info r m a t i o n - a k i
平成27年度花巻市民芸術祭

information-aki
■宮沢賢治イーハトーブ館企画展
「宮沢賢治童話陶芸創作展」

■秋の収蔵資料展
～刀と刀装の美～

■はなまき産業大博覧会
～花巻まるごとフェスティバル～

■神楽の日

●民謡と舞踊のまつり

●舞台発表会

◇日にち 〜12/16（水）

◇日にち 〜11/23（月・祝）

◇日にち 11/28（土）
・11/29（日）

◇時間

11:00～15:00

市内団体による民謡と演舞の披露

合唱団体などによるステージ発表

◇時間

8:30～17:00（最終入場16:30）

◇時間

8:30～16:30

◇時間

10:00～16:00

◇場所

花巻市大迫交流活性化センター

◇日にち 11/14（土）

◇日にち 11/15（日）

◇場所

宮沢賢治イーハトーブ館

◇場所

花巻市博物館

◇場所

花巻市総合体育館

◇料金

前売800円 当日1,000円

◇時間

12:00～17:00

◇時間

13:00～15:30

◇場所

文化会館

◇場所

大迫交流活性化センター

◇問い合わせ
び学園内

花巻芸術文化協会（まな

◇問い合わせ 大迫総合支所地域支援室
0198-48-2111

0198-23-4234）

童話『どんぐりと山猫』
『なめとこ山の熊』

お う

た か がしら

ご

じ ん

た

ち

ほ う

岩手県指定文化財の鷹 頭 御 陳 太 刀、鳳
ご

じ ん

た

ち

花巻の主要産業である「農業」
「林業」

凰御陳太刀をはじめ、館が所蔵する郷土刀

「商業」
「工業」
「観光」が一堂に会して、見

楽公演が定期的に見られる。早池峰岳神

陶芸作品を展示。宮沢賢治詩画館（くもん

の優品と彫金の技をこらした鐔などの刀装

て・触れて・体験できるイベント。各産業の

楽、早池峰大償神楽、八木巻神楽の三団体

出版）の原画15点も併せて展示。

具を展示・紹介。

パビリオンのほか、
ステージイベント、体験

が月ごとに出演。

◇問い合わせ 宮沢賢治イーハトーブ館

◇問い合わせ 花巻市博物館

コーナー、
イーハトーブマーケットなど楽し

◇問い合わせ 大迫神楽の日実行委員会

つ ば

●倉沢人形歌舞伎

箏、尺八、三絃による演奏

倉沢人形歌舞伎の上演

◇日にち 11/15（日）

◇日にち 11/23（月・祝）

◇問い合わせ

◇時間

13:30～16:00

◇時間

14:00～15:30

行委員会事務局（花巻市役所商工労政課

◇場所

文化会館

◇場所

倉沢人形歌舞伎伝承館

内）0198-24-2111

び学園内

花巻芸術文化協会（まな

0198-23-4234）

◇問い合わせ
係

ユネスコ無形文化遺産登録の早池峰神

などをモチーフに制作した、100点以上の

●三曲演奏会

◇問い合わせ

0198-31-2116

0198-32-1030

いイベントも盛りだくさん。

0198-48-2111

はなまき産業大博覧会実

東和総合支所地域づくり

0198-42-2111

■特別展
「現代の名刀展：北海道・東
北の刀匠」

イーハトーブ花巻応援寄附金
～ふるさと花巻の応援をお願いします～

寄付者に対する記念品を拡充しています。

花巻市では５千円以上のご寄 付をいただいた皆様
へ、寄付金に応じて市内で製造・加工・栽培・販売され
ている農産物などを提供させていただいておりますが、
11月から、新たに花巻市産のリンゴを追加いたします。
今回、提 供させていただくリンゴは、袋をかけずに
太陽の光をたくさん浴びて育った糖度13％以上の蜜入
り「サンふじ」と、甘さと酸味が程よく貯蔵性にも優れた
「シナノゴールド」の特秀品と秀品クラスで、贈答用とし
てもオススメです。
また、今回新たに少数の生産者により栽培され、市場
に出まわる数量の少ない岩手独自品種「はるか」
（冬恋）
を100箱限定で準備いたしました。
この機会にぜひ花巻のリンゴをご堪能ください。

※イーハトーブ花巻応援寄附金のお申し出はインターネットからも可能です。右のＱ
Ｒコードを読み込んでいただくか、下記URLからアクセスいただくと、ふるさと納
税ポータルサイト「ふるさとチョイス」からお申し出いただけます。
【ふるさとチョイス】http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/03205
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◇日にち 11/8（日）
〈大償〉

「花巻を応援したい」、
「花巻に貢献
したい」という温かい思いのこもった
「イーハトーブ花巻応援寄附金」には、
花巻市出身者をはじめ、宮沢賢治や早
池峰神楽のファンなど、全国の皆様か
ら多くの寄付が寄せられています。
あなたのふるさとイーハトーブ花巻
へのご支援をよろしくお願いいたし
ます。

■特別展
「花巻城下の暮らし」

◇日にち 〜11/23（月・祝）

◇日にち 〜11/23（月・祝）

■早池峰神楽舞納め

◇時間

8:30～16:30

◇時間

8:30～16:30

◇日にちと時間

◇場所

花巻市博物館

◇場所

花巻新渡戸記念館

た け

岳神楽
お お つぐない

12/17（木）19:00〜21:00

現在活躍している北海道、東北在住の刀

新渡戸氏が活躍した当時の花巻城下の

匠の作品を中心に展示。細部までこだわり

暮らしぶりを、江戸時代の城下図や伝統工

鍛える刀匠の技術に触れ、
日本刀の美と魅

芸品等を通して紹介。

岳神楽

力を紹介。

◇問い合わせ 花巻新渡戸記念館

大 償 神楽

◇問い合わせ 花巻市博物館
0198-32-1030		

0198-31-2120

大 償 神楽

12/20（日）13:00〜16:00

◇場所
た け

お お つぐない

早池峰神社（※写真）
神楽の館

ユネスコ無形文化遺産に登録された早
池峰神楽の一年の締めくくりとなる行事。
◇問い合わせ 花巻市役所大迫総合支所
0198-48-2111

（お問い合わせ）

花巻市役所秘書政策課

0198-24-2111（内線213）
メール kikaku@city.hanamaki.iwate.jp
ホームページ http://www.city.hanamaki.
iwate. jp/shimin/hurusatonozei/183/
p001298.html
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アンケートプレゼント
アンケートにご協力ください。応募者の中から抽選でプレ
ゼントをお送りします。

A

エーデルワイン
早池峰ヌーヴォー【赤】720㎖
3名様

応募方法
はがきの裏面またはメールに次の項目を明記して、ご応募
ください。応募者の中から抽選で当選者を決定します。ア
ンケートは、お一人様 1 通にてお願いいたします。なお
当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせてい
ただきます。
はがきへの記入項目

メールはこちらから

１

希望の商品（A・B のうちひとつ）

２

郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業

３

この冊子を手に入れた場所（例 / ○○空港）

４

掲載記事の中でよかった記事を選び、下の記号を記入
ください（複数可）。その理由も書いてくださるとうれ
しいです。

５

反対に、よくなかった記事を選び、記号で記入くださ
い（複数可）。その理由もお願いします。

６

2015 年、秋に収穫し醸造するワイン【新酒】をお届
けします。新酒独特の華やかな香りと果実香豊かな酸
味の張りが特徴の辛口赤ワインです。

この冊子へのご感想がありましたら、ご自由にお書き
ください。

記事の記号

岩手県産ポートランド

﹇白﹈甘口 ７２０

原料品種

花のような品の良い香りと

さっぱりとした切れの良い味わい

岩手県産キャンベル

﹇赤﹈辛口 ７２０

原料品種

華やかな香りと口当たり柔らかな

飲み心地良い赤ワイン

ワインは二十歳になってから︒

ml

ml

ア

ふるさとの詩「葡萄水」

イ

花巻人形「力士」

ウ

温泉宿めぐり「ガーデンリゾート悠の湯 風の季」

エ

クローズアップ「望月 達也さん」

オ

宮沢賢治の魅力とは

カ

はなだより「レガーメ ダ オルト」

キ

シリーズ「エーデルワイン」

ク

せがわ京染店 銀河夢小紋ハンカチ

B

せがわ京染店
銀河夢小紋ハンカチ 1枚
5名様

締切

新発売

2015 年 12 月 31 日（当日消印有効）
あて先
〒 025-8601（住所不要）
花巻市ブランドデザイン P 係

岩手県花巻市

染め物ならではの色使いが、宮沢賢治の描く幻想的な
空間と見事に調和。1枚1枚手作業で染めるため、模様
が全て異なる自分だけの特別なハンカチ。オリジナルな
使い方をしてみては。

www.city.hanamaki.iwate.jp
メールアドレス

kouhou@city.hanamaki.iwate.jp
〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫 10-18-3

Tel.0198-48-3037 Fax.0198-48-2412

○飲酒運転は法律で禁止されています｡○妊娠中や授乳期の

飲酒は､胎児･乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。
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