
平成 30 年７月 29 日（日）11：00～ 

 

  

  
     

 

   

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
盆踊りに参加して豪華景品をゲットしよう！！ 

◎東京ディズニーリゾートパスポートペア券＆旅行券 ◎焼石クアパークひめかゆ宿泊ペア券 ◎前沢牛 ◎サンクトペテルブルグ国立サ

ーカスペアチケット ◎花田景子文化講演会ペアチケット ◎第 35 回奥州胆沢劇場ファミリー鑑賞券 ◎姉妹都市賞「掛川市特産品」  

◎胆沢産もち豚 ◎ハンドクリーナー ◎トイレットペーパー1 年分 他豪華景品をたくさん準備しております！ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：00 開会宣言 

11：05 奥州市立胆沢中学校吹奏楽部演奏 

11：30 姉体太鼓「鳴鼓会」演奏 

12：00 お菓子まき（小学生以下） 

12：15 行山流都鳥鹿踊保存会演舞 

12：30 ころが三太郎すこっぷ三味線演奏 

12：45 篠笛倶楽部パレット演奏 

13：10 福餅＆お菓子まき 

13：25 Entertainer Hi2 パフォーマンス 

14：00 奥州水沢颯人和太鼓乃会演奏 

14：30 盆踊り大会 

15：00 いさわ YOSAKOI 飛勇凛演舞 

15：30 Entertainer Hi2 パフォーマンス 

16：00 土井たかよし津軽三味線演奏 

16：30 胆沢厄年連と子供会のみこし練り歩き 

17：30 福餅まき 

17：40 北上翔南高等学校鬼剣舞部演舞 

18：15 お笑いライブ  

出演：シューマッハ、小島よしお 

19：00 大畑平念仏剣舞保存会演舞 

19：30 抽選会 

20：00 花火 

20：20 終了 

胆沢文化創造センター全館及び周辺道路 雨天の場合は屋内 

いさわ水の郷夏祭り 

タイムスケジュール 

豪華景品

が当たる

豪華景品が当たる 

かも！？ 

お問合せ：いさわ水の郷夏祭り実行委員会事務局 胆沢文化創造センター内 TEL0197-46-2133 

お化け屋敷【入場料 300 円】 

11：00～17：00 

ふわふわ遊具のキッズプレイコーナー 

【入場料 300 円】 

11：00～18：00 

胆沢文化創造センター 
岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地 1-1 
TEL0197-46-2133 FAX0197-46-2135 
e-mail postmaster@isawabunso.com  
http://isawabunso.com 
□利用時間：午前９時～午後９時 
□休館日：毎週月曜日・年末年始（12/29～1/3） 
□利用予約：利用日の１年前から予約可能(ﾎｰﾙ) 

趣味の展示＆販売をしてみませんか？ 

市民ギャラリー展出展者募集中！！ 

当館エントランスホールで開催されています「市民ギャラリー展」

は、お陰様で毎回好評をいただいております。展示のみ、展示＆

販売どちらも大歓迎です！なお、出展料は無料ですが、物販があ

る場合は物販手数料が掛かりますのでご了承願います。パネル、

机等必要な備品は可能な限り無料でお貸し致しますが、展示及び

撤去は出展者様でお願い致します。期間はおおよそ１ヵ月程です。

個展、グループ展をお考えの方は、0197-46-2133 へお気軽に

お問合せ下さい。あなたの素晴らしい唯一無二の作品をたくさん

の方にご紹介下さい。 

時間 18：15～19：00 

出演 小島よしお シューマッハ 

Hi2
ヒッツ

が 
また来る‼ 

 

お笑いライブ 

文 創 
      ＢＵＮＳＯ   Vol.30 

胆沢文化創造センター通信 
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奥州胆沢劇場はこれまで住民総参加の創作文化活動として多くの方々から親しまれてきました。今年度もその 

手づくり舞台を開催するにあたり、原作を広く募集します。 
 

【募集内容】 
 (1)胆沢にゆかりのある民話や伝説等、または胆沢に関することを題材とするもの 

 (2)400 字詰め原稿用紙 10 枚以上 

 (3)原作の要旨を添付してください。（400 字詰め原稿用紙１枚程度） 

 (4)未発表のものに限ります。（過去の応募作品のうち、未採用のものは応募可） 
 

【応募条件】 
 (1)奥州市に住んでいる方 (2)奥州市に通勤・通学している方 (3)奥州市出身の方 ※グループ可 
 

【応募方法】 
 (1)応募点数の制限はありません。 

 (2)作品には、題名（素材となる民話伝説等があればその題名も）、作者の住所、氏名（ペンネーム）、 

年齢（学年）、職業（学校名）、電話番号を記入してください。グループでの応募の場合は、グループ名 

及び代表者の住所、氏名、電話番号を記入してください。 
 

【応募先・問い合わせ】 

〒023-0401 

岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地 1-1 胆沢文化創造センター内 

奥州胆沢劇場実行委員会事務局  電話 0197-46-2133 FAX0197-46-2135 

 

 
 

 花田景子文化講演会 
～夫婦の絆なくして繁栄なし～ 

■花田 景子（はなだ けいこ）プロフィール 

宮崎市出身。 

上智大学外国語学部フランス語学科卒業。元フジテレビアナウン

サー。3児の母。 

※夫は第65代横綱「貴乃花」 現 貴乃花親方 

女将業の傍ら、講演活動や司会、商品プロデュースなど多方面で

活動中。 

「河野景子のことばのアカデミー」校長。 

「シコアサロン」主宰。日本ペンクラブ会員。みやざき大使。 

著書に「日本人の心 おもてなし」「ピンチも料理で救われます」他 

～各プレイガイドでチケット好評発売中～ 

盛岡市：カワトク 花巻市：なはんプラザ 北上市：さくらホール・江釣子ＳＣパル 一関市：一関文化センター 

水沢：Ｚホール・Ｚプラザアテルイ 江刺：ささらホール・ＳＳＭサンエー 前沢：前沢ふれあいセンター 

胆沢：カンブンストア胆沢店・胆沢文化創造センター ローソンチケットＬコード：22093 

8 月 18 日（土）15 時開演（14:30 開場） 

胆沢文化創造センター 大ホール 

全席自由 前売 1,000 円／当日 1,500 円（税込） 

※未就学児童のご入場、乳幼児を連れてのご入場はできません。また、チケットご購入後の返金、変更は一切できません。 

日  時／８月 30 日（木）、31 日（金）10：00～ 

会 場／胆沢文化創造センター大ホール 【入場無料】 

 
上映スケジュール 10：00～ 13：30～ 

8 月 30 日（木） ディアドクター ゆずり葉の頃 

8 月 31 日（金） ゆずり葉の頃 ディアドクター 

 

【ディアドクター】 出演 笑福亭鶴瓶 瑛太 他 

              都会の医大を出た若い研修医・相馬が赴任してきた山間の僻村には、中年医師の伊野が 

いるのみ。高血圧、心臓蘇生、痴呆老人の話し相手まで一手に引き受ける伊野は村人から 

大きな信頼を寄せられていたが、ある日、一人暮らしの未亡人から頼まれた嘘を突き通す

ことにしたことから、伊野自身が抱えていたある秘密が明らかになっていく。 

                  

【ゆずり葉の頃】 出演 八千草薫 仲代達矢 他 

               市子が少女の頃に思いを寄せていた人は、今では国際的な画家となっていた。彼の個展 

の記事を目にした市子は、思い出の一枚の絵を求め、軽井沢へと旅立つ。旅に出た母を気 

にかけ、後を追う息子の進。軽井沢で人のぬくもりに触れ、次第にほどけていく市子の心。

そんな市子に思いがけない出会いが訪れる。 

                   

ティータイムシネマ倶楽部～夏篇～ 

（C)2009『Dear Doctor』製作委員会 

◆BUNSO カフェもオープンします。大いに笑って、泣いて、食べてストレス発散!!たくさんのご来場お待ちしております。 
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