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５月の主催イベント

盛岡北高等学校演劇部独立公演

★「心の酒です。岩手川展」 開催中！
期
時

※毎月第４火曜日は休館日となります

入場料：300 円（小学生 150 円）
会

※団体割引10人以上／一人につき50円引

場：大正蔵 2F・時空（とき）
の展示室

『心の酒です。岩手川展』 関連企画

★「ギャラリートーク
～盛岡町家の酒蔵物語～」
日
講

★「めぐり逢い」作・梅野

間：4 月3日
（金）～ 7月12日（日）
間： 9:00 ～ 18:30

CABARET

阿部定の犬
黒テントのオリジナルキャストが唄い踊る

『喜劇昭和の世界・欲情篇』

天体望遠鏡第12回公演

『おばけのはなし』
作・演出／川辺健
出演：小野智明／小林康子／清水みゆき／石渡大地／他

時：5 月30 日（土）16:00 ～ 17:00
師：渡辺敏男 氏

★「おばけのはなし」
日

時：6 月27日（土）①15:00～ ②19:00〜
28日（日）③13:30～
（詳細は表紙をご覧下さい）

施設 1

受講料：無料（別途入場料 300 円がかかります）
会 場：大正蔵 2F・時空の展示室
（詳細は内面をご覧下さい）

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

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下さい。

★「盛岡芸妓 お座敷体験講座」

施設 3

盛岡町家と芸妓とお座敷遊び
～ちょっと懐かしくて、
ちょっと優雅な体験～

リハーサル室

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。

一般利用料（税別）

日
時：平成27年5月23日（土）13：30～14：30
会
場：母屋2F 座敷
参 加 料：お一人様3,000円（お抹茶・お菓子付）
定
員：20人
申込方法：電話、FAX、
メールのいずれかの方法で、
下記にお申し込みください。
申込締切：平成27年5月22日（金）17：00 必着

【お問い合わせ・申し込み先】
もりおか町家物語館
TEL：019-654-2911／FAX：019-654-2913
E-mail：machiya@iwate-arts.jp
【主催】
（公財）盛岡観光コンベンション協会
盛岡芸妓後援会
特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター

天体望遠鏡第 12 回公演

いわてアートサポートセンター 施設案内

（一級建築士、盛岡まち並み塾事務局長）

※お申し込みの際は、
お名前（ふりがな）／ご住所／
ご連絡先／年齢性別（以上は必須）／
メールアドレス
（任意）をお知らせください。
※6月以降第4土曜日開催予定
※定員になり次第締め切りとさせて頂きます。
※その他ご不明な点がございましたら下記までお問い
合わせください。

咲優
日 時：5 月16日（土）開演 14:00（開場 13:30）
入場料：無料

施設名

4 時間単位

リハーサル室

1,800 円

風のスタジオ
風のギャラリー

1 日単位

一週間単位

4,500 円

22,500 円

6,000 円

15,000 円

―

10,000 円

72,000 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 円です。

発行者
あの劇団＜黒テント＞の喜劇昭和の世界「阿部定の犬」
（1975年）より、劇中歌 12 曲をオリジナルキャストの
新井純／服部吉次／石井くに子が唄い語る！
（ピアノ：黒田京子）

2015年 6月 13日（土）開演 19：00（開場18：30）

14日（日）開演 14：00（開場13：30）
会場：浜藤ホール

般 ：2,500円（当日2,800円）
学 生 ・
（当日2,500円）
65歳以上シニア ：2,200円

【前売】 一

もりおか町家物語館HPにてメール予約受付中！

深夜の病院、救急待合室。娘の診察を待つホロ酔いの男。そこ
で出会ったばあさんはなぜか消えたり出てきたり。静かな待
合室で妄想を膨らませる男は次第に「ある」事に気が付く�
怖くない、涼まない、大した事件は起こらない。少し不思議な
50 分の「おばけのはなし」

2015 年 6 月 27日（土）①開演 15:00 ②開演 19:00

28日（日）③開演 13:30

（開場は全て開演の 20 分前です）

会場：風のスタジオ

チケット� 大人：1,000 円／学生以下 700 円
前売り（予約）は 200 円引き

問合せ�080-3149-2911（川辺）
sanseinotentainanodaa@ezweb.ne.jp

特定非営利活動法人
いわてアートサポートセンター

【事務局／風のスタジオ】

〒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/

【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

事業報告

館長コラム No.5
今年の桜の開花は例年より早かったですね。
満開の桜の花を見ていると「あぁ、もうすっかり
春になったんだな」と感じ、ようやくスタッドレ
スタイヤを夏用と交換しはじめる僕なのでし
た。
（山の方に住んでいるもので割と遅め）

ところで「もりおか町家物語館」にも桜の樹が
あるのを知っていました？ 何処って・・・駐
車場周辺に。井戸の脇に１本、広場前の駐車場入
口両側に１本ずつ、ユニバース側の敷地角に２
本、合計５本の桜があったのでした。その名前は
「モリオカシダレ」。

「モリオカシダレ」は、1920 年（大正 9 年）に名
須川町の龍谷寺境内で発見され、国の天然記念
物に指定されている桜の品種です。ソメイヨシ
ノに似ているけれど枝が垂れていることや成長
した葉の裏側や子房、花柱がほとんど無毛、花の
色が白いことが特徴で、幹から直接花を咲かせ
る姿などは、ソメイヨシノとは異なる美しさが
あるそうです。
まだまだひょろんと細くて背も低く、弱々し
い感じですが、この先「もりおか町家物語館の広
場でお弁当ひろげてお花見」・・・なんていう
日も遠くない気がします。

昨年７月に当館がオープンを迎えたとき、広
場の白い舗装と蔵の白壁の強い照り返しで、広
場がまるで海辺かと錯覚したのを思い出しま
す。これからここで初めて迎える季節、どんな発
見や出会いが待っていることでしょう？ とて
もワクワクします。

そしてたくさんのお客様方に、この場所を舞
台にした楽しい物語をどれほど感じていただけ
るのか。あらためてスタッフ一同、気持ちを引き
締めていきたいと思っております。
・・・「春」や「桜の花」は、人を前向きにさせて
背中を押してくれる、そんな力を内包している
ようですね。
館長

長内

もりおか町家物語館 施設案内

が今年も開催されました！

「町家物語館の桜」

もりおか町家物語館

盛岡町家 旧暦の雛祭り

4/11（日）
・12（土）

努

【場

初日はあいにくのお天気となりましたが、もりおか町家物語館でもステー
ジ発表やオープニングセレモニーが行われ、館内はたくさんのお客様で賑わ
いました。

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 21:30 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

フイレフア カレオラニ フラスクールの皆様によるフラダンスを皮切り
に、藤原翼さんによる津軽三味線の演奏、若柳流・藤間流の皆様による日本
舞踊・子供舞踊、肴町にこにこクラブの皆様による盛岡音頭、消防団の皆様
による音頭上げなどなど、多彩なステージに浜藤ホールは大賑わいとなりま
した。母屋・常居でも阿部正雄さんによる小鼓・能笛の演奏会が行われ、飾
られた雛人形とあいまって雰囲気たっぷりの素敵な演奏でした。

【入 館 料】無料

※一部企画展は有料の場合があります。

町家のプレイガイドをご利用下さい！

母屋案内所に、プレイガイドを設置しております。
【販売を希望される皆様へ･･･】

2 日目は見事な快晴。風の広場ではたこ焼き、薄焼き、かきの浜焼きなど、
たくさんの屋台がお客様で賑わっていました。

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。

北島貞紀（Smile Cats）& ERYCA 雛 day jazz ライブ
雛祭り初日の 11 日（土）に開催された「北島貞紀（Smile Cats）&ERYCA 雛 day

喫茶DOMA からのお知らせ

jazz ライブ」。昼間の賑やかさからは打って変わって、夜はワインを片手に大人の
時間を過ごして頂きました。

雛祭り開催期間中ということで、女性サックス奏者・ERYCA（エリカ）さんをゲ

ストに迎えてのライブは大盛況。サックスとピアノ・Smile Cats の皆さんによる
迫力あるバンド演奏に、浜藤ホールはムード満点。FM パーソナリティとしても活
躍されている北島さんと ERYCA さんによる軽妙なトークには客席から何度も笑
い声が起こり、会場は大いに盛り上がりました。

★ギャラリー展示★

今月は、昨年の岩手県芸術祭美術展・現代美術部門
にて芸術祭賞を受賞された若手の注目作家・工藤奈
月さんの作品を展示しています。
工藤さんは、独自の技法で平面の作品を制作されて
いる作家さんで、透明感のある白とブルーの色合い
が、とても綺麗で幻想的です。
喫茶 DOMA ではただいま、
夏に向けた新メニューも検討
中です。おでかけにピッタリな
これからの季節、ぜひ喫茶DO
MA へお越し下さい！

三上紀子 民謡ショー 〜桜さけ、春爛漫〜
二日目の 12 日（日）には、人気・実力を兼ね備え、民謡グランプリ大賞
にも輝いた女性民謡歌手・三上紀子さんによる「三上紀子 民謡ショー

～桜さけ、春爛漫～」を開催しました。民謡はもちろん、三味線や踊り
を交えた春らしい明るく華やかなステージは、まさに雛祭りにピッタ
リ。晴天にも恵まれ、こちらも大盛況となりました。

鉈屋町界隈イベント情報

事業予告

心の酒です。岩手川展 関連企画

『ギャラリートーク 〜盛岡町家の酒蔵物語〜』
「心の酒です。岩手川展」にあわせて出版した冊子の中から、岩手川酒造の歴
史や鉈屋町界隈の町家について、展示品を見ながら解説をたっぷりお聞きし
ます。まだ展示をご覧になっていない方はもちろん、もうご覧いただいた、
という方もまた新たな発見をすることが出来るかも！？
ぜひお越し下さい！

日
講

時：5 月30 日（土）16:00 ～ 17:00
師：渡辺敏男 氏

（一級建築士、盛岡まち並み塾事務局長）

受講料：無料（別途入場料 300 円がかかります）
会 場：大正蔵 2F・時空（とき）の展示室

※冊子は、展示室と母屋・総合案内にて 300 円で販売中です

『てどらんご』に来たら、
もりおか町家物語館も
要チェック！

「てどらんご」の 2 日間は、もりおか町家物語
館・風の広場にテーブルとイスを並べ、休憩
スペースとして開放いたします。
また、同じく風の広場にて、浜焼きやパン屋
さんなどの出店も予定しております。喫茶
DOMA では、暑い日にうれしい冷たいお飲物
のほか、なんとビールも販売！
鉈屋町にお越しの際は、ぜひもりおか町家物
語館にお立ち寄り下さいませ！

★第12 回手作り市「てどらんご」
期
時
場
主
協

間：5 月 9 日（土）～ 10 日
（日）
間：10:30 ～ 16:00
所：盛岡市鉈屋町界隈
催：もりおかワカものプロジェクト
力：盛岡まち並み塾／株式会社あさ開／
もりおか町家物語館
後 援：盛岡市
問合せ：090-1497-9884（くろさわ）
090-7527-0609（ちば）
mail ／morioka_wakamono_project@yahoo.co.jp

※当日は、もりおか町家物語館駐車場が満車となり、
ご利用いただけないことが予想されます。
臨時駐車場（神子田朝市第 2・3 駐車場）をお使い
頂くか、公共交通機関でのご来場をお願い致します。

