
総合インフォメーション総合インフォメーション総合インフォメーション総合インフォメーション第71回岩手芸術祭

◆開催日時 / 平成30年10月６日㈯～10月７日㈰
◆開催内容 /

◆会場 / 岩手県民会館 館内全施設

◆主催 / 岩手県 ◆問い合わせ先 / 岩手県芸術文化協会　TEL019-626-1202

第2回芸術体験イベント
 ■（６～７日）48種類の芸術体験イベント(楽器、ダンス、茶道、華道、能楽、民謡、合唱、写真、盛岡芸
妓、ギター、箏、書道、デザイン、工芸、水墨画、短歌など)　■（７日）伝統文化子ども芸術発表会（県内の伝統文化
継承団体の発表）■（６～７日）特別イベント（ペットボトルキャップアート/ユーモア写真コンテスト/たぐさんとお絵かき
体験等）■特別展示 障がい者アート展　■スタンプラリー ３つの体験イベント参加者に景品プレゼント 各日先着500名

10月

11月

12月

1・2月

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等／問合せ先

5日●金 伝統芸能 華道展（〜8日       ） 10：00〜17：00 岩手県民会館／展示室 300円
問：080-5551-5734（大村）

6日●土
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

第２回芸術体験イベント（〜７日●日 ） 10：00〜16：00 岩手県民会館／館内全施設 詳細は下記参照

7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、徳清町屋

2,300円　（前売2,000円）
問：019-622-3365（武田）
　  019-622-8152（平野）

8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）

11日●木 美術展第１期　（〜14日●日 ）【工芸／書道】 10：00〜17：00
（14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）

13日●土 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／会費1,000円
問：019-625-5874（赤澤）

14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（岩手吟詠会事務局）

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：019-624-5665（増田）

18日●木 美術展第２期　（〜21日●日 ）【日本画／版画／水墨画】 10：00〜17：00
（21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)

20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）

演劇 二戸市民文士劇【九戸城と女たち】
（〜21日●日 ）

20日：18：00〜21：00
21日：13：00〜16：00 二戸市民文化会館／大ホール

一般：1,900円（前売1,500円）
中高生：1,000円
小学生以下無料
問：0195-37-2116（五日市）

文芸祭 俳句大会 10：00〜 盛岡市勤労福祉会館 会費1,500円
問：019-688-2046（佐々木）

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

文芸祭 随筆大会 13：30〜 岩手県民会館／会議室 無料
問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）

21日●日

音楽 三曲演奏会 13：30〜16：00 岩手県民会館／大ホール
高校生以上：2,000円
問：019-662-5806（伊藤）
　 019-662-2273（立野）

演芸 新舞踊発表会 10：30〜15：30 花巻市文化会館／大ホール 一般：2,000円（前売1,500円）
問：0198-23-6192（鈴木）

文芸祭 川柳大会 9：30〜 アイーナ803号室（盛岡市） 2,500円（記念品・昼食・発表誌）
問：0193-62-1137（伊藤）

25日●木 美術展第３期（〜28日●日 ）【写真／デザイン／現代美術】 10：00〜17：00
（28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）

28日●日

舞踊 現代舞踊公演 16：00〜18：00 岩手県民会館／大ホール 3,000円（前売2,500円）
問：090-8783-6359（藤井）

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

文芸祭 児童文学大会 10：30〜15：00 岩手県民会館／会議室 無料
問：019-622-6304（加藤）

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等／問合せ先

1日●木 美術展第４期　（〜4日●日 ）【洋画／彫刻】 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）

3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　中学生以下：無料
問：019-647-1850（丸岡）

4日●日
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）

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）

11日●日

演劇 映像フェスティバル 14：00〜15：30 もりおか町家物語館／浜藤ホール
一般：1,200円（前売1,000円）
学生：600円（前売500円）
問：019-604-9020（岩手県演劇協会事務局）

舞踊 日本舞踊公演 10：00〜20：30 岩手県民会館／大ホール 3,000円
問：090-3369-4119（若柳）

協賛事業 第49回奇術の祭典 13：30〜 岩手県民会館／中ホール 450円
問：019-659-3780（鎌田）

13日●火 巡回美術展（〜15日●木 ） 9：00〜19：00 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ーセンター）

17日●土 音楽 第42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）

18日●日 伝統芸能 邦楽のつどい 13：00〜17：00 岩手県民会館／中ホール 1,000円
問：019-652-0774（室岡）

21日●水 巡回美術展（〜25日●日 ） 9：00〜17：00 奥州市文化会館 無料
問：0197-22-6622（奥州市文化会館）

23日 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
問：090-8789-3569（安倍）

25日●日
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：0197-52-3111（衣川芸術文化協会事務局）

演劇 劇団我夢第49回公演「パニック　バンク」 14：00〜15：40 奥州市文化会館／中ホール 無料
問：0197-22-8240（菊池）

27日●火 巡回美術展（〜29日●木 ） 9：00〜16：00 山田町中央公民館 無料
問：0193-82-3111（山田町中央公民館）

30日●金 小・中学校美術展(〜12月2日●日 ） 9：00〜17：00
（12/2は16:00まで） 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）

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等／問合せ先

1日●土 巡回美術展（〜2日●日 ） 9：00〜17：00 久慈市文化会館 無料
問：0194-52-2700（久慈市文化会館）

2日●日
音楽 合唱祭 12：30〜17：00 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）
問：090-5836-3991（及川）

音楽 管弦楽フェスティバル2018 14：00〜16：00 宮古市民文化会館／大ホール 1,000円（高校生以下無料）
問：019-662-5628（寺崎）

4日●火 巡回美術展（〜6日●木 ） 9：00〜18：00
（6日は14：00まで） 釜石市民ホール 無料

問：0193-22-8835（釜石市民ホール）

8日●土 巡回美術展
＆移動公演
in 岩泉

巡回美術展（〜９日●日 ） 10：00〜16：00
岩泉町民会館 無料

問：019-654-2235（岩手芸術祭実行委員会）9日●日 民謡公演 13：00〜15：00

9日●日 移動公演 新舞踊公演 13：30〜15：00 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ーセンター）

23日●日 演劇 二戸演劇協会the・雲人第37回公演
【あらしのよるに】 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）

問：080-6049-5525（平）

開催日 行　　　　　事 時　間 会　　場 入場料・参加料等／問合せ先
 1月
    9日●水 巡回小・中学校美術展（〜10日●木 ） 9：00〜17：00 宮古市民文化会館 無料

問：0193-63-2511（宮古市民文化会館）

14日 文芸祭 戯曲大会 14：00〜 盛岡劇場／タウンホール 500円
問：090-1498-3591（高村）

18日●金 総合 フ ェ ス
ティバル
in 宮古・下閉伊

巡回美術展（〜20日●日 ） 10：00〜16：00
宮古市民文化会館

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）20日●日 総合フェスティバル 13：00〜

25日●金 巡回小・中学校美術展（〜27日●日 ）
1月25日　13：00〜18：00
1月26日　 9：00〜18：00
1月27日　 9：00〜15：00

釜石市民ホール／ギャラリー 無料
問：0193-22-8835（釜石市民ホール）

2月
    9日●土 演劇 劇団しばいぬ第10回公演【人生ゲーム】

（〜10日●日 ）
9日：①14：00〜16：00

        ②19：00〜21：00
10日：③14：00〜16：00

盛岡劇場／タウンホール　
一般：1,200円（前売1,000円）
学生：800円（前売500円）
初割：500円
問：080-6024-4388（田原）

16日●土 巡回小・中学校美術展（〜17日●日 ） 9：00〜18：00 久慈市文化会館 無料
問：0194-52-2700（久慈市民文化会館）

24日●日
巡回小・中学校美術展（〜25日●月 ） 9：00〜17：00 九戸村公民館 無料

問：0195-42-2111（九戸村公民館）

演劇 劇団もしょこむ　釜石公演 未定 釜石市民ホール／ホールB
一般：500円
高校生以下無料
問：090-7331-9561（小笠原）

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

※平成30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。

月・祝

土・祝

金・祝

月・祝

月・祝


