
　　　平成２８年度　共催・後援・協賛事業一覧

事　　　　業　　　　名  会　　　場  主　催　者　名

4月9日 (土) ２０１６春のスペシャルコンサート
盛岡市民文化ホール
大ホール

盛岡一高・二高・三高・四高
合同演奏会実行委員会

4月16日 (土) ～ 6月5日 (日) ジョルジョ・モランディー終わりなき変奏ー展 県立美術館 岩手県立美術館

4月27日 (水) ～ 6月5日 (日) 第４５回盛岡芸術祭 盛岡市民ホール他 盛岡芸術協会

5月4日 (水) ～ 5月5日 (木)
華道家元池坊岩手中央支部創立４５周年記念
並びに青年部創立２５周年記念花展

いわて情報交流センター 華道家元池坊岩手中央支部

5月11日 (水) ～ 5月15日 (日) 第２２回玄游会書展 岩手県民会館展示室 玄游会

5月26日 (木) ～ 5月30日 (月) 第１５回岩手一先会かな書展　併催　学生作品展 岩手県民会館展示室 一先会岩手支局

6月3日 (金) ～ 6月5日 (日) 岩手県民長寿文化祭　第２８回作品展
盛岡市民文化ホール
展示室

公益財団法人いきいき岩手支援財団

6月5日 (日) 栗駒国定公園第３４回夏油温泉花まつり俳句大会 夏油高原温泉 夏油温泉開発連絡協議会

6月8日 (水) ～ 6月13日 (月) 第２７回公募水墨画展 岩手県民会館展示室 岩手県水墨画協会

6月18日 (土) ～ 8月21日 (日) 野口久光シネマ・グラフィック展 県立美術館 岩手県立美術館

6月22日 (水) ～ 6月26日 (日) 第１８回エスドアルト絵画展
盛岡市民文化ホール
展示室

エスドアルト

6月24日 (金) ～ 6月29日 (水) 第５８回エコール・ド・エヌ盛岡展 岩手県民会館展示室 エコール・ド・エヌ

6月25日 (土) コンサロ　中丸三千繪
岩手県民会館
中ホール

県民会館

6月27日 (月) ～　10月 第42回盛岡彫刻シンポジウム「彫刻の力」 盛岡市内 盛岡彫刻シンポジウム実行員会

6月30日 (木) 岩手県民会館　避難訓練コンサート
岩手県民会館
大ホール

県民会館

7月3日 (日) 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部」第７回定期演奏会
盛岡市都南文化会館
大ホール

岩手県立盛岡第四高等学校音楽部

7月3日 (日) ～ 7月6日 (水) 第１４回岩手県高等学校書道作品コンクール 岩手県民会館展示室 岩手書道協会

7月7日 (木) ～ 7月10日 (日) 第７０回岩手書道協会展 岩手県民会館展示室 岩手書道協会

7月10日 (日) 第２７回気仙地区合唱フェスティバル 住田町農林会館大ホール 第２７回気仙地区合唱フェスティバル実行委員会

7月14日 (木) ～ 7月15日 (金) ミュージカル「天使にラブ・ソングを」
岩手県民会館
大ホール

県民会館

7月15日 (金) 東京音楽大学校友会岩手県支部第１４回コンサート
盛岡市民文化ホール
小ホール

東京音楽大学校友会岩手県支部

7月15日 (金) ～ 7月17日 (日) 第１８回みちのく発進全国書道展 岩手県民会館展示室 岩手席書連盟

7月16日 (土) 花巻ユネスコ・ペ・セルクル５０周年記念演奏会 花巻市文化会館 花巻市民芸術祭実行委員会

7月16日 (土) 第18回みちのく発進全国書道展 岩手県民会館第2展示室 岩手席書連盟

7月23日 (土) ～ 7月26日 (火) 第１０回岩手山友会絵画展 プラザおでってギャラリー 岩手山友会

7月30日 (土) ～ 7月31日 (日)
全日本吹奏楽コンクール第５４回岩手県大会
高等学校・小学校・職場・一般の部

北上市文化交流セン
ター

岩手県吹奏楽連盟

8月3日 (水) ミュージカル「南太平洋」
久慈アンバーホール
大ホール

県民会館　久慈アンバーホール

8月5日 (金) ～ 8月7日 (日) 平心会書道展　～生活の中に書のある人生～ 盛久ギャラリー 書道研究　平心会

8月6日 (土) ～ 8月7日 (日)
全日本吹奏楽コンクール第５４回岩手県大会
高等学校・大学・中学校の部

岩手県民会館
大ホール

岩手県吹奏楽連盟

8月11日 (木) 鶴岡たみ子マリンバ演奏会 馬っこパーク・いわて 鶴岡たみ子とマリンバを楽しむ会

8月17日 (水) ～ 8月19日 (金) 第１１回全国高校生短歌大会
姫神ホール
盛岡劇場

全国高校生短歌大会実行委員会

8月21日 (日) 混声合唱団北声会第５０回記念定期演奏会
盛岡市民文化ホール
大ホール

混声合唱団北声会

8月21日 (日) 第２回いわてヤングフェスィバル キャラホール
いわてヤングフェスティバル実行委
員会

 期　　　　日



9月3日 (土) ～ 10月16日 (日) 岩手国体関連事業　岩手の現代美術家たち展（仮） 県立美術館 岩手県立美術館

9月3日 (土) 第６５回岩手県青年大会文化部門 岩手県青少年会館 岩手県青年団体協議会

9月10日 (土) ～ 9月11日 (日) いわてＪＡＺＺ ２０１６
岩手県民会館
中ホール

県民会館

9月14日 (水) コンサロ　前橋汀子
岩手県民会館
中ホール

県民会館

9月19日 (月) ざ・ＣＬＡＳＳＩＣ　２０１７　オーディション
岩手県民会館
中ホール

県民会館

9月19日 (月) 第５３回現代舞踊東北合同公演
盛岡市民文化ホール
大ホール

一般社団法人現代舞踊協会

10月8日 (土) 第２７回東日本合唱祭 一関文化センター 東日本合唱祭実行委員会

10月19日 (水) ～ 10月30日 (日) 現展東北展２０１６選抜小品展 盛久ギャラリー 現代美術家協会東北支部

10月20日 (木) ～ 11月26日 (土) 第３０回気仙芸術祭文芸祭
大船渡市、陸前高田市
内

気仙地区芸術文化協会連絡協議会

10月20日 (木) ～ 10月23日 (日) 第1回東北現展 ギャラリーアイーナ 現代美術家協会東北支部

10月22日 (土) ～ 10月24日 (月)
「東日本大震災復興の架け橋」第１６回全国
障害者スポーツ大会

岩手県内
希望郷いわて国体・希望郷いわて大
会実行委員会

10月28日 (金) 第３０回九戸村産業・芸能文化まつり
九戸村体育センターほ
か

第３０回九戸村産業・芸能文化まつ
り実行委員会

10月28日 (金) ～ 10月30日 (日) 第４８回美雲社書展
盛岡市民文化ホール
４階展示室

第４８回美雲社書展実行委員会ほか

10月29日 (土) ～ 10月30日 (日) 草月流９０周年記念２０１６年岩手県支部いけばな展
パルクアベニュー
カワトク

草月流岩手県支部

10月29日 (土) ～ 12月11日 (日) ＢＩＢ５０周年ブラティスラヴァ世界絵本現画展 県立美術館 岩手県立美術館

10月30日 (日) けせん「第九を歌う会」演奏会 大船渡市民文化会館
けせん「第九を歌う会」inおおふな
と実行委員会

11月3日 (木) ～11月11月6日 (日) 第２６回新構造岩手支部展 盛岡市民文化ホール 新構造社岩手支部

11月3日 (木) 第４５回岩手教育芸術祭　岩手県婦人合唱発表会 都南文化会館キャラホール 岩手教育芸術祭事務局

11月5日 (土) ～ 11月7日 (月) 気仙芸術祭３０周年記念事業
キャピタルホテル1000
市コミュ二テイホール

気仙地区芸術文化協会連絡協議会

11月12日 (土) パレッタコンサート２０１６
盛岡市民文化ホール
小ホール

女性合唱団コールパレッタ

11月12日 (土) ～ 11月15日 (火) 第４５回岩手教育芸術祭　美術展 岩手県高校教育会館 岩手教育芸術祭事務局

11月16日 (水) ～ 11月20日 (日) 第４７回岩手工芸美術展 エスポワールいわて 岩手工芸美術協会

11月17日 (木) ～ 12月3日 (土) 第24回岩手県障がい者文化芸術祭 盛岡市内
岩手県障がい者社会参加推進セン
ター

11月17日 (木) ～ 11月20日 (日)
第４０回一般社団法人二科会写真部東北地区
公募展

八戸市美術館
一般社団法人二科会写真部東北支部
二科会写真部青森支部

11月18日 (金) ～ 11月20日 (日) 第１５回岩手県中学校総合文化祭
岩手県民会館
大ホール、展示室

岩手県中学校文化連盟

11月19日 (土) 第４５回岩手教育芸術祭　講演会 盛岡劇場メインホール 岩手教育芸術祭事務局

11月23日 (水) ～ 11月28日 (月) 第２２回東北新象展
江釣子シッピングセン
ター

新象作家協会東北事務所

11月23日 (水) ～ 11月27日 (日) 第５０回岩手一東書道会かな書作展
岩手県民会館
第１・２展示室

一東書道会岩手支局一盛会

11月23日 (水)
第５７回紅白民謡の祭典・
岩手民謡フェステイバル”１６

花巻温泉ホテル紅葉館 岩手県民謡保存会

11月25日 (金) ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団
岩手県民会館
大ホール

県民会館

11月28日 (月) パスカル・ロジェ
岩手県民会館
中ホール

県民会館

11月30日 (水) 舞台　遠野物語
岩手県民会館
大ホール

県民会館

12月3日 (土) ～ 12月4日 (日) 第２２回盛岡文士劇公演 盛岡劇場メインホール 盛岡文士劇公演実行委員会

12月4日 (日) ～ 12月26日 (月) 第15回けやきチャリテイ小作品展
ギャラリースペース
「けやきラウンジ」

とうわ　けやきの会

12月10日 (土) ～ 12月11日 (日) ミュージカル　ミス・サイゴン
岩手県民会館
大ホール

県民会館



12月7日 (水) ～D5712月10日 (土) 第１６回創玄会北光「書と印影展」
テレビ岩手
１階ギャラリー

書道研究　創玄会

12月10日 (土) ～ 12月11日 (日) チームラボ 岩手県民会館展示室 県民会館

12月13日 (日) 第５７回民踊フェステイバル 岩手県民会館 岩手民舞研究会

12月23日 (金) ～ 2月19日 (日) 生誕１３０周年五味清吉展 県立美術館 岩手県立美術館

1月11日 (水) ～ 1月15日 (日) 佐賀勝美油絵個展
おでってプラザ
盛岡市民文化ホール

佐賀勝美

1月14日 (土) ～1月１５日1月15日 (日) 全日本アンサンブルコンテスト第３７回岩手県大会 奥州市文化会館 岩手県吹奏楽連盟

1月15日 (日) 岩手の民謡をたずねて
岩手県民会館
大ホール

県民会館

1月28日 (土) ～ 1月29日 (日) 盛岡文士劇東京公演
紀伊國屋ホール（東京
都）

盛岡文士劇東京公演実行委員会

1月21日 (土) ～1月１５日1月22日 (日) 第２６回岩手県合唱小アンサンブルコンテスト キャラホール 岩手県合唱連盟

1月22日 (日) いわて吹奏楽祭２０１７
岩手県民会館
大ホール

県民会館

2月6日 (月) 岩手の大地に舞う
岩手県民会館
大ホール

県民会館

2月10日 (金) ～1月１５日2月12日 (日) A4紙すき絵画の世界の・・・・・・・・・
プラザおでって
2階ギャラリー

盛岡杉生円、盛岡アビリティーセン
ターひめかみのカゼ

2月11日 (土) 岩手県民俗芸能フェステイバル
県民会館

一般社団法人岩手県文化財愛護協会

2月26日 (日) ざ・ＣＬＡＳＳＩＣ　２０１７　
岩手県民会館
中ホール

県民会館

3月1日 (水) ～ 3月5日 (日) 第20回いわて・きららアート・コレクション 盛岡市民文化ホール いわて・きららアート協会

3月14日 (火) ～ 3月16日 (木) 第40回北日本書道専門学院展
岩手県民会館
第１・２展示室

北日本書道専門学院、游神会

3月18日 (土) ～ 3月24日 (金) 第４５回岩手県小・中・高校書写書道作品コンクール展示会
岩手県民会館
第１・２展示室

岩手県書写書道教育研究会

3月23日 (水) Corale a Piacere　第１回コンサート 盛岡市民文化ホール Corale a Piacere

3月26日 (日) 第29回むさしの会コンサート
県民会館
中ホール

武蔵野音楽大学同窓会岩手県支部


