
２　事業実施状況

　盛岡市民文化ホール
公演(事業)名 公演日(会期) 回数 主な出演者・公演(事業)内容等 場　所

森麻季ソプラノ・リサイタル～
Stand Alone～

5月27日 1 森麻季(ソプラノ) 大ホール 1,183 人

山下一史指揮東京佼成ウインド
オーケストラ

6月4日 1
山下一史指揮東京佼成ウインド
オーケストラ，須川展也(サクソフォ
ン)

大ホール 1,247 人

ブカレスト国立歌劇場　歌劇
「カルメン」

7月13日 1
(福島第一原発事故の影響で来日
中止)

大ホール - 人

梅田俊明指揮読売日本交響楽団 9月23日 1
梅田俊明指揮読売日本交響楽
団，宮本笑里(ヴァイオリン)

大ホール 1,067 人

イ・ムジチ合奏団「結成60年ア
ニヴァーサリー・ツアー」

10月26日 1 イ・ムジチ合奏団 大ホール 793 人

国立モスクワ合唱団 11月25日 1
国立モスクワ合唱団(芸術監督・指
揮:ウラディーミル・ミーニン)

大ホール 885 人

小林研一郎指揮東京都交響楽団 3月11日 1
小林研一郎指揮東京都交響楽
団，小山実稚恵(ピアノ)

大ホール 1,459 人

今井奈緒子オルガン・コンサー
トwith波多野睦美

11月3日 1
今井奈緒子(オルガン),波多野睦
美(メゾソプラノ)

小ホール 228 人

光のアート～ようこそ。魔法の
美術館へ～

6月30日
～7月24日

1
デジタルアートとしての先端技術に
よるイマジネーション，光と遊ぶ超
体感型ミュージアム

展示ホー
ル

18,987 人

光のアート関連企画 CANDLE
NIGHIT directed by Candle
JUNE

7月1日 1

キャンドルアーティストとして活躍
するCandle JUNEが灯す幻想的な
世界。被災地にエールとメッセー
ジを贈る

小ホール のべ700 人

山形美術館服部コレクション
「20世紀フランス絵画展」

8月25日
～9月25日

1

印象派以降のフランス絵画を系統
的に収集している山形美術館，服
部コレクションより巨匠から人気作
家まで20世紀フランス絵画の流れ
紹介

展示ホー
ル

6,678 人

フランス絵画展関連企画「水絵
であそぼう　水彩の表現!」

8月7日 1

親子向け美術ワークショップ。絵の
具の濃度を水で調整し、自由な表
現を楽しむ。完成した作品は写真
撮影し「20世紀フランス絵画展」で
紹介

第2会議室 21 人

盛岡市所蔵作品展「金子千恵子
の世界」－色彩の宇宙－

1月16日～
1月15日

1
初期から晩年までの作品をとおし
て，金子千恵子の絵画世界を紹介

展示ホー
ル

1,518 人

 (1) 文化会館芸術鑑賞事業
       音楽や演劇，美術など優れた芸術文化に触れる機会を市民に提供しながら，地域文化の振興を図った。

入場者数等



著名人がつむぐ100歳の詩人
柴田トヨ「くじけないで」展

3月1日～
20日

1

みずみずしい感性で多くの人々の
心をとらえる詩人・柴田トヨさんの
作品を各界の著名人が揮毫。写真
や愛用品とともに被災者に寄り
添った展示

展示ホー
ル

7,467 人

柴田トヨ「くじけないで」展
関連企画『3.11追悼セレモ
ニー』

3月11日 1

大震災から１年となる日、犠牲者の
追悼と復興への祈りを込め、柴田ト
ヨ作品の朗読の他、園児の合唱披
露とトヨさん本人のビデオメッセー
ジを上映

4階アトリウ
ム

200 人

　都南文化会館(キャラホール)
公　　演　　名 公演日 回数 主な出演者・公演内容等 場　　所

親指こぞう―ブケッティーノ
8月5日
～7日

6

ベッドに寝転んで物語を聴くユ
ニークなスタイルの作品。ただ１人
の出演者・ともさと衣が、登場人物
の全ての声を演じ分ける迫力ある
舞台が魅力

大ホール 288 人

<親指こぞう―ブケッティーノ
公演関連ワークショップ>「声
であそぶ!」

7月16日 1

さまざまな役を声で演じ、作品をつ
くりあげてきたともさと衣を講師に
迎え“声”の持つ面白さ・楽しさ・可
能性をゲームを通して体得する

小ホール 25 人

清塚信也ピアノ・リサイタル 9月4日 1 清塚信也(ピアノ) 大ホール 555 人

<清塚信也ピアノ・リサイタル
関連企画>「"のだめピアニスト
"清塚センセイのワンポイント
レッスン」

9月3日 1
清塚信也による小中高生を対象に
したピアノの公開レッスン

大ホール 21 人

公演(事業)名 公演日 回数 主な出演者・公演(事業)内容等 場　　所

＜こまつ座公演関連企画＞
移動遅筆堂文庫展

9月6日～
10月30日

井上ひさし氏寄贈の蔵書22万点を
収蔵している「遅筆堂文庫」（山形
県川西町）の関係資料を展示。図
書は市民への閲覧の他貸出もおこ
なった

1Fエントラ
ンスロビー

＜こまつ座公演関連企画＞
井上麻矢講演会
「井上ひさし　人と作品」

9月11日 1

こまつ座代表で井上ひさし氏の
愛娘である井上麻矢さんが語
る、遅筆堂と自称した父・ひさ
しさんの素顔と作品の魅力

ミニホール 54 人

こまつ座　第95回公演
「キネマの天地」

10月8日 1

本県にもゆかりの深い作家・井上
ひさし氏の1986年の作品に、麻実
れい、三田和代など豪華俳優陣が
集結。推理劇の手法を用いた話題
作

メインホー
ル

442 人

イッセー尾形のこれからの生活
2011in 盛岡

11月12日・
13日

2

映画・テレビにとジャンルを問わず
に活躍するイッセー尾形の原点と
もいえる一人芝居。彼にしか表現
できない独得の舞台がファンを魅
きつける

メインホー
ル

12日346
13日324

人
人

宝くじ文化公演
「6週間のダンスレッスン」

2月19日 1

初演より上演回数150回を超える
舞台を草笛光子、太川陽介をキャ
ストに贈る。ダンスで心を通わせて
いく二人の華やかなシーンが観客
を魅了

メインホー
ル

482 人

　盛岡劇場

入場者数等

入場者数等

来館者によ
る無料観覧



公演(事業)名 公演日 回数 主な出演者・公演(事業)内容等 場　　所

自衛隊音楽隊「姫神ホールふれ
あいコンサート」

8月27日 1 航空自衛隊北部航空音楽隊 大ホール 515 人

柳家喬太郎・柳家三三 二人会 10月9日 1 柳家喬太郎，柳家三三　他 大ホール 371 人

IBCラジオ民謡まわり舞台ｉｎ
姫神ホール

11月19日 1
中川あい子，菊池ひろみ，福田こう
へい　他

大ホール 520 人

　　 実施した。

共催団体名

盛岡芸術協会

盛岡市婦人合唱協議会

私たちの作品展実行委員会

公　　演　　名

　　　　市民の芸術鑑賞機会の拡大を図るため，全市的な芸術文化団体，報道機関等と共催で芸術鑑賞事業を

開催期日

　渋民文化会館(姫神ホール)
入場者数等

10月26日～30日

第41回市民音楽祭「おかあさんコーラスの集い」
(盛岡市民文化ホール大ホール)

10月2日

第41回「私たちの作品展」
(盛岡市民文化ホール展示ホール)

4月28日～6月5日
第40回記念　盛岡芸術祭
(盛岡市民文化ホール大ホール・展示ホールほか)

　(2) 文化会館芸術鑑賞共催事業


