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奥州市文化会館大ホール／中ホール／和室
主催：奥州市芸術文化協会
共催：岩手県／一般財団法人奥州市文化振興財団
助成：公益財団法人カメイ社会教育振興財団（仙台市）
公益財団法人岩手県文化振興事業団 令和４年度いわて文化芸術活動支援事業（文化活動成果発表事業）
後援：奥州市 読売新聞盛岡支局 岩手日報社 胆江日日新聞社 岩手日日新聞社 水沢テレビ 奥州エフエム放送

伝統文化体験会

中ホール／和室

詳しくは裏面をご覧ください

＆

こども芸術発表会

大ホール／開場正午・開演午後12：30

［鹿踊体験］伊藤流行山鹿踊保存会

「獅子躍」奥州市立伊手小学校

［いけ花体験］水沢諸流華道会

「御神楽」前谷地神楽クラブ

［くくり雛制作体験］水沢くくり雛保存会
［剣舞体験］川西大念佛剣舞保存会
［吟詠体験］岳精流胆沢吟詠会
［日本舞踊体験］扇和会

［茶道体験］表千家水沢茶道会

「一輪車」前沢一輪車クラブアルスノーバ
「ＨipＨop」水沢スポーツクラブＨipＨop キッズダンス
「念佛剣舞」川西大念佛剣舞子ども同好会
「獅子躍」金津流梁川こども獅子躍

「日本舞踊」おうしゅう伝統文化こども日本舞踊教室
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伝統文化体験会

倉庫

E

歴史と伝統・
鹿踊体験
実施団体：伊藤流行山鹿踊保存会

①11:30 〜 12:00

C

③14:30 〜 15:00
● 口唄歌（くちしょうが）
を覚えてみよう
● 太鼓をたたいてみよう
● 太鼓をつけて踊ってみよう
動きやすい服装と上履きでおいでください。

A

伊藤流行山鹿踊
体験ブース

綱元

B

②13:00 〜 15:00

いけ花体験
実施団体：水沢諸流華道会

①10:00 〜 11:30

C

②13:30 〜 15:00

対象年齢 制限なし

水沢地方に古くから伝わり伝統文化でもある、
くくり雛で
来年の干支である卯（うさぎ）
を作ってみましょう。作品は
お持ち帰りいただけます。参加費
（材料代）
300円

各回定員 7 名

900年の歴史を誇る
川西大念佛剣舞
踊り体験
実施団体：川西大念佛剣舞保存会

①10：00 〜 11：00

D

実施団体：岳精流胆沢吟詠会

①10:00 〜 10:30

対象年齢 6 歳〜 70 歳

季節の花々を使っていけ花体験を行います。
参加費（花代）
800円 作品は参加者が自宅にお持ち帰り
いただけます。 持ち物 花を包む紙（新聞紙等）

E

②11:00 〜 11:30
③13:30 〜 14:00
各回定員 5 名

平成8年にスポーツ少年団として発足し、今年で26年目を迎えました。現在では、前沢地域を中心に奥州市内外の幼稚園児から社会人まで27名で活動しています。スポーツ競
技としての一輪車演技を広く知ってもらうため、地域内外のイベント等に積極的に参加し、愛好者の拡充にも努めています。また、
その競技大会では、
グループ・ペア・ソロの演技
部門の全国大会に平成14年より出場しています。そして、
１年間の活動成果の発表として
『演技発表会』
を毎年開催しています。

対象年齢 制限なし

漢詩や和歌などあらゆる題材に節をつけて歌います。
自分の声で、
自分の声の高さで、
しっかりお腹から発声します。
気軽に楽しく吟じましょう。

伝統文化体験応募方法
9月14日㈬から受付いたします
定員になり次第締め切ります

日本舞踊体験
実施団体：扇和会

13:30 〜 14:30（13:00 集合）
定員 15 名

F

対象年齢 5 歳〜

浴衣の着付けから、
日本の伝統文化である日本舞踊を親し
みやすく触れてみませんか。美しく見える立ち居振る舞い
やお辞儀の仕方など、
日本舞踊の基礎を楽しく学びます。
持ち物／浴衣、半帯（幼児は兵児帯可）、足袋、腰ひも2本
（子どもは背丈に合った腰上げが出来ていれば不要です）

各回定員10名

対象年齢 10 歳〜 40 歳

国の重要無形民俗文化財である
「川西大念佛剣舞」
の踊りを
みんなで踊ってみよう。先着20名に
「剣舞ポストカード」
プレ
ゼント。衣装展示のほか、保存会による実演もあります。

「ＨipＨop」水沢スポーツクラブＨipＨop キッズダンス
水沢スポーツクラブは、
エイベックスダンスマスターの指導の下、盛岡・仙北・矢巾・花巻・水沢・一関の県内6か所27教室で、現在4歳から18歳まで319名が元気にＨipＨopダン
スを学んでおります。ダンスはスポーツであり芸術です。 心を込めて一生懸命踊る子ども達の熱い思いをご覧ください。

茶道体験
実施団体：表千家水沢茶道会

10:00 〜 15:00
定員 50 名

対象年齢

G
制限なし

お茶の点て方、飲み方を学ぼう。 季節の美味しいお菓子と
一緒に心を落ち着かせた時間を過ごしましょう。
茶菓子が無くなり次第終了となります。
参加費（抹茶・お菓子）
300円
事前申し込みは必要ありません。

①メール geibun@oshu-bunka.or.jp
②はがき 〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字石橋 41
奥州市文化会館内 奥州市芸術文化協会 あて

「念佛剣舞」川西大念佛剣舞子ども同好会
平成5年に川西大念佛剣舞が国の重要無形民俗文化財に指定されたことにより、後継者育成が望まれ、学校教育の一環として行っていた伝承活動を発展させ、平成6年より同好会と
して設立されました。 会員は希望者からなり、毎週金曜日に保存会の指導を受けて練習しています。中尊寺の藤原まつりや奥州市民芸術文化祭等で発表し、地域と関わりを深める
活動をしています。今年度は1年生〜 6年生の16名で活動しています。昨年は、
みなさんの心に感動を与える団体に授与される
「さわやか賞」
をいただくことができました。

第２部

①体験ブース記号・希望時間 ②参加者氏名・ふりがな、性別・年齢（子どもは学校名・学年）
③住所、電話番号をご記入のうえ、下記のいずれかの方法でお申し込みください。
応募先

若柳地区センターの事業の一環として、若柳小学校５、
６年生の協力を得て、平成15年から毎年御神楽の伝承活動を続け、運動会の集団演技として指導してまいりました。
その後、御神楽クラブを結成し、現在は5年生8名、6年生4名、高校生2名で月２〜３回活動を続けております。

②11：00 〜 12：00

和室［2階］
吟詠体験

「一輪車」前沢一輪車クラブアルスノーバ

「御神楽」前谷地神楽クラブ

水沢くくり雛
制作体験

各回定員 5 名

川西大念佛剣舞
体験ブース

対象年齢 12 歳〜 40 歳

①9：30 〜 11:30

伝統芸能や現代芸術に取り組む子ども達による舞台発表

「獅子躍」奥州市立伊手小学校

D

いけ花体験ブース

実施団体：水沢くくり雛保存会

第1部

くくり雛制作
体験ブース

郷土芸能伝承活動として平成3年9月から取り組み開始しました。伊手金津流獅子躍保存会の協力を得て、毎週金曜日に指導を受け練習しています。今まで学校行事や伊手地
区はもとより、江刺地域の行事等で踊り、多くの皆さんに披露してきました。本校は令和5年3月で閉校になります。発表会では気持ちを込めて一生懸命踊ります。

②13:30 〜 14:00
各回定員２名

大ホール／開場正午・開演午後12：30

B

吟詠体験ブース

A

こども芸術発表会

廊下

中ホール

後援：奥州市 読売新聞盛岡支局 岩手日報社 胆江日日新聞社 岩手日日新聞社 水沢テレビ 奥州エフエム放送

応募状況は
こちらから▶
http://oshu-geibun.jp

新型コロナウイルスの感染状況によっては変更や中止する場合があります。

おうしゅう伝統文化親子教室中間発表会

「獅子躍」金津流梁川こども獅子躍
古くから伝わる金津流梁川獅子躍の技芸を学び、後継者育成を目的に結成し、令和４年度は「
、おうしゅう伝統文化親子教室」
事業の一環として
奥州市内の11名の子ども達が参加しています。

「日本舞踊」おうしゅう伝統文化こども日本舞踊教室
６月の開講から日本舞踊の指導を受けてきた子ども達が、本日初めて地域の皆様に稽古の成果を披露いたします。

奥州こども芸術発表会
入場整理券配布
9月21日㈬午前9時から奥州市
文化会館窓口にて配布いたします。

詳細は奥州市芸術文化協会へお問い合わせいただくか、協会ホームページをご確認ください。

＊無料・指定席（席は選ぶことはできません。）＊お一人様４枚まで(感染対策にご協力ください。)

お問い合わせ先

〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字石橋 41
奥州市芸術文化協会 ☎0197-22-6622（Z ホール内）
メール：geibun@oshu-bunka.or.jp

配布状況は
こちらから▶
http://oshu-geibun.jp

