（小笠原）

20日㊏ 巡回小･中学校美術展（～21日㊐） 久慈市 9:00～18:00 久慈市文化会館 無料
☎0194-52-2700（久慈市教育委員会）

28日㊐ 演劇 第22回一関藤沢市民劇場 14:00～16:00 縄文ホール（一関市）
1,500円（前売1,000円）
中・高校生700円（前売500円）／小学生以下無料
☎0191-63-5516（一関藤沢市民劇場実行委員会）

開催日 行 事 時 間 会 場 入場料・参加料等、お問い合わせ先

１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
☎019-604-1187（佐藤）

演芸 岩手民謡まつり 11:00～15:30 岩手県民会館
大ホール

2,000円（前売1,500円）／高校生以下無料
☎019-661-4269（三上）

７日㊏
文芸祭 随筆大会 13:30～15:00 岩手県民会館

第１会議室
無料
☎019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

音楽 第44回ギター音楽の夕べ 17:45～20:30 岩手県民会館
中ホール

700円（前売500円）／中学生以下300円
☎019-623-5898（佐藤）

８日㊐ 演劇 映像フェスティバル
※県内で撮影された映画の上映

11:00～13:00
14:00～16:30

もりおか町家物語館
浜藤ホール

1,200円（前売1,000円）／大学生以下1,000円（前売800円）
☎019-656-8145（菊池）

11日㊌ 巡回美術展（～15日㊐） 奥州市 9:00～17:00 奥州市文化会館 無料
☎0197-22-6622（奥州市文化会館）

14日㊏ 演劇 ぶどう座公演
日51～（」年01の座うどぶ「 ㊐）未定

劇団ぶどう座稽古場
（西和賀町）

1,000円／学生無料
☎0197-82-2401（菊池）

17日㊋ 巡回美術展（～19日㊍） 一戸町 9:00～19:00 一戸町コミュニティ
センター

無料
☎0195-31-1400（いちのへ文化･芸術NPO）

21日㊏ 巡回美術展（～22日㊐） 岩泉町 9:00～19:00 岩泉町民会館 無料
☎0194-22-2111（岩泉町教育委員会）

23日㊊㊗ 音楽 盛岡吹奏楽団
第52回定期演奏会 未定 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
☎090-8789-3569（安倍）

27日㊎ 演劇 ボーイズドレッシング公演
日92～（」団奇町ノ底「50# ㊐）

27日19:30～21:10
28日①14:00～15:40

②18:30～20:10
29日14:00～15:40

風のスタジオ（盛岡市）
2,000円（前売1,500円）
22歳以下及び学生1,500円（前売1,000円）
☎090-9745-5123（中村）

28日㊏
巡回美術展（～29日㊐） 久慈市 9:00～17:00 久慈市文化会館 無料

☎0194-52-2700（久慈市教育委員会文化課）

音楽 管弦楽フェスティバル2020 14:00～16:00 田園ホール（矢巾町） 1,000円／高校生以下無料☎019-662-5628（寺崎）

29日㊐
文芸祭 詩の大会 10:00～17:00 なはんプラザ（花巻市）

会議室１
1,000円

移動公演 新舞踊公演 12:30～15:00 サンホテル衣川荘 無料
☎0197-34-2360（奥州市衣川総合支所）

●ご来場前には、検温の実施をお願いします。
●37.5度以上の発熱、または咳・咽頭痛などの症状がある場合、及び新型コロナウイルスに感染が疑われるような同
居家族や身近な知人がいる場合等は、ご来場をお控えくださいますようお願いします。
●万が一、来場者等から感染者が発生した際に備え、各会場で氏名及び緊急連絡先等のご記入をお願いします。これら
は最低３週間保管することとし、保健所等の公的機関から提供を求められた場合のみ利用し、所定の期間経過後は廃
棄いたします。
●ご来場の際は、マスクの着用及び手指消毒のご協力をお願いします。
●感染症の拡大状況などにより、変更や中止となる場合がございます。
最新情報をご確認のうえ、ご来場くださいますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記のご理解とご協力をお願いいたします

第73回岩手芸術祭実行委員会事務局
☎019-654-2235（岩手県文化振興事業団総務部内）
Mail:geijyutsu73@iwate-bunshin.jp
URL:http://www.iwate-bunshin.jp/artfes/

新型コロナウイルス感染症の影響により、例年開催している下記公演は中止となりました。
〇『邦楽のつどい』　〇『茶会』　〇『吟詠剣詩舞道祭』　〇『声楽部門演奏会』　〇『ソロと室内楽の調べ』
〇『日本舞踊公演』　〇『新舞踊発表会』　〇『奇術の祭典』

※令和２年８月18日現在の情報です。

中止

中止

中止

中止

上田公民館

無料


