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ティータイムシネマ倶楽部
～泣いて笑ってストレス発散！カフェで一息・・・元気満タン♪～
第 4 弾目となる今回は、時代劇として多くの方々に愛された国民的番組水戸黄門の中から“かっかっかっ”の笑いでお馴染み東野
英治郎の「水戸黄門」と、認知症の父親と家族を顧みず仕事に没頭してきた息子とその家族の再生を描いた作品「サクラサク」を
上映いたします。カフェコーナーもございますので皆様のご来店をお待ちしております。

サクラサク

【日時】

水戸黄門

8 月 18 日（木）19 日（金）
【会場】

胆沢文化創造センター
大ホール

〔上映スケジュール〕 10：00 上映

全席自由入場無料

13：30 上映

8 月 18 日（木）

サクラサク

水戸黄門

8 月 19 日（金）

水戸黄門

サクラサク

※各 30 分前開場

平成 2 8 年度 ISA WA ダンスアカデミ ー始動! !
去る 5 月 17 日（火）に平成 28 年度 ISAW A ダンスアカデミ ー開講式および第 1 回
講座を実施し、開講式の前には新受講生へのサプライズとして、昨年度の受講生に
よる素敵なオープニングダンスが披露されました。
今年も 12 月の発表会に向けてISAW A ダンスアカデミ ー
が動き出しています！
！日頃の活動内容や今後の予定
などにつきましては、「胆沢文化創造センタージュニア
芸術スクール」特設ウェブサイトに掲載していく 予定です。
詳しく はそちらをご覧く ださい。

スタジオがちょっと便利になりました！
いつもご利用いただきありがとうございます。
今年度より、スタジオに新しい機材が導入され
ました。ヤマハの 16ch のサブミキサーが使える
ようになりました。
これでヴォーカルの音量などをご自身で調整す
ることができます。ハウリング（共鳴）が起き
たときもすぐにご自分でカットできます。
さらに、ある程度ご自分のお好みの音色にした
り、若干ながらリバーヴなどのエフェクトも調
整することが可能になりました。
基本的な調整方法や禁止事項等はスタッフがご
説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
（導入機材：YAMAHA MGP16X）

いさ わジュニアミ ュージカルスク ール♬
はり き ってレッ スン中！
！
さ あ、今年も いさ わジュニアミ ュージカルスク ールのレッ スンがスタ ート しました。
今年の舞台は、小学１年生から４年生は、友情と真の勇気を 描いた「ラ イオンとたんぽぽ」
を 上演します。小学５年生から高校３年生は、ミ ュージカルの代表作「サウン ド オブミ ュー
ジッ ク 」を 上演します。１２月１１日（日）の公演を 目指して 、いさ わジュニアミ ュージカルス
ク ール受講生４３名は一生懸命にレッ スン し、皆さ んに夢と感動を お届けします！子ども
たち が描く 感動のミ ュージカル、どう ぞご期待下さ い！
！

【公演日】１２月１１日（日） 開演／午後２時（開場午後１時３０分）
【会 場】胆沢文化創造センタ ー 大ホール
【入場料】大人５００円 高校生以下無料

本当にすぐに
弾けるの？

う ちの車に
乗るかし ら…

●対象：小学 1 年生～中学 2 年生 初心者大歓迎！！
胆沢文化創造センターまで通える方。居住地は問いません。
●募集人数： ５名
●講
師：チェロ 三浦 祥子 先生
指揮者・合奏 寺崎 巖 先生
家では練習
●受講料：月謝 3,000 円
できないし …
●楽器レンタル：月額 1,500 円
お子様の体に合った楽器を貸出いたします。
レンタル中は家に持ち帰り自由に練習できます！
●練習日：チェロレッスン…月 2 回（主に土日）※日程調整出来る場合もございます。
合奏…月 2 回（主に土曜日）ヴァイオリンと合同のレッスンです。
●演奏発表会：平成 2８年 12 月 23 日（金・祝）<予定>
その他様々な演奏会へ出演を予定しています。
●申込期限：平成 2８年 7 月 31 日（日）
●お問い合わせ・お申込み
♪胆沢文化創造センター♪

住所：〒023-0401 岩手県奥州市胆沢区南都田字加賀谷地１－１
電話：0197-46-2133
休館日：月曜日

【見学・体験レッスン受付中】
実際にチェロに触れ、素敵な音色を奏でてみませんか？
無理な勧誘は一切いたし ません。ぜひお気軽にお申込み
く ださ い！
お電話お待ちし ております☎

いさわ水の郷夏祭り
～元気発信！広げよう心の笑顔～

平成 28 年７月 31 日（日）11：00～
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

タイムスケジュール
11：00

開会宣言

11：05

胆沢三中吹奏楽部演奏

11：30

盆踊りコンテスト【子供の部】

12：10

すこっぷ三味線ライブ

12：30

お菓子まき（小学生以下）

12：45

奥州水沢颯人和太鼓乃会ジュニア演奏

13：15

盆踊りコンテスト【子供の部】表彰

13：30

平成 28 年度江刺甚句まつり

お化け屋敷【入場料 300 円】11：00～17：00
キッズプレイコーナー【入場料 300 円】
11：00～18：00

お笑いライブ

入場無料

42 歳年祝連「黎桜会」演舞
13：45

平成 28 年奥州前沢 42 歳厄年連

「フィフティーズ」演舞
14：00

Entertainer Hi2（ヒッツ）公演

14：30

盆踊りコンテスト【一般の部】

15：15

行山流都鳥鹿踊保存会演舞

15：30

平成 28 年度水沢４２歳厄年連

U 字工事、けいいちけいじの

「卯咲会」演舞

お笑いライブや Hi2（ヒッツ）の

15：50

Entertainer Hi2（ヒッツ）公演

パフォーマンスで今年も盛り上

16：20

盆踊りコンテスト【一般の部】表彰

がろう！！ 名物の

16：40

胆沢厄年連と子供会のみこし練り歩き

お化け屋敷は、今年も

17：40

餅まき

こわーーーく仕上がって

17：55

篠笛倶楽部パレット演奏

いますよ！！

18：15

お笑いライブ

19：00

いさわ YOSAKOI 飛勇凛演舞

19：20

南下幅念仏剣舞保存会演舞

20：00

花火

U 字工事

けいいちけいじ

Entertainer Hi2

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

※進行状況により時間が前後する場合がございますことをご了承願います。

読み聞かせグループいちごみるくの『おはなしこんにちはスペシャル』
８月２１日（日） 午前１０：３０～
胆沢文化創造センター 小ホール 入場無料
お待たせしました！！胆沢図書館お話会「おはなしこんにちは」
でおなじみの読み聞かせグループいちごみるくが、年に１度の
「おはなしこんにちは」スペシャル版をお届けします。
手づくり紙芝居や大型絵本の読み聞かせ、影絵やむかし話劇など

胆沢文化創造センター

楽しいお話に、手遊びや歌遊びもいっぱいです。皆さんの知って

岩手県奥州市胆沢区南都田字加賀谷地 1-1

いるお話がいろ～んな形で次々飛び出します。抱腹絶倒まちがい

TEL0197-46-2133 FAX0197-46-2135

なし！！笑顔と感動がいっぱい詰まった「おはなしこんにちはスペ

e-mail postmaster@isawabunso.com

シャル」！ご家族そろってお楽しみ下さい。お帰りにはいちごみるく

http://isawabunso.com/index.html

から、カワイイおいしいプレゼントがありますので、おたのしみに

□利用時間：9：00～21：00□休館日：毎週月曜日・年末年始

～！！

