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アーツライブいわて



私たちは東日本大震災で、一度停止してしまった文化
芸術活動が再び本来の姿を取り戻すことが如何に至
難なことか、身をもって経験してきました。大震災から
10年近く経って、やっと被災地の文化芸術活動が軌道
に乗り始めたときの突然のコロナ禍です。
「この非常時に、文化芸術なんて」という言葉は、あの
震災の時も、今回のコロナ禍でも同じように襲ってき
ます。そのたびに身をすくめ「今は我慢、我慢」と表現
への熱い思いを心の内に閉じ込めてしまっている人も
少なくありません。また、これをきっかけに活動を停止
し、解散や長期休業を余儀なくされる団体も見受けら
れます。
「アーツライブいわて」は、地域の財産としての文化芸
術をコロナ禍にも負けないしたたかな表現活動として
持続できるように工夫し展開するものです。
事業の成否には、表現者と観客となる岩手県民の皆さ
んのご協力も不可欠です。共に文化芸術豊かな岩手の
風土を守り育みましょう。

地域制作主体
特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター

理事長  坂田裕一

アーツライブいわて実行委員会

会長  吉野英岐
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アーツライブいわて実行委員会を代表して、ご挨拶を
申し上げます。このたび、文化庁のご支援により、パ
フォーミング・アーツを中心にさまざまな分野の活動を
ライブおよびオンライン配信でお届けする「アーツライ
ブいわて」が始まります。岩手県内各地の地域特性を
生かしながら、斬新なアイデアによる活動や地域で親
しまれてきた活動の機会を確保するとともに、新しい
試みとしてその一部をオンラインで配信するプロジェク
トです。会場では感染症対策を十分に行ったうえで、
これまで見られなかった作品の上演もあります。また、
これまで会場に足を運べなかった方々にも地域発の作
品を鑑賞できる機会が増えます。この機会に新しく、そ
して懐かしい作品群との出会いを多くの方々に楽しん
でいただき、「ライブ」のある生活が実感できるように
なることを期待しています。
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［開催エリア］

1  盛岡市
2  久慈市
3  二戸市
4  北上市
5  遠野市
6  奥州市
7  西和賀町
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 街なかアーツライブ
頑張れ、盛岡芸妓A

城下町もりおかの華やかな伝統文化を今に伝える盛岡
芸妓。全国的にも評価の高いその唄と踊りを、お座敷
遊びや盛岡言葉のゲストトークを交えて紹介する。ゆか
りの常磐津「花舞台千代顔見（はなぶたいちよのかお
みせ）」も披露。コロナ禍で出番を失った盛岡芸妓の芸
を、見て、聞いて、応援しましょう！

10月21日（水） 開場13：10  開演13：30
12月19日（土） 開場13：10  開演13：30
【10月21日】プラザおでって おでってホール（盛岡市中ノ橋
通1-1-10／盛岡駅から徒歩20分 有料P有） 
【12月19日】もりおか町家物語館 浜藤ホール（盛岡市鉈屋
町10-8／盛岡駅から徒歩30分 P有）
1,000円    
プラザおでって／もりおか町家物語館
盛岡芸妓7名総揚げ  司会：畑中美耶子、
盛岡芸妓の歴史解説：坂田裕一、特別ゲスト：中谷眞也

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、  
アーツライブいわて実行委員会、NPO法人いわてアートサポ
ートセンター  ［共催］ 盛岡市、（公財）盛岡観光コンベンショ
ン協会、盛岡芸妓後援会
［問合せ先］ NPO法人いわてアートサポートセンター
Tel : 019-656-8145  Mail : caravan@iwate-arts.jp

日 時

場 所

入場料
プレイガイド
出演者など
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街なかアーツライブ朗読劇
あの日から ～「加奈子」～B

帰りたい、故郷へ。どんなに姿が変わっていても、明日をあきらめない人がい
る。故郷を取り戻したい人がいる…震災への鎮魂を込めた岩手の作家による短
編小説集「あの日から」に収録された「加奈子」（作・平谷美樹）。アナウンサーと
県内各地から集まった俳優たちによる朗読劇。劇中歌と効果音楽は宮古在住の
作曲家「ハル」が書き下ろす。

11月7日（土） 開場13：10  開演13：30
いわてアートサポートセンター 風のスタジオ
（盛岡市肴町4-20 永卯ビル3階／バス：盛岡駅東口より約20分
「盛岡バスセンター」下車、徒歩2分 駐車場無）
予約・前売：1,000円（当日1,200円）／チケット発売日：10月12日（月）
風のスタジオ／プラザおでって／もりおか町家物語館
作：平谷美樹  出演者：江幡平三郎（IBC）、長谷川拳杜（IBC）、山井真帆、
小笠原景子、久保綾愛

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行委員会、
NPO法人いわてアートサポートセンター  ［共催］ 盛岡市
［問合せ先］ NPO法人いわてアートサポートセンター  Tel : 019-656-8145  Mail : caravan@iwate-arts.jp

日 時
場 所

入場料
プレイガイド
出演者など

 街なかアーツライブ
もりおか版文士朗読劇C

岩手の豊富な文学資源を、作家自らが語りで表現する文士朗読
劇。出演は県内在住の文士（小説家・歌人・詩人・随筆家・劇作家
等の著述家）が自作作品等を自ら朗読することを基本とし、一部
アナウンサーや演劇人等がセリフ・地の文の朗読をサポートで参
加します。後日、公演の様子を期間限定でネット配信予定。

12月12日（土） 開場13：40  開演14：00
12月13日（日） 開場13：40  開演14：00
もりおか町家物語館  浜藤ホール
（盛岡市鉈屋町10-8／バス：盛岡駅バス乗り場から13番乗
り場より、矢巾営業所行き乗車「南大通二丁目」降車徒歩7
分  P有）
前売2,000円（当日2,500円）／チケット発売日：10月20日（火）
風のスタジオ／もりおか町家物語館／プラザおでって
作家：大平しおり、北上秋彦、澤口たまみ、道又力、そのだつくし、
平谷美樹、南海遊  アナウンサー：江幡平三郎（IBC）、滝澤悠希
（MIT）、石橋美希（MIT）  演出：藤原正教

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、
アーツライブいわて実行委員会、NPO法人いわてアートサポート
センター  ［共催］ 盛岡市
［問合せ先］ NPO法人いわてアートサポートセンター
Tel : 019-656-8145  Mail : caravan@iwate-arts.jp

「たすけてわたしのスーパーガール！」
もりとみ舞×竜崎だいち／2019年初演

「INDEPENDENT」大阪公演  会場風景

日 時

場 所

入場料
プレイガイド
出演者など

D
全国主要都市で公演を行ってきた最強の一人芝居フェスティバル
「INDEPENDENT」がついに岩手に初上陸。真冬の盛岡、一人芝居
が熱くする！

12月24日（木）開場19：00 開演19：30（a）／佐藤・藤原・相良
12月25日（金）開場19：00 開演19：30（b）／高橋・もりとみ・渡辺
12月26日（土）開場14：30 開演15：00（b）／高橋・もりとみ・渡辺
12月26日（土）開場17：00 開演17：30（a）／佐藤・藤原・相良
12月27日（日）開場10：30 開演11：00（a）／佐藤・藤原・相良
12月27日（日）開場13：00 開演13：30（b）／高橋・もりとみ・渡辺
いわてアートサポートセンター風のスタジオ
（盛岡市肴町4-20 永卯ビル3階／バス：盛岡駅東口より約20分
「盛岡バスセンター」下車、徒歩2分 駐車場無）

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、ア
ーツライブいわて実行委員会、NPO法人いわてアートサポートセ
ンター  ［共催］ 盛岡市
［問合せ先］ NPO法人いわてアートサポートセンター肴町事務所
Tel : 019-604-9020  Mail : kaze@iwate-arts.jp

日 時

場 所
 

入場料

出演者など

 街なかアーツライブ
INDEPENDENT in 盛岡

通し券（a,b観劇可）：前売一般1,500円、学生1,200円（当日各300
円増）一回券（a,bいずれか）前売一般1,000円、学生700円（当日
300円増）／チケット発売日11月1日（日）
相良佳央（ライナー・ノーツ）×角舘信哉（ライナー・ノーツ）、佐藤由
希×佐藤貴紀、高橋響子（演劇ユニットせのび）×村田青葉（演劇
ユニットせのび）、藤原瑞基（劇団ちりぢり）、渡辺陽（えずこシアタ
ー）×χ梨ライヒ（劇団鼠）、もりとみ舞×竜崎だいち（羊とドラコ）
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街なかアーツライブMORIOKA
美術企画公募展「日常の創造」
～日々を紡ぐ手～

E

盛岡の中心市街地にあるCyg art galleryにて、年齢・性別・障害の有無・
作家歴を問わない多様なつくり手による美術企画公募展を行います。日
常の創造性に着目し、身近な素材を用いその手を通してものづくる人た
ちを紹介します。

2021年１月16日（土）～1月31日（日）  11:00-19:00
火・水曜 休業（1月19日（火）、20日（水）、26日（火）、27日（水））
Cyg art gallery & Toast
（盛岡市内丸16-16／盛岡駅から徒歩25分
バス 「県庁市役所前」下車 徒歩4分  P無）
無料
佐々木早苗、しもかわらさとこ、他公募作家 ［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、

アーツライブいわて実行委員会、NPO法人いわてアートサポートセンター
［共催］ 盛岡市
［問合せ先］ Cyg art gallery
Tel : 019-681-8089  Mail : info@cyg-morioka.com

日 時

場 所

入場料
出演者など

F
盛岡の街なかにある歴史的建造物で、それぞれの空間の特色を生かした現代
美術の展示を行う。（2会場で合計１２名のアーティストによる作品展示を予定）
会期中、展示空間を用いたミニコンサートやパフォーマンス等を行い、新たな
価値観を生み出し、観客との交流を図る。

2021年1月20日（水）～1月31日（日） 10：00-16：00（最終日は15時）
※もりおか町家物語館のみ1月26日（火）休館
（1月23（土）、24日（日）に展示空間でのライブパフォーマンスを予定）
もりおか町家物語館 母屋・浜藤ホール（盛岡市鉈屋町10-8／盛岡駅
から車で15分 P有）  旧石井県令邸（盛岡市清水町7-51／盛岡駅か
ら車で15分 P有） ※どちらも盛岡市景観重要建造物に指定
無料
（出品者）浅倉伸、伊藤真理子、岩渕毅弘、加村なつえ、
鎌田紀子、工藤奈月、鈴木研作、中島香緒里、
福田沙也佳、村上紘一、山本英治、渡邉若子（50音順）
（ライブ出演者）藤原翼、山村佑理、ほか

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行委員会、NPO法人いわてアートサポートセンター  
［共催］ 盛岡市  ［企画制作］ NPO法人いわてアートサポートセンター 、アートフォーラムいわて
［問合せ先］ NPO法人いわてアートサポートセンター  Tel : 019-656-8145  Mail : caravan@iwate-arts.jp

日 時

場 所

入場料
出品者など

街なかアーツライブMORIOKA
時空をつなぐ現代アート展

街中アーツライブ
in 久慈G

久慈地域の街中数か所において、アート展を開催。一定期間ごとに
入れ替え、多彩な展示を行う予定となっております。3密回避を実践
しながら気軽にアートに親しむ機会です。ぜひ、ご覧くださいませ。

11月～2021年1月ごろまで（時間：各施設の開館時間通り）
道の駅くじ（久慈市中町2丁目5-6）、よむのす（久慈市中央3
丁目58）、久慈地区合同庁舎（久慈市八日町1-1）、久慈市役
所（久慈市川崎町 1－1）等
無料
久慈地域の文化芸術に取り組む団体や個人
展示場所、期間は予告なく変更になる場合があります

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行委員会
［企画制作］ NPO法人いわてアートサポートセンター
［運営協働団体］ NPO法人やませデザイン会議
［問合せ先］ NPO法人やませデザイン会議  Tel : 0194-61-3229  Mail : info@i-yamase.net

日 時
場 所

入場料
出展者など
その他

H

朗読劇：「あの日から～加奈子～」（いわてアートサポートセンター）
琴とフルートのコラボ演奏：演奏曲「雨のちハレルヤ」「エトピリカ」
「月の雫」（生田流奏絃会）  朗読劇：「繋がれマサザネちゃん」（二戸
市民文士劇）

11月8日（日）開場13：30  開演14：00  受付（開演60分前）
二戸市民文化会館（二戸市石切所字狼穴1-1／二戸駅から徒
歩20分  P有（約70台））
500円  ［チケット発売日］ 10月15日（木）
いわてアートサポートセンター
江幡 平三郎（IBC）、長谷川拳杜（IBC）他3名
二戸市芸術文化協会  生田流奏絃会  二戸市民文士劇実行委員会

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行委員会、
NPO法人いわてアートサポートセンター  ［共催］ 二戸市芸術文化協会、二戸演劇協会
［問合せ先］ 二戸市芸術文化協会
Tel : 080-6049-5525（平）  Mail : lovekids@etude.ocn.ne.jp

日 時
場 所

入場料
出演者など

街なかアーツライブ
in 二戸

しもかわらさとこ
 「ヒカリノムコウガワ」

道の駅くじ  やませ土風館

久慈市情報交流センター  よむのす

佐々木早苗 「無題」



森下真樹×いわてフィルハーモニー・オーケストラ×日本フィルハーモニー交響楽団

オーケストラ×ダンス

ベートーヴェン交響曲第5番
 『運命』を踊る

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、  
アーツライブいわて実行委員会、NPO法人いわてアートサポ
ートセンター  ［共催］ 日本フィルハーモニー交響楽団、いわ
てフィルハーモニー・オーケストラ、盛岡市
［問合せ先］ NPO法人いわてアートサポートセンター
Tel : 019-656-8145
URL : https://iwate-arts.jp/?p=383

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、
アーツライブいわて実行委員会、NPO法人いわてアートサポ
ートセンター  ［共催］ 盛岡市、IBC岩手放送
［問合せ先］ NPO法人いわてアートサポートセンター
Tel : 019-656-8145  Mail : info@iwate-arts.jp

2月6日14時 宮古市民文化会館、2月9日19時 盛岡劇場、   
2月11日14時 二戸市民文化会館、2月13日14時 久慈市文
化会館（アンバーホール）にて別途有料公演あり。

ベートーヴェン交響曲第5番『運命』を、オーケストラと
コンテンポラリーダンスのコラボレーションによってお
くる特別公演。東日本大震災の復興支援におよそ10年
にわたり携わってきたいわてフィルハーモニー・オーケス
トラと日本フィルハーモニー交響楽団の演奏にのせて、
さまざまな領域を越境するダンサー、森下真樹が、楽
章ごとに全く異なる世界観で踊ります。

2021年1月6日（水） 開場18：30  開演19：00  受付18：00
岩手県民会館  大ホール（盛岡市内丸13-1／バス：盛岡駅
東口より15分「県庁・市役所前」下車、徒歩2分 車：東北自
動車道「盛岡IC」or「盛岡南IC」より20分、有料Pあり）
2,800円  チケット発売日：11月14日（土）
振付：MIKIKO（第1楽章）、森山未來（第2楽章）、石川直樹（第3楽
章）、笠井叡（第4楽章）  ダンス演出・出演：森下真樹  指揮：寺崎巖  ゲ
ストコンサートマスター：木野雅之（日本フィルハーモニー交響楽団 ソロ
・コンサートマスター）  演奏：いわてフィルハーモニー・オーケストラ、日
本フィルハーモニー交響楽団

日 時
場 所

入場料
出演者など

岩手県在住の児童文学作家・柏葉幸子
が震災をモチーフに描いた「岬のマヨ
イガ」を舞台化。気鋭の演出家 詩森ろ
ば、国際的に活躍する人形劇師 沢則
行、主演に竹下景子らを迎え、芸術的
かつエンターテイメント性の高い演劇作
品を上演します。特別公演として内陸在
住の被災避難者の方々等を招待した無
料公演を実施し、岩手県内全域にテレ
ビ放送（ダイジェスト版）を行います。

2021年2月9日（火）公演・収録（※招待者のみ入場可）
開場13：30  開演14：00
盛岡劇場 メインホール（盛岡市松尾町3-1／バス：盛岡バス
センター下車徒歩5分／南大通一丁目下車徒歩1分
電車：仙北町駅から徒歩17分、車：盛岡I.Cより25分 P無（コ
インパーキングあり））

なし ※ご招待以外の方は入場できません。    
出演：竹下景子、栗田桃子、井上向日葵、坂元貞美、嶋村太一、藤尾
勘太郎、森下亮、大谷優衣、岡野桃子（久慈出身）、輝蕗、塚田次実  
山内庸平、沢則行  脚本・演出：詩森ろば（盛岡出身）  人形デザイン・
操演指導：沢則行  音楽・演奏：鈴木光介

日 時

場 所

入場料
出演者など

06 07

02 03 岬のマヨイガ 特別公演

沢則行

©bozzo

©山口敦

竹下景子

栗田桃子



08 09

Corona免疫力LIVE

ギンガクのビンヅメ
Gingaku Skeleton Writing Camp

04

05

06

07

さくらホールパフォーマンス＋α
映像作品ダンスingメッセージ

市民参加劇の
ケーブルテレビ配信

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行委員会、NPO
法人いわてアートサポートセンター、NPO法人芸術工房  ［共催］ 北上ケーブルテレビ（株）
［問合せ先］ NPO法人芸術工房
Tel : 0197-64-7567  Mail : info@g-kobo.net

コロナ禍の新しい生活様式の下、地元のミュージシャンが力を合わ
せて2種類のLIVE（part1、part2）を開催します。また、ケーブルテ
レビでその収録映像を放映します。音楽の力でアーティストと一緒
に心の免疫力を取り戻しましょう！

10月25日（日）開場13:30  開演14:00
2021年2月21日（日）開場13:30  開演14:00
北上市文化交流センターさくらホール  小ホール（part1）
中ホール（part2）（北上市さくら通り2-1-1／柳原駅から徒
歩7分 P有） 
part1：谷藤ひろ美（ソプラノ）、菊池葉子（メゾソプラノ）、名須川明子
（ピアノ）  part2：肥田葉子（アコーディオン）、亀田裕子（洋楽ヴォー
カル）、宇津志博恵（ジャズヴォーカル）

日 時

場 所

出演者など

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行委員会、NPO法
人いわてアートサポートセンター、ギンガク実行委員会  ［共催］ 湯田温泉峡旅館組合  ［協力］ 西和賀
町、西和賀町教育委員会、西和賀町文化創造館  ［後援］ 西和賀商工会、西和賀町観光協会、西和賀
町芸術文化協会、劇団ぶどう座
［問合せ先］ ギンガク実行委員会
Tel : 090-2238-6465（事務局：小堀）  Mail : nishiwaga.sdf@gmail.com
Web : gingaku.com

日本全国から5名の劇作家の参加を募り、岩手県西和賀町の温泉
旅館に10日間滞在して戯曲を執筆する機会を提供する。執筆は
Googleドキュメントで行ない、執筆プロセスを公開する。完成した
作品は舞台俳優によるオンライン・リーディングを通じて発表する。

2021年2月15日（月）～2月25日（木）
作品発表（配信）2月24日（水） 時間未定
和賀郡西和賀町（ただし作品発表等はすべてオンライン上
にて実施）

未定（劇作家5名、舞台俳優8名を公募・選考・招聘）

日 時

場 所

出演者など

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわ
て実行員会、（一財）北上市文化創造、NPO法人いわてアートサポートセンター
［企画制作］ （一財）北上市文化創造
［問合せ先］ （一財）北上市文化創造
Tel : 0197-61-3300  URL : http://sakurahall.jp

地域を拠点に活動している文化芸術団体から公募し
た学生やゲスト等を中心に、コロナ禍であってもレッ
スンに励む様子やパフォーマンス実演を収録した映
像作品を制作する。オンライン配信の他、北上市内
での医療福祉施設や商業施設でのパブリックビュー
イングも行う。

2021年1月～2月配信予定
北上市文化交流センターさくらホール（北上
市さくら通り2-1-1）、北上市内各所
公募による文化芸術団体

日 時
場 所

出演者など

［主催］ 文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行員会、NPO法人いわてアートサポートセンター
［運営協働団体］ 奥州市民☆文士劇実行委員会、遠野物語ファンタジー制作委員会
［問合せ先］ 江刺体育文化会館ささらホール  Tel : 0197-31-1607  Mail : sasara@pup.waiwai-net.ne.jp
遠野物語ファンタジー制作委員会  Tel : 0198-62-6191  Mail : mail@tono-ecf.or.jp

地域に愛され、歴史も深い市民参加型の舞台「奥州市民☆文士
劇」と「遠野物語ファンタジー」の舞台模様をケーブルテレビで配
信します。公演予定日（撮影日）は【奥州】1月30（土）・31日（日）【遠
野】2月20（土）・21日（日）

【奥州】2021年2月中（未定）
【遠野】2021年2月21日（日）
【奥州】ささらホール（奥州市江刺大通り1-59／東北新幹
線：水沢江刺駅から車15分 P有）
【遠野】遠野市民センター（遠野市新町1-10／遠野駅から
徒歩2分 P有）
【奥州】全席指定：前売 1,500円（当日 2,000円）
チケット発売日 11月29日（日）
【遠野】未定    
奥州市民及び県内文士、遠野市民

放送日

場 所

入場料

出演者など



上限30万円の助成限度額で、県内の市民及び文化芸術団体からコロナ禍に負けない参加・交流・創造型の文化
芸術事業の企画実施を公募いたしました。

第2回宮古ショートムービーフェス
2021年2月13日（土）
シネマ・デ・アエル（宮古市本町2-2）
問合せ ： 宮古ショートムービーフェス実行委員会
Tel : 090-6127-4084（八谷）  Mail : shortmovie385@gmail.com

黒森神楽内陸巡行公演
2021年2月21日（日）もりおか町家物語館
2021年2月28日（日）江釣子交流センター  大ホール
問合せ ： 黒森神楽をみる会
Tel : 090-3123-9322（阿部）  Mail : asapro@flute.ocn.ne.jp

田口友善＆ぶっとべライダーズライブ
2020年11月21日（土）二戸市シビックセンターホール
問合せ ： 田口友善＆ぶっとべライダーズ
Tel : 019-661-5576  Mail : rock.youzen.0305.morioka@gmail.com

さくらパーク「にぎわいフェス」
2020年11月3日（火・祝）  さくらホール
問合せ ： さくらパークプロジェクト実行委員会
Tel : 0197-61-3300  Mail : nigiwaifes@gmail.com

「地域を元気に！」アーツライブ
2020年12月12日（土）15：00 岩泉町 てどの蔵
2021年1月中 宮古市 市民交流センター
2021年2月5日（金） 葛巻町 葛巻町総合センター
2021年2月6日（土） 久慈市 おらほーる
問合せ ： 「まちに舞台を。」プロジェクト
Tel : 090-6458-5267  Mail : machibutai2017@gmail.com
twitter : @machibuta2017
facebook : 「まちに舞台を。」プロジェクト
Instagram : machibuta2017

三陸DANCE借景

市民企画事業公募

08

09

10 11

［主催］文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行員会、NPO法人いわてアートサポートセンター
［共催］ 宮古市・宮古市教育委員会、
［協力］ （一社）宮古観光文化交流協会、三陸国際芸術推進委員会事務局、みんなのしるし合同会社、（一社）三陸コクリ、
（一社）ダンス・ニッポン・アソシエイツ、（一社）ANTIBODIES Collective、岩手県立岩泉高等学校、
NPO法人みちのくトレイルクラブ、NPO法人震災リゲイン
［問合せ先］ NPO法人いわてアートサポートセンター
Tel : 019-656-8145（月～金 9：00～18：00）  Mail : caravan@iwate-arts.jp  Web ： iwate-arts.jp/?p=430

宮古市の浄土ヶ浜をはじめ沿岸や大船渡市の夏虫山など三陸沿岸
の景勝地を借景に、岩手の民俗芸能とコンテンポラリーダンスの舞
いを撮影します。パフォーマンスは映像作品としてオンライン配信
します。三陸に根付く芸能等の生活文化と、コンテンポラリーダン
サーを通じて三陸の魅力を発信します。

2021年2月Youtubeにて配信予定
［宮古］浄土ヶ浜、［大船渡］夏虫山、［岩泉］小本海岸等で撮影

郷土芸能：花輪鹿子踊り（花輪鹿子踊り保存会）※1、牛伏念仏剣舞
（牛伏郷土芸能保存会）※2、金津流浦浜獅子躍（金津流浦浜獅子
躍保存会）※3、中野七頭舞（岩泉高校郷土芸能同好会）※4
コンテンポラリーダンス：鈴木ユキオ※5、東野祥子（ANTIBODIES 
Collective）※6

日 時
場 所

出演者など
（※1～6は右写真）

日時 事業名 ジャンル 詳細

10
月

21日（水） 頑張れ！盛岡芸妓① 伝統芸能 P2

25日（日） Corona免疫力LIVE① 音楽 P8

11
月

3日（火・祝） さくらパーク「にぎわいフェス」 音楽/他 P10

7日（土） 朗読劇あの日から ～「加奈子」～ 演劇 P2

8日（日） 街なかアーツライブin二戸 演劇/音楽 P5

21日（土） 田口友善＆ぶっとべライダーズライブ 音楽 P10

11月－1月頃 街中アーツライブin久慈 美術 P5

12
月

12日（土）・13日（日） もりおか版文士朗読劇 演劇 P3

19日（土） 頑張れ！盛岡芸妓② 伝統芸能 P2

24日（木）－27日（日） INDEPENDENTin盛岡 演劇 P3

12月－2月 「地域を元気に！」アーツライブ 演劇 P10

1
月

6日（水） ベートーヴェン交響曲第5番
「運命」を踊る ダンス/音楽 P6

16日（土）－31日（日） 美術企画公募展「日常の創造」
～日々を紡ぐ手～ 美術 P4

20日（水）－31日（日） 時空をつなぐ現代アート展 美術 P4

30日（土）・31日（日） 奥州市民☆文士劇 演劇 P9

1月－2月（予定） さくらホールパフォーマンス＋α映像作品
ダンスingメッセージ ダンス P9

2
月

9日（火） 岬のマヨイガ 特別公演 演劇 P7

13日（土） 第2回宮古ショートムービーフェス 映画 P10

15日（月）－25日（木） ギンガクのビンヅメ 演劇 P8

20日（土）・21日（日） 遠野物語ファンタジー 演劇 P9

21日（日） Corona免疫力LIVE② 音楽 P8

21日（日）・28日（日） 黒森神楽内陸巡行公演 伝統芸能 P10

2月中 三陸DANCE借景 伝統芸能/ダンス P10

※事業の進捗等により、日程変更の場合あり

アーツライブいわて ｜ イベントスケジュール

三陸DANCE借景
WEB

※1

※3

※5

※2

※4

※6



JAPAN LIVE YELL
 project とは
「ライブへのエール」「ライブからのエール」を日本中にひろげる。
『JAPAN LIVE YELL project』を全国27都道府県で実施。

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会（以下、芸団協）はコロナ禍によ

り失われた文化芸術体験の機会を全国規模で取り戻すとともに、人々の

創造、参加、鑑賞を後押しするため、文化庁の委託を受けて、全国27都道
府県の文化芸術団体と連携し、「JAPAN LIVE YELL project」（ジャパン・
ライブエール・プロジェクト）を実施いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大は、文化芸術活動に深刻な影響をもたら

しました。本プロジェクトでは、新しい生活様式のもと、かつてないチャレ

ンジに取り組んでいる芸術家やスタッフ、文化芸術に親しむアマチュア・子

供たちを広く支援し、「ライブエール」を全国的に展開してまいります。同

時に、あらゆる立場の人々が、この状況下においてもライブを通して喜怒

哀楽を分かちあい、明日への活力を得られる機会となるよう、「ライブから

人々へのエール」を広く発信してまいります。

公益社団法人  日本芸能実演家団体協議会  NEWS RELEASEより

アーツライブいわて

実施時期

主催

共催

後援

2020年9月から2021年3月
文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、アーツライブいわて実行委員会、

NPO法人いわてアートサポートセンター（地域制作主体）

盛岡市（盛岡会場）、各事業運営協働団体及び市民企画運営団体 ほか

岩手県、岩手県文化振興事業団、岩手県芸術文化協会、盛岡商工会議所、

岩手日報社、朝日新聞盛岡総局、読売新聞盛岡支局、毎日新聞盛岡支局、

産経新聞盛岡支局、河北新報社、盛岡タイムス社、岩手日日新聞社、

NHK盛岡放送局、IBC岩手放送、テレビ岩手、めんこいテレビ、
岩手朝日テレビ、エフエム岩手（順不同）

実施地域

北海道

東京都

愛知県

和歌山県

高知県

宮崎県

1

6

11

16

21

26

秋田県

新潟県

大阪府

島根県

長崎県

3

8

13

18

23

岩手県

神奈川県

京都府

鳥取県

福岡県

沖縄県

2

7

12

17

22

27

山形県

石川県

兵庫県

広島県

熊本県

4

9

14

19

24

埼玉県

長野県

奈良県

愛媛県

大分県

5

10

15

20

25




