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開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等

4日 土
開幕式典・開幕フェスティバル 13：00～ 岩手県民会館／大ホール 無料

美術展第１期　（～7日火）
　工芸／書道

10：00～17：00
（7日は16：00まで） 岩手県民会館／展示室 300円

高校生以下無料

5日 日
伝統芸能 茶会 9：30～15：30 盛岡市中央公民館 2,300円（会員券2,000円）

弦楽 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

10日 金 美術展第２期　（～13日月・祝）
　日本画／版画／水墨画

10：00～17：00
（13日は16：00まで） 岩手県民会館／展示室 300円

高校生以下無料

11日 土 文芸祭
短歌大会 10：00～15：00頃 盛岡市勤労福祉会館 会費1,000円（昼食代含む）

※出詠は事前申込（1,000円）

俳句大会 10：00～ 岩手県公会堂（盛岡市） 会費2,000円

12日 日

音楽 三曲演奏会 13：30～16：40 岩手県民会館／大ホール 1,000円

文芸祭 文芸評論大会 13：00～17：00 岩手大学図書館内　
生涯学習多目的学習室

無料
懇親会1,000円

文芸祭 川柳大会 9：30～ アイーナ501号室（盛岡市）
2,000円（昼食・発表誌含む）
※投句は事前（1,000円）
懇親会3,000円（希望者）

16日 木 美術展第３期　（～19日日）
　写真／デザイン／現代美術

10：00～17：00
（19日は16：00まで） 岩手県民会館／展示室 300円

高校生以下無料

18日 土 音楽 ピアノコンクール＆演奏会
　ジュニアの部／一般の部

ジュニアの部　15：00～
一般の部　17：00～

（予定）
岩手県民会館／中ホール 1,000円

19日 日
伝統芸能 吟詠剣詩舞道祭 10：00～15：55 岩手県民会館／大ホール 無料

文芸祭 詩の大会 10：00～15：00 なはんプラザ（花巻市） 1,000円
※投稿は事前申込（1,000円）

25日 土 文芸祭 随筆大会 13：00～15：00 岩手県公会堂（盛岡市） 無料

26日 日

映像 映像フェスティバル 13：00～ もりおか町家物語館 無料

演芸 新舞踊発表会 10：30～16：00 リアスホール（大船渡市） 1,800円（前売1,500円）

文芸祭 小説大会 14：00～16：00 岩手県公会堂（盛岡市） 無料

31日 金 美術展第４期　（～11/3日月・祝）
　洋画／彫刻

10：00～17：00
（3日は16：00まで） 岩手県民会館／展示室 300円

高校生以下無料

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等

1日 土 演劇 現代時報プロデュース5th
【ワールドツアー】　（～3日 月・祝 ）

1日 14:00～/19:00～
2日 14:00～/19:00～
3日 14:00～

盛岡劇場／タウンホール 一般：1,200円（前売1,000円）
高校生以下：800円

2日 日
演劇 劇団我夢【ふりこめⅡ】 14：00～15：40 Zホール／中ホール（奥州市） 無料

舞踊 モダンダンス公演 16：00～17：30 岩手県民会館／大ホール 3,000円（前売2,500円）

3日 月・祝 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

7日 金 伝統芸能 華道展（前期：7･8日/後期：9･10日） 10：00～17：00 岩手県民会館／展示室 300円

8日 土 音楽 声楽部門演奏会 14：00～16：00 岩手県民会館／中ホール 一般：900円
高校生以下無料

9日 日

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

演芸 岩手民謡まつり 11：00～15：30 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

文芸祭 児童文学大会 13：00～ 宮古市立図書館 無料

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等

16日 日
舞踊 日本舞踊公演 11：00～16：00 岩手県民会館／大ホール 2,500円

演劇 北芸の会
【懐かしき人 〈々わがムラ・わがマチ〉】 13：30～15：30 さくらホール（北上市） 一般：1,000円

高校生：500円

18日 火 巡回美術展（～20日木） 9：00～19：00
（20日は12：00まで） 一戸町コミュニティセンター 無料

22日 土
巡回美術展（～24日 月・祝 ） 9：00～20：00

（24日は15：00まで） 岩泉町民会館 無料

音楽 ギター音楽の夕べ 17：30～21：00 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

23日 日 文芸祭 戯曲大会 13：30～ 盛岡劇場／タウンホール 500円

24日 月・祝

演劇 劇研麦の会【姉（あんね）が泣いた】 13：30～14：30 そけい幼稚園2階ホール（宮古市） 無料

音楽 吹奏楽演奏会 14：00～16：20 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

27日 木 巡回美術展（～30日日） 9：00～17：00 Zホール（奥州市） 無料

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等

2日 火 巡回美術展（～4日木） 9：00～17：00
(4日は12：00まで）

山田町中央公民館／小ホール・
視聴覚室 無料

6日 土 巡回美術展（～7日日） 9：00～17：00 アンバーホール（久慈市） 無料

7日 日 音楽 合唱祭 12：30～16：30 岩手県民会館／大ホール 一般：1,000円（前売800円）
高校生以下：700円（前売500円）

9日 火 巡回美術展（～11日木） 9：00～17：00
(11日は12：00まで） 宮古市立図書館／２階図書展示室 無料

12日 金 小・中学校美術展(～14日日） 9：00～17：00 岩手県民会館／展示室 無料

13日 土 巡回美術展（～14日日） 10：00～17：00 一関文化センター／展示室・小ホール 無料

14日 日 移動公演 新舞踊 13：00～15：00 サンホテル衣川荘（奥州市） 無料

20日 土
移動公演 合唱 13：30～15：00 一戸町コミュニティセンター 無料

巡回小・中学校美術展(～21日日） 9：00～17：00 アンバーホール（久慈市） 無料

21日 日 演劇 二戸演劇協会The雲人ミュージカル
【オズの魔法つかい】 14：00～ 二戸市民文化会館／大ホール 一般：500円

中学生以下無料

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等

13日 火 巡回小・中学校美術展（～14日水） 9：00～17：00（13日）
9：00～12：00（14日） 九戸村公民館 無料

16日 金 巡回小・中学校美術展（～18日日） 13：00～19：00（16日）
9：00～17：00（17・18日） 宮古市民文化会館展示室 無料

24日 土 巡回小・中学校美術展（～26日月） 9：00～17：00 カメリアホール（大船渡市） 無料

31日 土 巡回小・中学校美術展（～2/1日） 9：00～19：00 シープラザ釜石 無料

※平成26年8月1日現在の情報です。都合により、時間等が変更になる場合がありますのでご了承ください。


