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１月のイベントカレンダー

１月の主催イベント

●１/２４ （土）
●1/17 （土）

いわて文化支援フォーラム～
映画 「物置のピアノ」 上映会＆
フォーラム 「震災後の文化活動を考える」

第一部 「映画 『物置のピアノ』 上映会」
【時 間】 13:00 ～ 14:55
【場 所】 もりおか町家物語館 浜藤ホール
【入場料】
一般…[ 前売 ]1,200 円 [ 当日 ]1,500 円
65 歳以上シニア ・ 学生…[ 前売 ]1,000 円 [ 当日 ]1,200 円
第二部 「フォーラム 『震災後の文化活動を考える』」
【時 間】 15:00 ～ 16:00
【場 所】 もりおか町家物語館 浜藤ホール
【入場料】 無料
【テーマ】 「震災後の文化活動について～音楽のたねをまこう」
【出 演】 似内千晶 さん （映画 「物置のピアノ」 監督）
寺崎巌 さん （いわてフィルハーモニー代表）
聞き手 ： 飯田裕美子さん （共同通信社）
----------------------------【主 催】 いわて文化支援ネットワーク、
特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター
【問合せ】 いわて文化支援ネットワーク （事業担当 ： 打田内）

「我こそが名探偵である！」

謹賀
新年
新年明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

14:00
大慈清水お休み処
1,000 円
盛岡まち並み塾
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作・しおん

1/24（土）

17：00 開場、17：30 開演

「新春 盛岡弁カルタ大会」

【開演時間】
【会 場】
【会 費】
【主 催】

が
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【公演日時】

●1/10 （土）

町家で神楽 「見前宮崎神楽公演」

紫波総合高校 演劇部公演

で

鉈屋町界隈イベント情報

●1/31 （土）

作 ・ しおん
※詳細は表面をご覧ください

」
！
る
あ

チケットはもりおか町家物語館母屋 ・
総合案内ほか市内プレイガイドにて発売中！

【時 間】 13:00 ～
【場 所】 大慈清水お休み処 ※参加無料
【読み手】 畑中美耶子さん （もりおか歴史文化館館長）

紫波総合高校 演劇部

【会場】
昨年はもりおか町家物語館にたくさん遊び

に来ていただき、ありがとうございました。
2015 年もいろいろなイベントを企画してお

待ちしていますので、ぜひ皆さんで鉈屋町・
もりおか町家物語館に遊びに来て下さいね！
マチコ・モリオ

いわてアートサポートセンター
風のスタジオ

入場無料

●２/ １ （日）

不来方高校 演劇部

（公演詳細につきましてはいわてアート
サポートセンターまでお問い合わせ
ください。）

いわてアートサポートセンター
施設案内
施設１

風のスタジオ

８０人〜１２０人収容規模の創造交流・体験空間
です。主にフォーラムや演劇、音楽などに活用
できます。（大音量のロック等は使用できません）

施設２

風のギャラリー

施設３

リハーサル室

およそ８０平方メートル（２４坪）の
多目的スペースです。
意欲的な活動の場として広くご利用ください。

多目的なワークショップ会場として
利用されます。土足禁止です。

基本利用料（金額はすべて税抜）
一般 ( 税別 )
施設名

風のスタジオ
リハーサル室

風のギャラリー

４時間単位 １日単位
6,000 円

15,000 円

−

10,000 円

1,800 円

4,500 円

１週間単位
72,000 円

22,500 円

50,000 円

風のスタジオ〈共通〉付帯設備費はゲネプロ及び本番 1 回につき
4,000 円（税別）です。

館長コラム No.３

平成 26 年度もりおか町家物語館自主事業 ( 予告 )

「 町家の雪あかり」

「したまち小劇場祭〜一人芝居シリーズ〜」（会場 ： 浜藤ホール）

みなさん、あけましておめでとうございます。も

【開館時間】 9 ： 00 ～ 19 ： 00 （入館は 18 ： 30 まで）

りおか町家物語館は昨年 7 月に開館以来、たくさん
スタートを切ることができました。とはいえ初めて

■前売り券…通し券 (1 作品１回 ) 一般前売り 4,000 円／シニア・学生 3,800 円
一回券 ( 日にち指定 )
一 般
1,500 円／シニア・学生 1,300 円
＜一回券は、もりおか町家物語館で予約受付＞
電話 019－654－2911 ／メールフォーム http://machiya.iwate-arts.jp

の冬、現在は降雪や凍結・寒さなどの対策にさまざ

■当日券

のお客様においでいただきまして、なんとか順調に

ま振り回されている毎日です。
そんな少々厄介者の雪や氷や寒さですが、プラス
思考で楽しんじゃおう！

ということで、
「町家の雪

あかり」というイベントを企画しています。これは
盛岡城跡公園をメイン会場に 10 年前から行われてき
た「もりおか雪あかり」のサブ会場として当館の広
場を中心に開催するもの。実は過去 10 年間、私が雪
像のデザインや会場のレイアウトを担当してきまし
たが、11 回目を数える今年はこの町家の広場に精力

施設案内
【場所】 盛岡市鉈屋町 10－8

…一回当日券 ( 一般・シニア・学生共通 )

〈其の壱〉伊勢

二朗（劇団「赤い風」）

【入館料】 無料
～お知らせ～

< 町家のプレイガイドがスタートしました！＞

「おつむてんてん」 作・演出：藤原正教

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･･･】

大正、昭和を生きてきた「たいこもち」糸八の物語を一人芝居で演じます。

貞美（フリー、元状況劇場）「白鳥の歌」

年末年始 ： 12/29 ～ 1/3
※一部企画展は有料の場合があります。

1,800 円

平成 27 年 2 月 25 日（水）
、26 日（木）各回開演 19:00（開場 18:30）
〈其の弐〉坂元

※浜藤ホール利用時のみ 21 ： 30 まで
【休館日】 毎月第 4 火曜 （休日の場合はその翌日）

作：A. チェーホフ

りんき

こま

落語「悋気の独楽」

平成 27 年 2 月 28 日（土）
、3 月 1 日（日）各回開演 14:00（開場 13:30）

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。

小さな田舎町の劇場で、誰もいなくなった舞台に老役者が酔って独りさまよいながら、若い頃の自分の青春と芝居
に命をかけた情熱を回想します。人生の空虚さ、老年の寂しさと悲しみを描いた作品を一人芝居で演じます。そのほ
か、女性の嫉妬をテーマにした落語「悋気の独楽」の 2 本立て。
〈其の参〉畠山

泉（元「劇団わらび座」）

「新宿お七～ロンググッドバイ～」
作：寺山修司 構成：坂田裕一 演出：おきあんご

を傾けて、冬の新しい遊び場作りに励みたいと考え

平成 27 年 3 月 4 日（水）
、5 日（木）各回開演 19:00（開場 18:30）

あけましておめでとうございます。

ています。

学生運動盛んな 1968 年におきた「新宿騒乱事件」に「八百屋お七」を重ね合わせ、セーラー服の女子高生が学生
運動に身を投じる学生と恋に落ちる物語。
「騙したひとを怨むより信じたあたしを笑いましょう。どうせあたしは新宿
の口紅無常のズベ公で身のほど過ぎた恋でした (「新宿お七」より )。1966 年に発表された寺山修司の長編詩「ロング
グッドバイ」との構成で演じます。

今年も、大好評の冬限定メニュー

会期は 2 月 12 日（木）〜 14 日（土）ですが、広
場に降った雪を集めておいて 1 月下旬から少しずつ、
雪像や雪あかり（ミニかまくら）作りを開始します
ので、是非みなさんも一緒に参加しませんか？

も

ちろん作り方は当館のスタッフがお教えいたします。
そして、もりおか町家物語館で「雪あかり」の作り

〈其の肆〉桐谷

夏子（劇団「黒テント」）

「台所のメディア」 作：山元清多

「ほっとりんごジュース」や、定番の
「森のコーヒー」「町家ブレンド」など
暖かいお飲み物を用意してお待ちし

平成 27 年 3 月 7 日（土）
、8 日（日）各回開演 14:00（開場 13:30）

ております。

夫を守るため、故郷を捨て、親を捨て、敵を殺した。その夫に裏切られた怒りで、愛人やついには我が子まで手に
かけたギリシャ悲劇「王女メディア」
。夫に裏切られた女が台所で回想する中で次第に「メディア」と交錯していき
ます。彼女のモノローグは、どこまでが彼女自身の話で、どこまでが作り話なのか？フィクションだらけの話の中に
浮かんでくる彼女の真実とは？

おいしいケーキを食べながら、喫茶
ＤＯＭＡでゆっくりしませんか？

方を覚えたら、みなさんの家の前で邪魔者にされて
いる雪山に手を加え、キャンドルを入れて灯してみ

2015 年もりおか
雪あかりのお知らせ

るのも楽しいですよね。
最終日の 2 月 14 日は聖バレンタインデーです。
今年のデートコースに、鉈屋町界隈やもりおか町家
物語館を加えてみてはいかがでしょうか？
・・・ 「今日は大慈寺（大事）な話があるんだ！」
「まぁ、鉈屋町（なんでしょう）？

新穀町（深刻

そう）な顔して」「僕は、
君が神子田（好きだ）！！」
「ホント？」「この気持ちは、永遠に川原町（変わ
らない）！」 ・・・なんちゃって。
雪あかりを見ながら、あたたかい素敵な物語を紡

年もりおか雪あかり・サブ会場
になりました。当館は雪あかり
スタンプラリーの設置場所とな
っております。スタンプの数に
応じて景品も用意されていると
か。詳しくは、もりおか雪あか
り 2015 ホームページをご覧下
さい。

【開催日】2015 年 2 月 12 日 ( 木 )〜14 日 ( 土 ) 17 時 -20 時

いでいってほしいものですね。

もりおか町家物語館 館長

もりおか町家物語館が、2015

長

内

努

【テーマ】
「つたえよう❤感謝」
【Ｈ

Ｐ】http://www.odette.or.jp/moriokayukiakari/

「絵になる盛岡」
カレンダー

2015 年盛岡観光カレンダー
母屋 ・ 総合案内にて販売中！
◎日・英・繁体字※3 カ国語に対応
※繁体字……台湾、香港など

◎2015 年 1 月から 2016 年 4 月までの
16 カ月分をワイドに収録
◎クリア封筒入りでそのまま発送可
（メール便・郵送）

◎切り取り観光絵ハガキ付き !（4 枚入り）
◎一部 1,000 円（税込）
お土産としても、遠方への贈り物としても
使えます！お求めはもりおか町家物語館
母屋・総合案内にてどうぞ！

鉈屋町の春の風物詩
「旧暦の雛祭り」が、
今年も開催されます！
【日時】4 月 11 日（土）、12 日（日）10 時〜 16 時
【通行手形】500 円

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

〒020-0878
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

