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「おかげさまで 25 周年」 

胆沢文化創造センター館長 藤 田 春 芳 

胆沢町民劇場を支えることを目的として建設された胆沢文化創造センターも今年で 25 周年を迎えま

した。 

「文化創造」の名にふさわしく、奥州胆沢劇場がかもし出す尽きない魅力は、「いさわジュニアミュ

ージカル」「奥州ジュニアオーケストラ」「ISAWA ダンスアカデミー」などに鮮やかな色彩を放ちなが

ら息づいています。 

胆沢の先人たちは、幾多の冷害と食糧危機、そして二つの大戦の苦難を受けながらも、それをたくま

しく消化し農村芸術を育んで来ました。 

先人による農村芸術と現代の文化創造の融合は、決してお金では買うことの出来ない「心の豊かさ」

「仲間づくり」「地域づくり」のハーモニーを奏でながら歴史を超えてゆっくり流れています。 

胆沢文化創造センターは、これからも奥州市から全国へ力強く情報発信を続けてまいります。皆様方

のご支援をよろしくお願い致します。 

 

 

胆沢文化創造センター開館 2 5 周年記念 

石原良純文化講演会 

  

 

 

 

 

  

  

 

1 9 6 2 年神奈川県逗子生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。 

1 9 8 4 年松竹富士映画「凶弾」でデビュー。その後、舞台、映画、テレビドラマなどに多数出演。2 0 0 7 年度

NHK 連続テレビ小説「どんど晴れ」2 0 0 8 年度 NHK 木曜時代劇「鞍馬天狗」2 0 0 9 年度 NHK 大河ドラマ 

「天地人」2 0 1 5 年度 NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」他。 

湘南の空と海を見て育ったことから気象に興味をもち、気象予報士試験へ挑戦。1 9 9 7 年、見事合格。 

〝空の楽しさを伝えられれば〟とお天気キャスターを担当し、お茶の間の人気を得る。2 0 0 1 年に出版された

『石原家の人びと』(新潮社)はベストセラーとなり、作家としても注目を集める。 

また、官公庁･地方自治体の環境講演会、シンポジウム多数。 

プ
ロ
フ
ィ
ー
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胆沢文化創造センター 大ホール 全席自由 

前売 1 ,0 0 0 円（税込） 当日 1 ,3 0 0 円（税込） 

テーマ  「石原家の家族愛＆自然への想い」 

２０１６年６月１９日（日）1 7 ：3 0 開演 
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胆沢文化創造センター ジュニア芸術スクール 

 
 

 
胆沢文化創造センタージュニア芸術スクールでは、一緒に活動する仲間を募集します。楽器、歌、ダンスが大好きで、や

る気のある人なら誰でも大歓迎！いろいろな地域、学年の友だちと楽しい時間を過ごしませんか？ 

 

 奥州ジュニアオーケストラスクールでは、演奏を一緒に楽しむメンバ

ーを募集します。チェロ初心者大歓迎!!楽器の貸し出しも行っていま

す（有料）。ベテラン講師による丁寧な指導や、合奏演習等で仲間と

ふれあいながら、共に演奏する喜びを分かち合いましょう。 

定期演奏会の他に、市内外で開催されるコンサートへの出演や、他

団体との交流もあります。みなさんの参加お待ちしております！ 

●対 象：奥州市内又は近隣の小学 1年生～中学 2年生  

●募 集 人 数：チェロ（初心者歓迎）5名程度 

ヴァイオリン（3年程度経験がある方）5名程度 

今年度、ヴァイオリンの初心者コースは募集いたしま 

せんのでご了承ください。 

●受 講 料：月額 3,000円（その他出張演奏等ある場合は実費を頂 

く場合があります。） 

●楽 器：希望者には貸し出します。（月額 1,500円） 

●練 習 日：チェロ…主に土・日曜日 

ヴァイオリン…主に木・土曜日 

●演奏発表会：開催日未定。その他様々な演奏会へ出演予定。 

ISAWAダンスアカデミーでは、平成 28年度の受講生を新たに募集し

ます。初心者・未経験者・男性も大歓迎!!先生が優しく指導してくれる

ので安心です。ダンスが好きな方、何か新しい事に挑戦してみたい方

など、仲間と共に練習の成果を舞台で披露しましょう。 

お友達を誘っての参加をお待ちしております。 

●対 象：ジュニアコース 18：00～19：00 

奥州市内又は近隣の小学 1年生～6年生 

マスターコース 19：00～20：15 

奥州市内又は近隣の小学 5年生～高校 3年生 

●募集人数：各 20名程度 

●受 講 料：月額 2,000円（衣装費用等は実費） 

●練 習 日：毎週火曜日（8月に集中レッスンあり） 

●開 講 式：平成 28年 5月 17日（火） 

●発 表 会：平成 28年 12月 18日（日） 

◎募集内容 

◎募集内容 

歌や踊りが好きな子、友だちをいっぱい作りたい子、何かに挑戦して

みたい子みんな集まれ！！ 

初めてでも OK!ミュージカルを通じて大きな感動を味わってみません

か？ストレッチから発声、ダンスや演技とミュージカルを楽しく体験で

きます。 

また講師の劇団ゆうの皆さんとの交流を深めましょう。 

夢と感動がいっぱいつまったいさわジュニアミュージカルスクール！

あなたもお友だちをさそって参加してみませんか？ 

みなさんの参加をお待ちしてま～す！ 

●対 象：奥州市内又は近隣の小学 1年生～高校 3年生 

●募集人数：50名 

●受 講 料：月額 2,000円（合宿費用等は実費） 

●練 習 日：主に水・土曜日 

●公 演 日：平成 28年 12月 11日（日） 

◎募集内容 

 

 

 

 
 

 



奥州胆沢劇場キャラクター 

「みさござえもん」 

 

平成 28 年度 ISAWA ダンスアカデミー受講生募集!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

皆様に愛され育まれてきました奥州胆沢劇場が 

新しく生まれ変わります！！ 
町政施行３０周年を記念してスタートいたしました「胆沢町民劇場」は、奥州市誕生と共に「奥州胆沢劇場」として受

け継がれ、平成２６年２月公演で第３０回の節目の年を迎えました。脚本から、キャスト、スタッフはもちろんのこと、

その舞台を支えるすべてにおいて住民の手作りにこだわって３２年間舞台をつくってきました。私たちはその舞台を「ち

ょうげき」と呼び、胆沢の誇れる地域ブランドとして愛し育んでまいりました。その「ちょうげき」、奥州胆沢劇場が今

年から生まれ変わります！ 

スタート当初から実行委員会の事務局として３２年間奥州市教育委員会が担当してまいりましたが、今年度から胆沢文

化創造センター指定管理者 ＮＰＯ法人胆沢文化会館自主事業協会に事務局が移行します。 

多くの参加者、協力者そして観客の皆様に支えられ歩んできた３２年間。そこには笑いあり、涙ありの語りつくせない

ドラマがありました。その３２年間の歴史を、思いを大切に、これから始まる３３年目の新しいドラマの１ページを皆様

と一緒に創っていきたいと思います。 

住民手作り舞台「奥州胆沢劇場」が、奥州市の文化芸術の発信地として、これからもまちづくり、人づくりに貢献して

いけるよう、実行委員会並びに胆沢文化創造センタースタッフ一同、がんばっていきたいと思います。 

奥州胆沢劇場に今後とも相変わらぬご支援、ご協力をいただけますよう、お願い申し上げます。 

 

♪～焼石 雪んこ 降る頃に おらが劇場 旗を揚げ 

みんなおいでと 呼びかける 仲間づくりやまちづくり～♪ 

 

○対 象 ・チャレンジコース 

 奥州市内又は近隣の一般成人（上限なし） 

・マスターコース 

 奥州市内又は近隣の小学 5 年生～高校 3 年生、 

一般成人（上限なし） 

○時 間 ・マスターコース  19：00～20：15 

       ・チャレンジコース 20：20～21：20 

○レッスン日 毎週火曜日 

○受 講 料 月額 2,000 円（衣装費用等は実費） 

 

 

■各講座のお申込み方法■ 

各講座のお申込みにつきましては、胆沢文化創造センターまでお問い合わせ下さい。また、胆沢文

化創造センターホームページ及びジュニア芸術スクール特設サイトからのお申込みも可能です。 

胆沢文化創造センター 
 

奥州胆沢劇場（ちょうげき）、今年もやっぺし！！ 



～編集後記～ 

胆沢文化創造センターでは、今年度、新規職員２名を迎

え、９人体制でスタート致しました。まだまだ不慣れな新

人君たちですので、何かと行き届かない点もあるかと思い

ます。その際は、恐れ入りますがご指摘ご指導頂きますよ

うお願い致します。 

当館も地域の皆様に支えられ、おかげさまで 25 周年を

迎えることが出来ました。心から感謝申し上げると共に、

今後もお客様のご期待に沿えるようスタッフ一同精励邁進

する所存です。皆様と共に 30 周年、40 周年と年月を重

ねて行けましたらば幸甚に存じます。何卒、変わらぬご指

導ご支援をお願い致します。 

 

 

胆沢文化創造センター 
岩手県奥州市胆沢区南都田字加賀谷地 1-1 

TEL0197-46-2133 FAX0197-46-2135 

e-mail postmaster@isawabunso.com 

http://isawabunso.com/index.html 

□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) 

◎活動内容 

★会場設営並びに撤去、チケットもぎり、会場案内、アンケート回収、物販手伝いなど 

◎参加条件 

★高校生以上の方 

★スタッフ登録申請書を提出してもらいます。 

★お手伝い頂く時間によりますが、弁当と薄謝（交通費程度）を準備します。その際は印鑑をご持

参下さい。 

◎応募方法 

★申請書に必要事項を明記の上、６月３０日（木）までに胆沢文化創造センター窓口、または、FAX、

メールいずれかでお申し込み下さい。申請書は、胆沢文化創造センター窓口もしくはウェブサイト

上にございます。 

◎お問い合わせ＆申し込み先 

★胆沢文化創造センター 

住所：岩手県奥州市胆沢区南都田字加賀谷地 1-1  

TEL：0197-46-2133 FAX：0197-46-2135 

e-mail：postmaster@isawabunso.com http://isawabunso.com/index.html 

 

ぶんそうイベントスタッフ募集 
 

様々なイベントを一緒に盛り上げて下さる方を募集します！ 

 あなたのやる気と笑顔をお待ちしております！ 

 

ガーデナー及川ヒロ子さんによります「ハンギング

バスケット」と「樽」の寄せ植えが今年も当館中庭

できれいに咲きました。 

国道３９７号線の桜の次は、当館の花見に是非

いらして見てください。 
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