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もりおか町家物語館
10 月の主催イベント

10 月のイベントカレンダー
●10/11 （土） ・ 10/12 （日）
マーブル局公演♯5
「code_36 コードサーティーシックス」

●10/11 （土） ・ 10/12 （日）
第 11 回 “手づくり市”
「てどらんご」 協賛広場イベント
・ 10/11 （土）
大慈寺小学校 5 年生企画事業
「探ろう！郷土の伝統文化」
【時間】10：30 〜 14：30
【会場】風の広場

●～ 10/13 （月 ・ 祝）
盛岡町家＋ART プロジェクト
「M A C H I Y A R T 2014」

（詳しくは表紙をご覧下さい。）

～文化の日のスペシャルイベント～

「もりおか町家物語館
×
ueno 街活プロジェクト」

「code_36.」

マーブル局＃5

☆風のスタジオ
①10/18 （土） 16 時開演 劇団しばいぬ
「走れ桃太郎」 「メガネをはずしてご覧ください」 二本立て
②10/18 （土） 19 時開演 風スタナイト
③10/19 （日） 11 時開演 劇団ちゃねる
「明日二人だけのロミ＆ジュリを」
④10/19 （日） 14 時開演 劇団しばいぬ
「走れ桃太郎」 「メガネをはずしてご覧ください」 二本立て
⑤10/19 （日） 17 時開演 劇団しばいぬ
「走れ桃太郎」 「メガネをはずしてご覧ください」 二本立て
一般前売り ・ ・ ・ 800 円 （当日 1000 円）
高校生以下 ・ ・ ・ 500 円 （当日 800 円）
回数券 （一般のみ 5 枚綴り） ・ ・ ・ 3000 円
いわてアートサポートセンター風のスタジオにて絶賛発売中

・「M A C H I Y A R T 展」
【場所】浜藤ギャラリー

ほか

●～ 10/13 （月 ・ 祝）
「鉈屋町鈴江家の錦絵展」
【時間】9：00 〜 19：00 （受付 18：30 まで）
【会場】母屋２階・和室 【鑑賞料】300 円

●11/1 （土） ～ 11/3 （月 ・ 祝）
「もりおか町家物語館 × ueno 街活
プロジェクト」

作 ・ 演出 ： 中村剛造

「もりおか町家物語館 ×ueno 街活プロ

その他のイベント情報

ジェクト」 とは、 上野法律ビジネス専門
学校の学生の皆さんが、 もりおか町家

●10/7 （火） 19:00 ～ 20:30 （開場 18:30）
「町家 de 狂言～大蔵流狂言公演」
●10/9 （木） 13:30 ～ 15:30 （開場 13:00）

物語館とコラボして 「面白くてためになる？
何かをやらかします」 というプロジェクト。
食欲の秋も満喫できる企画も検討中！

いわてシニアネット 「第 61 回文化サロン」
●10/24 （金） 18:30 ～ 20:00 （開場 18:00）
松本哲也アコースティックワンマンライブ
「キミトボクヲツナグノハ」
●10/26 （日） 13:00 ～ 14:30
岩手芸術祭 映像フェスティバル

【日時】 11/1 （土） ～ 11/3 （月 ・ 祝）
【場所】 もりおか町家物語館
主催 ： 特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター /
もりおか町家物語館 / 上野法律ビジネス専門学校

●10/18 （土） ～ 10/19 （日）
もりおかまちなか文化祭
～シアター部門演劇祭～

【公演日時】
①10/11 （土） 19 時開演
（終演後、 音楽担当の福原健一によるミニライブあり）
②10/12 （日） 13 時 30 分開演
（終演後、 主宰の中村剛造によるミニライブあり）
③10/12 （日） 18 時開演
※各回開演 30 分前より受付開始、
各回開演 20 分前より開場となります。

【前売】 一般 1200 円 U22(22 歳以下 ) 800 円
【当日】 一般 1500 円 U22(22 歳以下 ) 1000 円
※U22(22 歳以下 )＝購入窓口にて年齢確認書類の
ご提示をお願いします。
【会場】 いわてアートサポートセンター 風のスタジオ
いわてアートサポートセンター風のスタジオにて絶賛発売中

☆風のギャラリー
羅針盤計画による 「納涼 ・ まちなか肝試し」
10/18 （土） 11 時～ 15 時
10/19 （日） 11 時～ 15 時
※入場無料

鉈屋町界隈イベント情報
●10/12 （日）
盛岡藩御蔵 下町史料館

「御蔵まつり」
●10/11 （土） ・ 12 （日）
第 11 回手づくり市てどらんご
●10/11 （土）
第 11 回てどらんご 音もだちコンサート

「佐々木龍大番頭」
＠あさ開十一代目源三屋

●10/18 （土）
あさ開 「蔵まつり」

理事長コラム No.1

もりおか町家物語館

「森荘已池劇場」

施設案内
【場所】 盛岡市鉈屋町 10－8
【開館時間】 9 時～ 19 時 （入館は 18 時半まで）

岩手県初の直木賞作家・森荘已池さんと初めてお会

※浜藤ホール利用時のみ 21 時半まで

いしたのは、昭和 58 年 4 月、劇団赤い風のアトリエだ
った。私が所属する赤い風は森さんの直木賞受賞作「蛾
と笹舟」を「物語る演劇」という手法で演劇化を試みて
いた。その公演日に、図書館長の小森一民さんと一緒に
訪れ、観劇後、「おもしぇがった」と言ってアトリエを
後にした。
その後、赤い風は度々「蛾と笹舟」を上演した。「物
語る演劇」は赤い風の師匠格にあたる劇団黒テントが始
めた手法で、小説や童話など非戯曲作品を脚本化せずに
上演する。情景描写などの地の文もセリフ化するので、
文体の風味も伝わりやすい。
「蛾と笹舟」の最後の公演は、平成 11 年の森さんの追
悼公演だった。それから 15 年、森さんが暮らし続けた鉈
屋町に「もりおか町家物語館」が誕生した。鉈屋町は森

【休館日】 毎月第 4 火曜 （休日の場合はその翌日）

年末年始 ： 12/29 ～ 1/3
9 月 6 日（土）にグランドオープンを迎えたもりおか町家物語館では、当日、風の広場で記念イベントが
【入館料】 無料
開催され、約 700 人のお客さまにご来場いただきました！鉈屋町界隈在住・地域で活躍されている
※一部企画展は有料の場合があります。
団体を中心としたステージ発表が行われ、キッチンカーやうす焼き、焼きそば、アイスの出店、
～お知らせ～
梅干などの加工品の販売のほか、射的などの縁日コーナーもあり、とても賑やかなイベントとなりました。
< 町家のプレイガイドがスタートしました！＞
今回は、その記念イベントのステージ発表の様子を皆様にご紹介します。
母屋案内所に、 プレイガイドを設置しました。

☆盛岡音頭

にこにこ倶楽部によるステージ発表は、
日本舞踊や、たくさんの方々による
盛岡音頭などが披露されました。
飛び入り参加 OK の、見ている

お客さんを巻き込んだ賑やかで楽しい
素敵なステージでした！

さんと宮沢賢治さんの出会いの場でもある。直木賞受賞
前に芥川賞の候補となった小説「店頭」（みせさき）は、
森さんの生家を初めて賢治さんが訪れた時の話である。
もりおか町家物語館の開館の 1 年ほど前に、人手に渡
っていた生家は取り壊された。間口が狭く、奥行きの深
いその家は盛岡町家でもあった。その家の様子は「店頭」
に生き生きと描かれている。ぽっかりと空いた跡地を目
にした時、私は呆然と立ちすくんだ。「開館を間近に控え
ているのに…」と無念さがこみ上げてきた。

菊池与志和さんによる、
当館名誉館長の高橋克彦原作、
吉田光彦作画の「髑髏鬼（どくろき）」の
紙芝居では、太鼓を叩きながらのお話に、
子供たちが前を陣取り、「こわいー！」と
言いながらも楽しそうにお話に集中して
いました。

んの顕彰に力を尽くし、鉈屋町をこよなく愛し、地方の
文学の隆盛を願った森さんの文学世界を継承していくの
も物語館の使命の一つである。物語館は劇団赤い風と提
携し森荘已池劇場をスタートさせる。第一回目の公演は
「蛾と笹舟」と「店頭」。役者を引退したはずの私も、15

※森荘已池劇場「蛾と笹舟」「店頭」

11 月 15 日（土）午後 2 時、6 時開演、
16 日（日）午後 2 時開演

会場：もりおか町家物語館「浜藤（はまとう）ホール」
一般

シニア・学生

前売 1,500 円、 当日 1,800 円
前売 1,200 円、 当日 1,200 円

アルトサックスのシローさんに
よる演奏では、「荒城の月」から
「森のくまさん」まで、様々な
ジャンルの曲を情緒豊かに奏でて
頂きました。サックスだけでなく、
素敵な歌声も披露！！とっても
楽しいステージでした。

販売手数料 5％ （消費税込み） で、 イベントチケットを
お預かりします。 直接窓口にお越しください。

10 月に入り、 秋も本番。 食べ物が
美味しい季節になりました。
グランドオープンしたもりおか町家物語館。
広場で行われた記念イベントは
大盛況で、 あれから多くの方々に
足を運んで頂いています。
これから先、 秋から冬へ季節が
変わり風も冷たくなって
いきますが、 町家の
懐かしく温かい雰囲気を
感じに是非もりおか
町家物語館へ
いらして下さい。

☆紙芝居「髑髏鬼（どくろき）」

この街の暮らし文化の継承も大きな使命である。賢治さ

裕一）

最初のステージは、ハワイアン
バンド「マウナ ハワイアンズ」の
演奏と「プア プルメリア」の
フラダンスでした。甘く穏やかな
演奏とフラダンスに会場はうっとり♪
子供たちのダンスもあり、広場を
明るく盛り上げてくれました！
☆アルトサックス演奏

「フイレフア カレオラニ」による
フラダンスは、お昼の発表という
ことで太陽も天辺に上がり、
まるでハワイに居るような
華やかで心地の良いステージ
でした。素敵なダンスに多くの
方が足をとめ見入っていました！

して誕生した。しかし、使命は施設の保存だけではない。

（坂田

☆フラダンス＆
ハワイアンバンドによる演奏

☆フラダンス

町家物語館は、歴史的な街並みの保存活用の核施設と

年ぶりに舞台に出させていただく。

【販売を希望される皆様へ･･･】

☆バンド演奏

ステージ発表の最後を飾って
くれたのは、ザ・ピースのバンド
演奏でした。メロディーを
口ずさんでいる方や、演奏に
合わせて踊っている方もいて、
風の広場全体がノリノリに♪
息の合ったかっこいいバンド演奏
で魅了してくれました！

☆駄菓子まき

駄菓子まきでは、子供から大人まで
たくさんの方が風の広場ステージ
前に大集合！！グランドオープン
記念イベントということで駆け
つけてくれたクラウンのお二人
にも参加していただき、大盛り上がり
でした！

発行者
特定非営利活動法人
いわてアートサポートセンター

〒080-0878
盛岡市肴町 4-20 永卯ビル 3 階
TEL (019)604-9020 FAX (019)604-9021
E-mail kaze@iwate-arts.jp
URL http://www.ictnet.ne.jp/~arts/

盛岡市指定管理者 もりおか町家物語館
〒020-0827 盛岡市鉈屋町 10 番 8 号
TEL (019)654-2911
FAX (019)654-2913
E-mail machiya@iwate-arts.jp
URL http://machiya.iwate-arts.jp

