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６月のイベントカレンダー

６月の主催イベント

トラブルカフェシアター第 20 回公演

★「心の酒です。岩手川展」 開催中！
期
時

間：4 月3日
（金）～ 7月12日（日）
間： 9:00 ～ 18:30

※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

★音楽劇「CABARET 阿部定の犬」
日

時：6 月13 日（土）19:00 開演（18:30 開場）
14 日（日）14:00 開演（13:30 開場）
会 場：浜藤ホール
入場料：【前売】一般 2,500 円（当日 2,800 円）
学生・シニア 2,200 円（当日 2,500 円）

★「寝言家族」
戦後70年記念朗読劇

『戦没農民兵士の手紙』
構成・演出：坂田裕一
出演：大塚富夫／小野寺斉子／大森健一
江幡平三郎／菊池与志和／甲斐谷望

トラブルカフェシアター第20 回公演

『 寝言家族』

時：6 月13 日（土）①14:00～ ②19:00〜
14 日（日）③14:00～
※開場は全て開演の 30 分前
※終演後にアフタートークがあります

問合せ：080-1827-9467（遠藤）

作・演出／遠藤雄史

（詳細は表紙をご覧下さい）

天体望遠鏡第 12 回公演

★「おばけのはなし」
日

時：6 月27日（土）①15:00～ ②19:00〜
28日（日）③13:30～
（開場は全て開演の 20 分前）
会 場：風のスタジオ
入場料：前売�大人 800 円／大学生以下 500 円
当日�大人 1,000 円／大学生以下 700 円

※シニア��65 歳以上

★ 朗読劇「戦没農民兵士の手紙」
日

日

時：6 月 21日（日）14:00 開演（13:30 開場）
（詳細は表紙をご覧下さい）

（※大学生以下��専門学校生も含む）

問合せ：080-3149-2911（川辺）

★「盛岡芸妓 お座敷体験講座」

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～
日 時：6 月 27 日（土）
（詳細は内面をご覧下さい）

その他の開催イベント
★ 音楽のたね
オカリナ〝おしゃべり”コンサート

日 時：6 月 7 日
（日）14:00～ 15:30（13:30 開場）
会 場：浜藤ホール
入場料：一般 500 円／小中高生 300 円／
未就学児無料（当日受付）
問合せ：019-697-1786（音楽のたね事務局 高橋）

★ ギター発表会

日 時：6 月 27 日（土）16:00～
会 場：浜藤ホール 入場料：無料
主 催：伊藤隆ギター教室 ルナ デ フェゴ
問合せ：090-5185-1248

今年は戦後７０年の節目の年です。鉢やグラスを使った生演奏
による幻想的な音楽、地元アナウンサーと演劇人の語りが、
平和の礎に幾多の血と涙が流れ、幾多の辛い別れがあった
ことや、残されたものの悲しみと切なく厳しい人生を伝えます。

2015年6月21日
（日）開演14：00（開場13：30）
【前売】 一

会場：浜藤ホール

般 ：1,200円（当日1,400円）
学 生 ・
（当日1,200円）
65歳以上シニア ：1,000円

もりおか町家物語館HPにてメール予約受付中！
◎当日会場にて、手紙等の展示も行います

阪神淡路大震災で家族を失った田口良彦は父親の
生家がある盛岡で成長し、大手自動車会社の部品を製
造する「生松鋳造」に勤務していた。
夢を追い続けていた家族が亡くなり、夢をもてない
自分だけが生き残ってしまったことを後悔し続け、人
との関わりを避けながら――。

2015 年 6 月13 日（土）①開演 14:00 ②開演 19:00

14 日（日）③開演 14:00

（開場は全て開演の 30 分前／終演後にアフタートークがあります）

会場：風のスタジオ

チケット� 前売／一般：1,000 円・高校生以下

800 円

000円
当日／一般：1,200 円・高校生以下 1，

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

【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://iwate-arts.jp/

【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

理事長コラム No.5

事業報告

今回も大盛況でした！

朗読劇「戦没農民兵士の手紙」

今回は山田湾ベーカリーさん、たこ焼きのたこ八さん、浜焼き屋さんにご出店いただいたほか、当館・喫茶ＤＯＭＡ
からも飲物販売の広場営業を行いました。どの屋台も大盛況で、お昼時には広場のテーブルも満席。大人の皆さんが美
味しい食べ物に舌鼓を打つ一方、子ども達には井戸が大人気で、順番待ちの行列ができるほどでした。今ではめっきり
見かけなくなった手押しポンプ式の井戸は、子ども達の目にはとても珍しくて面白いものに映るようですね。

いわてアートサポートセンターでは、これまで「高
橋克彦百物語」「戦没農民兵士の手紙」「語りの芸術
祭」などに取り組み、震災後は県内作家と協働して小
説集「１２の贈物」を復興支援朗読劇として上演させ
ていただくほか、賢治作品等によるリーディングカ
フェ事業も展開してまいりました。

てどらんごは毎年 2 回開催されています。次回は 10 月開催予定ですので、今回来られなかった方は要チェック！ぜ
ひいらして下さいね。

終戦当時、２０歳だった方は、今年９０歳になりま
す。当時を知る人は確実に少なくなってまいりまし
た。戦争で亡くなった方々の思いを風化させてはい
けません。

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

もりおか町家物語館 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）
※浜藤ホールのみ利用時は 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
【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･･･】

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。

喫茶DOMA からのお知らせ
★夏の新メニューが新発売！★

「盛岡芸妓 お座敷体験講座」
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～

申込詳細

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6月25日（木）17：00 必着

日差しが強くなってきた今日この頃。そこで暑い夏
にピッタリの、アイスコーヒーやビール、ワインなど
冷たいメニューが加わりました。塩サイダーやリンゴ
ジュースなどの人気メニューも引き続き提供してい
ます。ぜひお試しくださいませ！

ビール・ワイン
各４８０円

※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。
※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。

仏壇の上の鴨居にかけられた、軍装姿も凛々しい
兵隊の写真、編集委員の皆さんは、農家のあちこち
で、何度もこうした写真を見かけ、やっぱりこの家に
もと��と、何度も思わされ、生きて帰れたわが身と
思い比べ、複雑な感情を抱いてきたそうです。写真
が、私たちに何かを語りかけている。その訴えを聞か
ねばならぬ。何度もそのような思いに駆られてきた
そうです。

戦後７０年を記念して、この作品を再演すること
になりました。俳優では、小野寺斉子、大森健一、菊池
与志和の諸氏、ＩＢＣ岩手放送からは大塚富夫、江幡
平三郎、甲斐谷望のお三方の参加を得ての上演です。
大森、甲斐谷のお二人は初参加です。今回の出演者、
スタッフ全員が戦後の生まれです。誰一人、戦争の惨
禍を知らず、豊かで平和な日本で暮らしています。だ
からこそ、私たちは現代の語り部として伝えていか
なくてはなりません。

5/9（土）

・10（日）

春の強い風が吹き荒れる中の開催となりましたが２日間とも晴れ、鉈屋町の通りは大盛況！もりおか町家物語館で
も広場へ椅子とテーブルを並べ休憩所とし、屋台を出店しました。おかげさまで館内はたくさんのお客様で賑わいまし
た。

もりげき八時の芝居小屋で始まり、いわてアート
サポートセンターで大きく育ってきた表現に、岩手
ならではの「朗読劇」があります。

岩手ならではの朗読劇は「俳優」と「アナウンサー」
の協働が大きな特色であり、朗読劇に耐えうる文学
作品が岩手の地から数多く生まれてきているという
文学的土壌も欠かせません。また、劇団赤い風が、劇
団黒テントに影響を受けた「物語る演劇」の手法もそ
れに彩りを添え、時には鉢やグラスなどを利用した
劇団赤い風のオリジナルな生演奏も加わります。
「戦没農民兵士の手紙」は、文学作品ではありません
が、岩手県農村文化懇談会の皆様が丁寧に農村を回
り集めた作品です。

第１２回 盛岡町家 de 手づくり市「てどらんご」

！
予告

日 時：平成27年6月27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

高橋克彦プロデュース『ぼくらの時代展』

「浜藤の酒蔵」がお化け屋敷に大変身 !?
蔵の中に昭和のお化け屋敷を再現。プロデュース
は当館名誉館長の高橋克彦さんです！
夏の暑さも忘れちゃう「こわなつかしい」
お化け屋敷、ぜひ来てくださいね！
日時：7月18 日（土）～ 8 月 30 日
（日）
10:00～ 17:00（最終入場 16:30）

※7 月28 日（火）、8 月25日（火）
は休館日となります。

詳細は次号にて。
乞うご期待！

【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

音楽劇
「CABARET

阿部定の犬」

アングラ演劇を代表する劇団黒テント
の人気メンバー・佐藤信氏のヒット作『昭
和三部作』。その第一作目「阿部定の犬」
から 12 曲を、オリジナルキャストの 3
人が音楽劇として唄い語ります。舞台は
昭和 11 年。この年の日本を騒がせた大
事件といえば「2.26 事件」と「阿部定
事件」。この二つを掛け合わせた喜劇昭
（撮影：大洞博靖）
和の世界を是非ご堪能下さい。

日時：６月 13 日（土）19:00 開演（18:30 開場）
14 日（日）14:00 開演（13:30 開場）
料金：【前売】一般／ 2,500 円（当日 2,800 円）
65歳以上シニア・学生 ／ 2,200 円（当日 2,500 円）
もりおか町家物語館 HP にてメール予約受付中！

アイスコーヒー
４５０円

★６月の展示「FABRIC REPUBLIC」★

今月は、岩手を代表する若手作家の一人・浅倉伸さ
んの作品を展示します。クッションに油性マーカーで
ドローイングを施していくという独自の作風は、一度
見たら忘れられません。是非ご覧下さい！
≪浅倉伸さん

プロフィール≫

1971 年盛岡市生まれ。1994 年、早稲田大学社会科学部卒業。
2008 年、2007 年度岩手県美術選奨。2011 年、VOCA2011（上
野の森美術館）、個展（湘南くじら館）、’70、’80 年代生まれの
美術家たち、IMA ここで展（岩手県立美術館）。2014 年、個展

（ギャラリー彩園子）。他個展、グループ展多数。

日

★もりおかお酒の学校★
ワインとチーズのマリアージュ講座
★受講生募集！★

時：6 月 20 日（土）、7 月 11 日（土）
いずれも 16 時～ 18 時
講 師：福井富士子さん
（C.P.A 認定チーズプロフェッショナル）
受講料：各回 4,500 円（教材費込み）

6 月 20 日（土）
「簡単チーズの作り方」
��乳種別にチーズとワインを楽しみます。
7 月 11 日（土）
「日本のチーズを楽しむ」
��岩手のナチュラルチーズも登場します。

