
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公会堂だより 
公会堂ホームページが新しくなりました！ 

公会堂ホームページがリニューアルしました。作成していただいたのは、   

「盛岡情報ビジネス専門学校システム系学科２年２組」の方々です。黄色の

アイコンが特徴的で、アイコンにマウスカーソルを乗せると、メニューが  

下へスライドして出てくる仕組みになっています。 

 その他にも、催事案内ではイベントのポスターが掲示され、詳しい情報が

分かるようになっており、また公会堂からのお知らせ欄も追加されています。 

 ぜひ、ご覧になってみてください！！ 

（公会堂ホームページ URL：http://www.iwate-kokaido.jp） 

 

岩手県公会堂 

発行 希望橋グループ（岩手県公会堂 指定管理者） 

平成 26 年 10 月 16 日発行（Ｎｏ．２） 

 

「武者絵百人展」開催決定！ 

 公会堂文化祭 2014 と同時に公会堂大ホール、ホワイエにて    

「第 3 回相馬野馬追
そ う ま の ま お い

武者絵百人展」が開催されます。 

この展示会は、福島県相馬市の歴史ある行事、「相馬野馬追」を  

応援するチャリティ企画として始まっています。3.11 の大震災  

により規模縮小を余儀なくされた「相馬野馬追」を応援するために、

50 名に及ぶ漫画家、イラストレーターが「相馬野馬追」に因んだ 

作品を提供し、提供された作品は図録に収録・販売して、販売収益

を被災地に寄付しています。 

当日は公会堂大ホールに総数 100 枚以上の武者絵が展示され、 

作品を収録した図録を会場にて販売いたします。また、イラスト等

のチャリティ販売も開催されます。さらに、１１月１日（土）   

13 時より現役漫画家、イラストレーターなどによるトークライブも

開催されます。 

ご来館された際には、ぜひこちらにもお立ち寄りください！ 

開催期間：１０月３１日（金）～１１月２日（日） 

（トークライブ：１１月１日（土）１３時～） 

この「武者絵展」は日本各

地での展示のほかに、 

2014年７月 6日にフラン

ス・パリで行われた JAPAN 

EXPOにも展示されました！ 

岩手県公会堂文化祭２０１４ 展示・発表詳細 

 １０月３１（金）～１１月２日（日）に開催される「公会堂文化祭２０１４」の展示・演奏発表をしていた

だく団体をお知らせいたします。日頃公会堂をご利用いただいて活動している団体の方々の作品展示や  

演奏発表ですので、ぜひご来館ください。また、一部の団体ではお客様が作品を制作できる体験コーナーも 

ありますので、こちらの方にもぜひお立ち寄りください。 

参加団体～作品展示部門～  

洋裁 オームラ洋裁教室 

書道 

書道研究信風会 

かな書道（阿部） 

かな書道（野田） 

ペン字 ペン字講座 

ちぎり絵 しゅんこうちぎり絵サークル 

押花 ゆめ花倶楽部押し花教室 

珠算 岩手珠算学院 

木目込人形 木目込人形サークル（邦纓会） 

繭工芸 工房 夢繭*花 

布絵 岩手県高齢者福祉生活協同組合布絵教室 

刺繍 戸塚刺しゅう協会 盛岡支部 

折り紙 さくら会 

絵画 

(一社）深沢紅子野の花美術館 

佐々木紅水彩画教室 

宙の会 

やちだもの家 

パッチワーク パッチワーク キルト友 

 

演奏・発表会タイムテーブル（予定） 

１０月３１日(金)  15:30～16:15  山口流篠笛 桐音の会 

１１月１日(土)   13:00～14:00  岩手珠算学院 

１１月２日(日)   

【午前の部】   10:00～10:45  山口流篠笛 篠の音モリーオ 

11:00～11:45  八重樫ギター教室 

 

【午後の部】   13:00～14:00  琴伝流大正琴 琴栄会 

         14:15～15:00 ﾚﾌｱ･ﾏﾓ･ｵ･ｱﾘｨ･ﾌﾗｽﾀｼﾞｵ 

参加団体～演奏・発表部門～  

大正琴  琴伝流大正琴 琴栄会 

篠笛 
 山口流篠笛 篠の音モリーオ 

山口流篠笛 桐音の会 

珠算  岩手珠算学院 

クラシックギター  八重樫ギター教室 

フラダンス  ﾚﾌｱ･ﾏﾓ･ｵ･ｱﾘｨ･ﾌﾗｽﾀｼﾞｵ 

 

作品製作体験コーナー紹介 

○ミニ色紙 ちぎり絵制作 

団 体 しゅんこうちぎり絵サークル 

日 時 10/31(金)～11/2(日) 午前中まで 

場 所 2階 応接室 

参 加 費 無料 

募集人数 午前 3人 午後 3人（先着順） 

 

○かんたんクリスマスリース 

団 体 さくら会 

日 時 10/31(金)～11/2(日)午前中まで 

場 所 1階 14号室 

参 加 費 100円 

募集人数 随時受付 

 

○ステンドグラスキルト・ 

ハイビスカスのポーチ 

団  体 パッチワーク キルト友 

日  時 11/1(土) 10:30～13:00 

場  所 2階 24号室 

参 加 費 1000円（材料費） 

募集人数 10名 

 

 



 

 

 

 

 

 ９時～ 

１２時 

１３時～ 

１７時 

１７時３０分～ 

２１時３０分 

９時～ 

１７時 

１３時～ 

２１時３０分 

９時～ 

２１時３０分 

大ホール 9,255 23,145 27,765 32,400 37,035 41,655 

ギャラリー 750 1,100 1,500 1,850 1,950 2,340 

12～18人用 会議室 930 1,365 1,800 2,280 2,415 2,880 

18～30人用 会議室 1,365 1,800 2,520 3,165 3,255 3,990 

72人用 21号室 3,090 4,785 7,410 7,875 9,105 10,650 

117人用 26号室 3,240 5,400 8,025 8,640 10,185 11,730 

6人用 応接室 1,200 1,760 2,340 2,960 3,150 3,740 

18人用 特別室 1,760 2,340 3,250 4,110 4,230 5,180 

今後の催事 

１１月２９日(土) 

【金藤晃一×後藤のりこトークライブ 

ありのままの自分で】 

 時間：開場 １３時３０分 

開演 １４時００分 

 場所：大ホール 

 チケット：[前売券] 1,200円 

       [当日券] 1,500円 

        （中学生以下無料） 

 ※前売券は公会堂事務室にて販売中 

 

◆１２月 

１２月７日(日) 

【Ｓｈａｒｉｎｇ ＡＬＯＨＡ】 

 時間：開場 １３時３０分 

    開演 １４時００分 

 場所：大ホール 

 チケット：[前売券] 5,500 円 

※前売券は公会堂事務室にて販売中 

 

 

◆１１月 

１１月１６日(日) 

【混合四重奏 Mix団～コンサート・2014・秋～】 

 時間：開場 １３時３０分 

    開演 １４時００分 

 場所：21 号室 

 チケット：[前売券] 一 般  2,000 円 

          小学生以下 1,000 円 

      [当日券] 一 般  2,500 円 

          小学生以下 1,500 円 

 ※前売券は公会堂事務室にて販売中 

 

１１月２２日(土) 

【田中佳代子フラメンコ舞踏公演 エルマンダ～融合～】 

 時間：開場 １８時３０分 

    開演 １９時００分 

 場所：大ホール 

 チケット：[前売券] 5,500 円 

      [当日券] 6,500 円 

 ※前売券は公会堂事務室にて販売中 

○岩手珠算学院 

（県公会堂そろばん教室） 

活動日：毎週水・土曜日 

時 間：水曜日 14:00～20:00 

        土曜日 13:00～17:00 

楽しくそろばん・暗算を学べます。 

現在、新入生募集中！ 

 

編集後記 

この度は、「公会堂だより」2014 秋季号をご覧いただき、誠にありがとうございます。 

早いもので季節は秋になり、文化活動が盛んになってきました。１０月３１日（金）～１１月２日（日）の

「公会堂文化祭２０１４」に向けて、職員一同、文化祭の準備に励んでおりますので、ぜひ当館まで足をお運び

ください！皆さんのご来館を心よりお待ちしております。 

                                     （公会堂事務局 小野﨑） 

○サークルあみっと 

活動日：毎週金曜日 

時 間：13:00~17:00 

 暮らしの中で手編みを楽

しむことをテーマに、楽し

く作品作りに取り組んでお

ります。 

習い事教室紹介コーナー  公会堂 

施設の利用について 

◎１０月２６日（土）からが冬季料金になり、暖房費が加わった料金となりますので、よろしくお願い致します。 

料金表（１０月２６日（土）～４月２０日（月）、平日の冬季料金） 

◎その他利用の際の留意点 

○お支払いについて 

  大ホール・会議室のご利用料金は、原則としてご利用の１週間前までに 

来館にてのお支払いとなります。 

  遠方にお住まいの方や諸事情により来館でのお支払いが難しい場合  

口座振込または現金書留となりますが、その際は事前に当館へお問い合わせ

ください。 

  

岩手県公会堂 

〒020-0023 盛岡市内丸 11-2 

TEL    019-623-4681   

FAX    019-623-4682 

HP     http://www.iwate-kokaido.jp 

mail   kanri@iwate-kokaido.jp 
◎ご利用のお申し込みは、ホームページで入力なさるか、直接公会堂

事務室へご連絡ください。 

 
２６号室について 

・面積：168.5 ㎡ 

・定員：117 人 

  

 

２６号室は、当館２階の県庁側にあり、当館で最も広くて定員人数  

117 人用の会議室です。昭和４０年の県庁建替えまでは「第二公会堂」と

呼ばれ、県会議事堂として利用されていました。当時は、パーテーション

に仕切られている裏側に傍聴人席室、その上の３階に傍聴席がありまし

た。（現在、この傍聴席は間仕切りで閉鎖されていますが、傍聴席の手すり

だった部分には今も当時のレリーフが残っています。） 

昭和３０年代後半

の２６号室（右）と

現在の２６号室

（右下） 

公会堂の各室等のご紹介 


