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もりおか町家物語館
11 月の主催イベント

11 月のイベントカレンダー

●10/24 （金） ～ 12/14 （日）

●11/7 （金） ～ 11/9 （日）

「森荘已池展」
【場所】 文庫蔵一階 ・ ゆかりの資料室
【入場料】 無料
盛岡市鉈屋町出身の詩人 ・ 作家であり、
詩人 ・ 童話作家の宮沢賢治とも深い交流があった
ことでも知られている森荘已池。 本展では
そうした森荘已池の作品や生涯を同時期開催の
「森荘已池劇場」 に併せ、 パネルで紹介します。

～もりおか町家物語館企画事業～

森荘已池劇場

「蛾と笹舟」

トラブルカフェシアター第 19 回公演

「短パン★カーニバル」

【日時】
＊11/29 （土）
開演 14 ： 00 ・ 19 ： 00
＊11/30 （日）
開演 14 ： 00

【時間】 10 ： 00 ～ 15 ： 00
【会場】 もりおか町家物語館
【入場料】 無料

※開場は開演の 30 分前

【チケット （一般 ・ 学生共に）】
前売券
500 円
当日券
600 円

●11/15 （土） ・ 11/16 （日）

森荘已池劇場 「蛾と笹舟」

（詳しくは表紙をご覧下さい。
）

●12/17 （水）
作・森荘已池

演出・坂田裕一

【公演日時】

その他のイベント情報
●11/4 （火） 17:30 ～ 20:30
ライブ 「Toshizo and Akira ft.Yusaku」
●11/6 （木） 13:30 ～ 16:00
「イーハトーブ花フォーラム in もりおか」
●11/9 （金） 13:00 ～ 16:00
盛岡市水道 80 周年記念事業
「もりおか水道フォーラム」

●11/29 （土） ～ 11/30 （日）

作 ・ 川村武郎
演出 ・ 阿部友梨香

「もりおか再発見 ・ 真発信
～もりおか町家物語館 × ueno
街活プロジェクト」

（詳しくは裏面をご覧下さい。
）

（詳しくは表紙をご覧下さい。）

第 13 回劇団もりのべる公演
「お茶をしませう」

●11/1 （土） ～ 11/3 （月 ・ 祝）

立原道造 「盛岡ノート」 朗読劇

トラブルカフェシアター第 19 回公演
「短パン★カーニバル」

11/15（土）開演 14：00・18：00
11/16（日）開演 14：00

遠藤雄史

11/7（金）開演 19：30

11/8（土）開演 14：00（終演後にアフタートークあり）

11/8（土）開演 19：00（終演後にアフタートークあり）

11/9（日）開演 14：00（終演後にアフタートークあり）
※開場は開演の 30 分前

※上演予定時間 90 分

【会場】

もりおか町家物語館 浜藤ホール

【チケット】
前売券 一般
シニア・学生
当日券 一般
シニア・学生
（当館にて販売中）

【公演日時】

作・演出

1,500 円
1,200 円
1,800 円
1,200 円

【会場】

風のスタジオ

【チケット】
当日券

●11/8（土）
「新そばの会」
八幡町「ごん八」さんによる新そばを食べる会
【時間】１１：３０～１４：３０
【場所】大慈清水お休み処
【会費】５００円
同時開催

いわてアートサポートセンター

前売券

鉈屋町界隈イベント情報

一般 1,000 円・高校生以下 800 円

一般 1,200 円・高校生以下 1,000 円

いわてアートサポートセンターにて絶賛発売中

・「旧料亭川鉄 ～特別開放～」
〇ミニバザー
〇津軽三味線ライブ／藤原 翼
時間：１３：００～
入場無料

・「いづみや～大慈清水脇の明治期の町家～」
特別開放町家：喫茶

館長コラム No.2

第 11 回“手づくり市”「てどらんご」協賛広場イベント

「 りんごの頃 」

大慈寺小学校 5 年生企画事業

「探ろう！郷土の伝統文化」

今年は足早に季節が巡って、だいぶ寒い日が
多くなってきました。

10/11 （土） ・ 10/12 （日） に鉈屋町界隈で第 11 回 “手づくり市”
「てどらんご」 が行われ、 その協賛イベントとして、 もりおか町家物語館の
風の広場では、 大慈寺小学校 5 年生企画事業 「探ろう！郷土の伝統
文化」 を 10/11 （土） に開催しました。 このイベントは、 大慈寺小学校
５年生の皆さんが総合的学習の一環として自ら企画をし運営するという
内容で、 『手づくり市』 『下町観光案内所』 『街の遊び場てどらんご』
『ミュージックてどらんご』 と複数の企画が登場し、 約 800 人を動員しました。
午前と午後の 2 回公演で行われた、 大慈寺小学校 5 年生
「笑顔キラキラ隊」 によるミュージックタイムでは、 このステージ発表を見に、
大慈寺小学校の全校生徒がもりおか町家物語館の風の広場に大集合！
合唱や楽器演奏、 ダンスなど様々なパフォーマンスとキラキラの笑顔で
広場全体を明るく盛り上げてくれました。 ステージ発表の時間以外も、
5 年生の皆さんの手づくりの遊び場が並び、 わなげやゴム鉄砲を使った
射的など、 子供から大人まで多くの人が足を止め楽しそうに遊んでいました！
たくさんの笑顔を風の広場に運んでくれた大慈寺小学校の
皆さんの素敵な企画イベントでした。

秋も深まってくると冬への備えに煩わされま
すが、反面、おいしい秋の味覚に心癒されてい
くのもこの時期。津志田のいものこ、キノコ、
栗、くるみ、盛岡りんご…。特にみずみずしい
りんごを頬張る時、「この地に生まれて良かっ
た〜」と正直思うのです。
だいぶ街中になってしまった愛宕山の斜面に
もりんご畑がいくつか残されています。昭和 13
年 9 月 19 日、建築家で詩人の立原道造は盛岡
を訪れ、およそ 1 ヶ月の間、愛宕山の裾野に位
置する「生々洞」に逗留しました。
「生々洞」は
画家・深沢紅子さんの実家の別荘で、立原はこ
こで静養しながら、盛岡の美しさをノートに綴
っています。そして背後に広がる林檎や葡萄の
果樹園の実り豊かな秋の美に感動し、きらめく
言葉に換えていきました。
盛岡を訪れた翌年の３月、24 歳の若さでこの
世を去った立原は、亡くなる前、江古田の私立
療養所で、「りんごの花の咲く頃までには動ける
ようになって、盛岡に行きたい」と切望しなが
ら、約束を果たすことなく息を引き取ったとい
います。
今年は、立原道造生誕 100 年です。もりおか
町家物語館では、その節目の締めくくりとして
12 月 17 日（水）、立原道造の「盛岡ノート」を

予告

立原道造「盛岡ノート」朗読劇

「ねむっている間にとうとう盛岡！汽車から降りると
灯のともしい町。小さい車にのって、町をよこぎる。
もうハネた活動小屋。県庁や市役所のあたり。」

朗読劇にしてお贈りします。詳しくはイベント

（「盛岡ノート」から）

情報欄に任せますが、是非足をお運びくださる

盛岡をこよなく愛した詩人、 立原道造の 「盛岡ノート」 を朗読劇に
してお贈りします。
演出 ： 藤原正教
出演 ： 伊勢二朗 ・ 畑中美耶子
【日時】 12/17 （水）
開場 18 ： 30 開演 19 ： 00
【場所】 浜藤ホール
【入場料】 未定

ようお願いいたします。
一般的に「町家は寒い」と言われているよう
ですが、当館は秋冬もできるだけ暖かくして皆
様をお待ちしております。
もりおか町家物語館

館長

長

内

努

施設案内
【場所】 盛岡市鉈屋町 10－8
【開館時間】 9 ： 00 ～ 19 ： 00 （入館は 18 ： 30 まで）
※浜藤ホール利用時のみ 21 時半まで
【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
【入館料】 無料
※一部企画展は有料の場合があります。
～お知らせ～

< 町家のプレイガイドがスタートしました！＞
母屋案内所に、 プレイガイドを設置しました。

【販売を希望される皆様へ･･･】
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。

行楽などには気持ちの良い秋でしたが、
そんな季節もそろそろ冬へと移りつつあります。
もりおか町家物語館で開催しておりました、
「鉈屋町鈴江家の錦絵展」 と 「MACHIYART 展」
の 2 つの展覧会は、 10 月半ばに
幕を閉じ、 たくさんの方に足を
運んでいただきました。 ありが
とうございました。 これからの
季節、 喧騒から少し離れて
暖かい町家でのんびり秋の
終わりを過ごしてみてはいかがで
しょう。 皆様のお越しをお待ち
しております。

大正蔵１階

「時空 ( とき ) の商店街」
営業時間変更のお知らせ

冬季の間（11 月〜 3 月）、
大正蔵 1 階の「時空の商店街」
の営業時間が変わります。
【営業時間】

10：00 〜 17：00

大正蔵 2 階展示室は
19：00 まで開館しています。
（入館は 18：30 まで）

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

