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池上 彰 講演会
「 故郷に学び 世界を知る ～世界の中の日本～ 」
日 時 ： 平成 ３０ 年

１

月

７

日 （日） 開演１４：００ （開場１３：３０）

場 所 ： 胆沢文化創造センター 大ホール
入場料 :

全席指定

一般 2,000 円 （当日 2,500 円）
高校生以下 500 円 （当日 700 円）
©吉田和本

※前売券が完売した場合、当日券の販売はございません。
【プレイガイド】
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
水沢区：Z ホール、Z プラザアテルイ
江刺区：SSM サンエー、ささらホール
前沢区：前沢ふれあいセンター
胆沢区：カンブン胆沢店、
胆沢文化創造センター
ローソンチケット 電話予約 0197-46-2133
１１月１１日（土）９：００より一斉発売

【プロフィール】
1950年生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業後、NHK入局。松江放送局、広島
放送局呉通信部を経て、東京の報道局社会部、警視庁、気象庁、文部省、
宮内庁などを担当。社会部記者として経験を積んだ後、報道部記者主幹。
1994年4月から11年間「週刊こどもニュース」のお父さん役として、様々な
ニュースを解説。2005年3月NHKを退局後、フリージャーナリストとして、
テレビ、新聞、雑誌、書籍など幅広いメディアで活躍中。2012年4月より、
東京工業大学リベラルアーツセンター教授。2016年４月より名城大学教授。

クラシックからテレビ等でよく耳にする曲まで、バラエティーに富んだプログラムでお届けします。
子どもたちの心のこもった演奏を、ぜひご家族お揃いでお聴きください！

日時：平成 29 年 11 月 5 日（日）
開場 13：30

開演 14：00

場所：胆沢文化創造センター
大ホール 全席自由

入場無料

プログラム（予定）
◆パッヘルベル カノン
◆リーディング コンチェルト
◆アンダンテフェスティーヴォ
◆キャプリオール 他

どなたでも鑑賞いただけます
小さなお子様大歓迎♪
なお、親子室もご用意しております（定員 11 名）

【ゲスト】いわてフィルハーモニーオーケストラ
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今年で 6 回目となるＩＳＡＷＡダンスアカデミーの発表会。開講して 6 年目ということもあり、より一層ダ
ンスに磨きがかかっています。ジュニアコースによる可愛らしいダンスや、マスターコースによるキレのあ
るダンスなど、内容は盛りだくさんです。
受講生有志による発表もあり、受講生自ら振り付けをしたダンスにも注目です。
今年も賛助出演として、一関市で活動されている「はなダンスカンパニー」、「コスモス舞踊研究所」のみな
さんも出演します。
一生懸命練習して来た受講生のダンスをどうぞご覧下さい。
皆様のご来場お待ちしております。

【公 演 日】 2017/

12/17（日）

【時
刻】 開演 15：00 開場 14：30
【会
場】 胆沢文化創造センター 大ホール
【入 場 料】 無料 全席自由
【賛助出演】 はなダンスカンパニー、コスモス舞踊研究所

第１７回いさわジュニアミュージカルスクール公演
日
会

時：平成 29 年 12 月 24 日（日）開場／13：30 開演／14：00
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（要整理券）全席自由

『フランダースの犬』（小学５年生～高校３年生）
『赤毛のアン』（小学１年生～４年生）
Ｈ28 年度公演

17 回目のいさわジュニアミュージカルスクール公演は、誰もがネロとパトラ
ッシュを愛し涙したあの名作「フランダースの犬」を、小学５年生から高校３
年生の子どもたちが歌い踊り舞台をつくります。絵を描くことが大好き！おじ
いさんが大好き！そしてパトラッシュが大好きなネロ。そして仲間たち。最初
から涙のラストまで舞台から目を離すことができません。どうぞお楽しみに！
そして、小学１年生から４年生の子どもたちのかわいらしい舞台は・・・
Ｌ・Ｍ・モンゴメリの長編小説でも有名な「赤毛のアン」を上演します。アン
とダイアナ、そしてギルバートが織りなす可愛くも素直な友情や小さな恋を、
精一杯演じます。子どもたちが描く、夢と感動のミュージカルをどうぞご家族
そろってご覧ください！一生懸命でかわいい歌と踊りをお楽しみください。
Ｈ28 年度公演

これからの主な胆沢文化創造センター貸館ラインナップ
実 施 日 時

イ ベ ン ト 名

会

場

10 月 28 日（土）29 日（日）9：00～

'17 いさわ秋まつり

全館

11 月 12 日（日）開演 10：30

おはなしこんにちはおまつりスペシャル

小ホール

11 月 23 日（木・祝）開演 12：00

胆沢発歌謡フェスティバル

大ホール

12 月 3 日（日）開演 10：00

胆沢民謡チャリティショー

大ホール

12 月 10 日（日）開演 14：00

岩手県管弦楽連盟主催

大ホール

管弦楽フェスティバル 2017

「いさわ水の郷夏祭り」へのご協力ありがとうございました。

協賛協力企業・団体・個人様一覧
「いさわ水の郷夏祭り」は、以下の団体、個人の皆様から協賛協力を頂きました。
心より感謝申し上げます。お陰様を持ちまして盛会裏に終えることが出来ました。
大変ありがとうございました。
■協賛金ご協力
（株）広岡組
（有）大森養豚
（有）松平自動車工業
（有）緑造園
(有) サウンド胆沢
まるかん菓子店
(株) 小山製麺
(有) 大塚クリーニング
税理士法人蜂谷・佐藤会計
(有) 胆沢交通
千田
千葉
高橋

（株）研空社
（株）グリーン企画
岩手シューズ (株)
進栄建設（株）
（株）北商機械サービス
東綱商事（株）
農家レストランまだ来すた
佐藤生花店
（株）カーオートモリタ

安倍 博雄
佐々木 英一

小野寺 女理
千田 悦子

和子
有
透

（有）サンクス
（有）ニッタイ
（有）渡辺工務所
（有）三和空調サービス
水沢信用金庫胆沢支店
(資）佐貞商店
黒沢建設(株)
（株）産直いさわ
いさわ産直センターあじさい

■コンテスト賞品ご提供
岩手ふるさと農業協同組合

（株）ひめかゆ

（有）若槻養豚

（敬称略、順不同）

第 34 回奥州胆沢劇場スタッフ・キャスト大募集
公演日：平成 30 年 2 月 25 日（日）2 回公演
初心者、ベテラン問いません。胆沢劇場に参加してみたいという方、ちょっと仲間作り
をしてみたい方、誰でも気軽に参加できます。みなさんのご応募をお待ちしています！
●キャスト（役者）／初心者でも OK！大きな舞台で演じてみませんか？
●大道具・小道具スタッフ／大工さんから日曜大工のお父さんまで誰でも大歓迎！
●効果・照明スタッフ／さりげない演出からド派手な演出まで。
●美術・装置スタッフ／壮大な背景やセットを描きます。
●衣装・化粧スタッフ／服飾やヘアメイクに興味がある方是非！
●広報スタッフ／カメラやビデオ、新聞作りや編集が好きな方大歓迎。
●音響スタッフ／劇中の効果音や曲をあなたの手で！
●サポートスタッフ／発売協力や差し入れ提供のお手伝い等。

さあさあ～はっじまるよ～
みんなで胆沢劇場に参加すっぺし！

お問い合わせ
奥州市胆沢区南都田字加賀谷地 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
TEL46-2133／FAX46-2135

http://isawatheater.web.fc2.com/

11/18(土)19(日）

18 日
土

エレキ de ナイト＆
開 演 19：00
会 場 エントランスホール・中庭
出 演 水沢ベンチャーズ
KNOCK ME OUT

水沢ベンチャーズ KNOCK ME OUT

ライブ当日、水沢ベンチャーズより素敵な
プレゼントがあるかも⁉

19 日
日 開 演 14：00

（13：30 開場）

開 場 大ホール
ゲスト 前沢一輪車クラブ
アルスノーバ

BUNSO カフェ両日 OPEN!!

前沢一輪車クラブ

アルスノーバ

18 日(土) 15：00～
19 日(日) 10：00～
メニュー
・コーヒー ・ココア ・紅茶
・シフォンケーキ ・ミニパフェなど
イルミネーション点灯期間

～完売御礼～
11 月 26 日（日）に行われます「大黒摩季 Maki Ohguro
2017 Live-STEP!!」のチケットはおかげさまをもちまし
て完売致しました。大変ありがとうございました。また、
残念ながらお買い求め出来ませんでしたお客様につきま
しては、誠に心苦しい思いでおります。申し訳ございま
せんでした。今後共、当館をご利用頂きますようお願い
致します。

11 月 18 日～1 月末

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
□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)

