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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♪～
今回は、「笑点」の出演でも知られる落語家の林家たい平が、企画と主演を務めた時代劇「もういちど」と、戦渦の
中で苛酷な運命を迎える兄妹の姿を通し、戦争が市井の人にもたらす悲惨さを真っすぐに描いた作品「火垂るの墓」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場をお待ちしております。

【上映日】

8 月 24 日（木）25 日（金）

胆沢文化創造センター
大ホール 全席自由

【会

場】

入場無料
〔上映スケジュー
ル〕

10：00 上映

13：30 上映

8 月 24 日（木）
8 月 25 日（金）

もういちど
火垂るの墓

火垂るの墓
もういちど

場

♪～子どもたちが描く夢と感動のミュージカル～♪

いさわジュニアミュージカルスクール本格始動！！
５月に開講しました「いさわジュニアミュージカルスクール」は、市内全地域から３９人の子ども達が参加しています。
そして今年度の公演内容、キャスティングも決定し、１２月の公演目指して本格的にレッスンがスタートいたしました。
今年の舞台は、小学 1 年生から４年生の子ども達が、カナダの作家ルーシー・モード・モンゴメリの作品「赤毛のアン」
を、小学５年生から高校３年生の子ども達は、１０年ぶりの再演となります「フランダースの犬」を上演します。これから
子ども達は、皆様に大きな感動と夢を届けるために、１２月２４日（日）の公演を目指して、ダンスや歌・演技のレッスン
を積み重ね、感動の舞台をつくっていきます。そんな子ども達の舞台「赤毛のアン」
「フランダースの犬」を、どうぞご期待ください。

★公演日時／１２月２４日（日）午後２時開演
★会

場／胆沢文化創造センター

大ホール

★チケット／大人５００円 高校生以下無料（１１月から販売開始予定）
クリスマス・イブに「いさわジュニアミュージカルスクール」から夢と感動のステキなプレゼントをお届けします！
「赤毛のアン」配役
アン・・・・・和賀

柚子（小４）

ダイアナ・・・阿部奈々花（小４）
ギルバート・・菅野 智仁（小４）
ムーディ・・・伊藤 椿姫（小３）
キット・・・・菅野

柚吾（小２）

トミー・・・・土谷

唯翔（小１）

ジョシー・・・ジャコネティー舞華（小４）
ベリー・・・・鈴木

萌華（小４）

プリシー・・・鈴木

優菜（小４）

カット・・・・和賀

優杏（小４）

ナディア・・・冨田

琉華（小３）

マリー・・・・佐藤

花音（小３）

エイミー・・・松戸

那樹（小３）

キャロン・・・千尋

瑞希（小３）

マリン・・・・佐藤 綾音（小１）

「フランダースの犬」配役
ネロ・・・・・小原

真白（中２）

メモリー・・・佐々木

蘭（高２）

マーク・・・・土谷愛瑠萌（中２）

キャロライン・佐々木美空（中３）

アロア・・・・三浦

千瑛（中１）

パティオ・・・千尋

愛流（中１）

ジャン・・・・山田

侑佳（中１）

ダリス・・・・石川

莉彩（中１）

ミーナ・・・・阿部

楓（小６）

ドニファン・・高橋

和蓮（中１）

ジョルジュ・・遠藤

桜良（高２）

ジェリー・・・千田

奈乃（小６）

ポール・・・・冨田

愛華（小６）

カミュラ・・・村上

愛佳（小５）

ジョジョ・・・渡辺奈々恵（高３）

シャラ・・・・伊藤

瑞姫（小６）

ミュラ・・・・高橋

佳蓮（高１）

ハット・・・・松戸

真穂（小５）

マリー・・・・藤原

茉凛（中１）

ベリー・・・・齋藤

未央（小５）

パル・・・・・小原

真珠（小６）

ミッシェル・・鈴木

泉陽（小５）

プリー・・・・千田

彩稀（小５）

アンドレ・・・小野寺成美（胆沢スタッフ）

ステファン・・三浦

瑛夏（高１）

シオン・・・・中沢

香澄（胆沢スタッフ）

平成 2 9 年度 IS A WA ダンスアカデミ ー始動! !
今年も平成 29 年度 ISAW A ダンスアカデミ ーがスタートしました。去る 5 月 16 日（火）に開
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！
！
なお、マスターコース、チャレンジコースにつきましては随時受講生を募集しています。詳しく 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および胆沢文化創造センター
ウェブサイトをご覧く ださい。

29 年度いよいよ開講！
今年で７年目となる奥州ジュニアオーケストラスクールが、
いよいよ開講いたしました。今年度はヴァイオリンコース 10
人、チェロコース 3 人の新しい仲間を迎え、合計 37 人で活動し
ていきます。6 月 3 日の開講式では、新受講生が初めて自分の
楽器を手にし、とても張り切っていました。たくさん練習して
早く先輩たちと合奏できることを楽しみにしています。今年も
市内外のいろいろなイベントに出演を予定していますので、皆
さん応援よろしくお願いします！

ピッカピカの譜面台♪
今年度、ニッセイ財団様より「児童・少年の健全育
成助成」を受け、譜面台一式及び収納カートを新調し
ました。今までのものは脚が不安定で倒れたり、重く
て持ち運びも不便だったりしましたが、新しい譜面台
は小学校低学年でも持ち運び楽ちんで、高さ調整も簡
単にできます。今後の演奏活動にますます弾みがつき
ますね！
ニッセイ財団様、本当にありがとうございました。

持ち運び
ラク ラク だよ！

いさわ水の郷夏祭り
平成 29 年７月 30 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

お化け屋敷【入場料 300 円】11：00～17：00
デジタルショー【入場料 300 円】
２回公演 13：30～ 15：30～

11：00 開会宣言
11：05 奥州水沢颯人和太鼓乃会ジュニア演奏
11：30 奥州市立胆沢中学校吹奏楽部演奏
12：00 お菓子まき（小学生以下）

お笑いライブ

12：15 Kanegasaki 幼翔連

入場無料

12：30 行山流都鳥鹿踊保存会演舞
13：00 岩手県立一関第二高等学校太鼓道場部演奏
13：30 アキラボーイのデジタルショー
14：10 篠笛倶楽部パレット演奏
14：30 抽選券付盆踊り大会

豪華景品が当たる
豪華景品
かも！？
が当たる

15：00 いさわ YOSAKOI 飛勇凛演舞 かも！？
15：30 アキラボーイのデジタルショー

アンガールズ

ぼっけもん

16：10 サンバチーム【ベレーザトロピカル】の
サンバショー
16：30 胆沢厄年連と子供会のみこし練り歩き
17：30 餅まき
17：40 サンバチーム【ベレーザトロピカル】の
サンバショー
18：00 平成 29 年奥州前沢 42 歳厄年連
「雅龍白巳會」演舞
18：15 お笑いライブ
出演：アンガールズ・ぼっけもん
19：00 市野々念仏剣舞保存会演舞
19：30 抽選会

※あらかじめ、内容に変更が生じる場合

20：00 花火

がございますことをご了承願います。

盆踊りを踊って、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＆宿泊旅行券
ロースター

◎大黒摩季ライブペアチケット

市賞「掛川市特産品」

◎胆沢産もち豚

◎焼石クアパークひめかゆ宿泊ペア券

◎第 34 回奥州胆沢劇場ファミリー鑑賞券

各１名様

◎前沢牛

◎ザイグル赤外線サークル

◎西川ヘレン文化講演会ペアチケット

◎姉妹都

他豪華景品を準備しております！

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

■この機会にご入会されませんか？
11 月 26 日（日）に胆沢文化創造センターで開催されます“大黒摩季ライ

TEL0197-46-2133

胆沢文化創造センター

ブ”チケット（全席指定）が会員先行発売されます。胆沢文化会館自主事

岩手県奥州市胆沢区南都田字加賀谷地 1-1

業協会会員の皆様には、9 月 30 日（土）の一般発売前にお買い求め出来

TEL0197-46-2133 FAX0197-46-2135

ます。また、会員価格の 10％引きで購入出来ますので、是非この機会に

e-mail postmaster@isawabunso.com

ご入会されてはいかがですか？もちろん、西川ヘレン文化講演会のチケ

http://isawabunso.com

ットも 10％引きになります。また、イベント情報公開につきましても一

□利用時間：午前９時～午後９時

般公開前にお知らせ致します。この機会にご入会されませんか？

□休館日：毎週月曜日・年末年始（12/29～1/3）

まだまだ暑い日が続きますので、ご自愛くださいませ。

□利用予約：利用日の１年前から予約可能(ﾎｰﾙ)

