若 者のチカラが 、岩手をアツくする２日間。

入場
無料

9.24 sat・25 SUN
10:00-18:00

※展示発表は両日とも17：00まで

平成26年2月16日
岩手県民を代表して 岩手県知事

盛岡東
警察署

②

①

③
もりおか
歴史文化館
盛岡城跡公園

展示・
ワークショップ

おでってホール

ステージ・イベント おでって広場

達増拓也

ギャラリーおでって
おでって大会議室

フラッグアート展示

おでってホール［プラザおでって3F］

9.24 sat
13:00-13:30
いわて若者文化祭2015
パフォーマンスコンテストグランプリ受賞者

Jr.Alcohol

ジュニア・アルコホール
いわて若者文化祭2015
出演後デビュー！
！

B-fam

ビーファム

閉会式

9.25 sUN

「岩手発・超人スポーツ
プロジェクト」
シンポジウム

9.24 sat 13:45-15:00
半年にわたる取組を振り
返り、今後を展望します！

のん（本名：能年玲奈）
パフォーマンスコンテストグランプリ ミニトーク
17:15-18:00

受賞者による記念ステージ

出演者・出展者・ボランティアによる
国体・大会応援コラボパフォーマンスステージ

岩手に対する想いなど
について語ります！

9.25 sUN 15:30-15:45

●超人スポーツ ●国体デモスポ

④肴町商店街

いわてストリートファッションショー

9.24 sat 15:00-16:00
県内の縫製業者・専門学校の作品や県内の染織を
紹介するファッションショーを開催!!

いわて若者チャレンジマーケット

9.24 sat・9.25 sUN

1 1:00-16:00

盛岡農業高校と盛岡誠桜高校の生徒がコラボ研究
したメニューを発表・販売します!!

［メニュー］■タルタルたっぷりタルティーヤ
■特製オニギラズ ユッケジャン味
■秋刀魚のまぜメシ ■豚汁
■ファン多し！誠桜高校パウンドケーキいろいろ

9.24 sat［予選］・25 SUN［本選］
■ゲストライブ
［予選］ふじポン
［本選］村松徳一

③もりおか歴史文化館前広場

おでって広場［プラザおでって屋外］

パフォーマンスコンテスト
プロミュージシャンなど著名人が審査！

②岩手銀行赤レンガ館

（岩手銀行旧本店本館）

実演・体験

イベント／トピックス
開会式

④

ミスタードーナツ ●

①プラザおでって

展示

肴町商店街

プラザおでって

もりおか歴史
文化館前広場

ステージ

会場
案内

岩手銀行赤レンガ館
（岩手銀行旧本店本館）

盛岡市役所

中の橋

いわては、今、若者の新しい力が満ちています。
東日本大震災津波の直後やその後の復興の中で、高校生・
大学生や社会人など県内外の多くの若者が、なすべきことを見
定め、また、何かしなければならないと立ち上がり、まちづくり
活動やNPO活動、ボランティアなどで活躍しています。
また、国体・障がい者スポーツ大会の開催が決定している本
県では、スポーツ面における若者の躍進も顕著であり、文化・
芸術面における若者の活躍も多く見られます。
いわての復興を成功させ、
「希望郷いわて」を実現するため
にも、若者の新しい力を更に高め、すべての世代が力を合わせ
ていく必要があります。若者が一歩前に出て活躍できるよう、
すべての世代で若者の背中を押し、また、若者とともにいわて
の未来を創造していきましょう。
ここに、県民を挙げて、若者の活躍を支援し、すべての世代
が力を合わせて、復興を成功させ、
「希望郷いわて」を実現す
ることを宣言します。

中津川

いわて若者
活躍支援宣言

もりおか歴史文化館前広場
実演・体験

岩手発・超人スポーツ
プロジェクト

岩手発の競技アイデアや超人スポーツ協会公認競技を楽しめます！

9.24 sat 1 1:00～、1 5:30～ 9.25 sUN 1 1:45～、1 4:1 5～
体験

国体デモンストレーション
スポーツ体験コーナー

「スポーツチャンバラ」と北欧生まれの「クッブ」を楽しもう!!

9.24 sat 13:00～、1 4:45～ 9.25 sUN 10:30～、13:00～

パフォーマンスコンテスト出演者
◎会場／おでってホール

■予選会／9.24（土）10:15〜12:10 ［ゲストライブ］11:45〜12:00 ふじポン
■本 選／9.25（日）15:45〜17：00 ［ゲストライブ］16:30〜16:45 村松徳一

岩手界隈

寧音 from DICE家

ダンス（ヲタ芸）

音楽（ドラム）

ヲタ芸とサイリウムの光を融合したキレと迫力のある力強いパフォーマンスで
魅了させます。昨年のパフォーマンスコンテストでは審査員特別賞をいただ
きましたが、今年は優勝目指して若者の力を全力で出します！

小学生の頃から楽器に触れる機会を持ち、今は岩手県内の高校に通う１６歳。
バンドや吹奏楽の活動のなかで思うことは何より楽しいということ。今回はドラム
という一つの楽器の新しい可能性を私なりに表現できたらと思う。

舘石さつき with Tagamin

低音シンデレラ

京本 紗采

音楽（ピアノ/ボーカル）

踊ってみた、歌ってみた

音楽（ギター弾き語り・カラオケ）

9.24（土）16:15-16:35「おでって広場」にも登場。 9.24（土）16:35-16:45
「おでって広場」館山さつき & 岩手大学ダンス同好会bizarreでコラボ出演!

麗レヰ麗

遠藤 翔太

音楽（ダンス）

9.24
（土）
16:45-17:05
「おでってホール」
にも登場!!

ごっつ

泉座

音楽

アカペラ

演劇

9.24
（土）
13:30-13:45
「おでって広場」
にも登場!!

9.24
（土）
13:55-14:15
「おでって広場」
にも登場!!

9.24
（土）
14:30-14:40
「おでって広場」
にも登場!!

9.25
（日）
12:40-13:00
「おでってホール」
にも登場!!

ちゃぶ台

槻木澤 霞

久保田 雅

バンド

新舞踊

音楽（弾き語り）

9.25
（日）
13:45-14:00
「おでってホール」
にも登場!!

9.25
（日）
11:10-11:20
「おでって広場」
にも登場!!

ステージ発表

団体名

岩手大学
ジャズ研究会
DICE家

9.24
［土］

低音シンデレラ

音楽

（コンボジャズ）
バンド

出演時間

紹

介

2009年発足の音楽サークル。初心者・経験者問わず、60人前後のメンバーで、県内を中
15:25〜
心に様々なイベントで活発に活動中。演奏を通してサークルのことを知ってもらうとともに、
15:45
県内でのジャズの振興をしたい。10名程度で出演予定。
「バンド＝家族、家族＝バンド」
をリアルな演奏で表現します。地域に溶け込むバン
15:55〜 DICE家
16:15 ド活動をして６年目。http://daisukeh777.wix.com

歌ってみた、 16:25〜 動画サイトで活動しているつくしと奈々氏です。会場を盛り上げられるよう頑張ります！
16:40
踊ってみた
Twitter つくし@tk__s25 奈々氏@25naNAsi25

中学1年まで盛岡で過ごしていました。現在は仙台に住んでいる高校1年生、15才です。小学3年生
からボイトレを始め、昨年よりギターでオリジナル楽曲の創作を始めました。人生の半分以上を過ごし
たふるさと岩手県で、私の歌声をギターにのせて心を込めて届けたいと思います。

16:45〜

しゃ//もじ戦争

バンド

17:20〜
おはようございます、
しゃ//もじ戦争です。飛んで火にいる夏の虫のごとく、
がんばります。
17:35

サツキナインズ

バンド

17:45〜
ます。今回、盛岡のステージに初めて立てるということで、楽しみにしてきました。個性的な5
18:00

ベリーダンス

レッスンやイベントなど、
みている
10:10〜 ベリーダンスを皆さまに知っていただくため活動しております。
10:30
皆が笑顔になるダンスをモットーに盛岡市を中心に岩手県・内外で活動しております。

No Dressing♪

アカペラ

10:35〜
まだひよっこなグループですが、
ゆくゆくはイベントのトリを務めることができるグループになるた
10:55

あつこ弁当

アカペラ

「あつこ弁当」
というバンドです！主にアニソンを中心に
11:00〜 私たちは岩手県立大学アカペラサークルJelly Beansの
11:20
歌っています！
！あつこ弁当は２年生の同期バンドで、
まだまだ経験不足ですが、精一杯演奏したいと思います！

THE FACE TO
FACE

［日］

ジャンル

音楽

京本 紗采

ライラ舞踊団

9.25

9.25
（日）
11:50-12:10
「おでって広場」
にも登場!!

おでってホール［プラザおでって 3F］

出演日

えーるらるむ

（弾き語り・カラオケ） 17:05

音楽

（ゴスペル）

どうも！サツキナインズと申します！ 私たちは水沢高校のフォークロック同好会で活動してい
人による勢いのある演奏にご期待下さい。

岩手県盛岡市周辺在住の社会人で構成されたアカペラグループです。結成して半年のまだ

め、
邁進中です！声だけでお送りする20分間をお楽しみに！

盛岡大学のゴスペルサークルとして岩手県内、県外でも活動しています。ゴスペルやジブリソングなど、

11:25〜
ハーモニーの綺麗な曲を、元気になれる曲をさまざまにご用意しています。手拍子つきの曲もあるので、
11:45

一緒に盛り上がりましょう♪ 皆さまにお楽しみいただけるようなステージを作り上げたいと思います!

ある命をうけ夜魔台国へ降り立った魔女３人。彼女たちは受けた命を実行す
11:50〜 魔界の王より、
（サブカルアイドルユニット） 12:10
るため
「愚痴をこぼせるアイドル」
として活動を始めた。
音楽

盛岡を中心に活動しているベリーダンスチームＤｏｙｄｕｍから、
ｙｕｋ
ｉ
ｋｏ
・
ｈ
ｉ
ｒ
ｏｍｉで出演します。

ベリーダンス

12:15〜
様々なスタイルの中近東のダンスお楽しみ頂けると思います。現在Ｄｏｙｄｕｍではメンバー募
12:35

演劇

12:40〜
会ったのは平成27年の秋。
それからお互いの表現の幅を広げるべく共演するようになりました。
し
13:00

盛岡スコーレ
高等学校軽音学部

バンド

13:15〜
しています。部員の中には将来音楽系の仕事に就くことを目指している人もいて部活に対す
13:35

ちゃぶ台

バンド

盛岡のライブハウスを中心に活動
13:45〜 こんにちは! ちゃぶ台といいます! 僕たちは2015年の11月に結成し、
14:00
している4人体制のバンドです! 自分たちで作詞作曲した曲もあります! 是非聴いて楽しんでください!

モノクローム（青組）

バンド

14:10〜
まごころ
14:30

hiromi&yukiko
泉座

2

9.24
（土）
16:25-16:40
「おでってホール」にも登場!!

集中です。興味ある方、
レッスンに遊びに来てください。

岩泉町を拠点に表現活動をしていたいっちゃんと、
クラシックギターをこよなく愛するしまさんが出

まさんが生み出す豊かなギターの音色、
いっちゃんの力強い台詞をどうぞお楽しみください!!!

盛岡スコーレ高等学校の軽音学部です。1年生12名、
2年生4名、
3年生2名の17名で活動

る向上心が高いです。一生懸命演奏するので楽しんでくれると嬉しいです。

ステージ発表

おでって広場［プラザおでって屋外］

出演日

団体名

盛岡第一高等学校
書道部

ジャンル

出演時間

紹

介

私たち盛岡一高書道部は
「繋ぐ～一人ひとりの思い～」
をテ－マに書道Ｌ
Ｉ
ＶＥを開催します。
書道
2年生10人の計16人で活動しています。普段はパフォーマンスの他にも各
10:15〜 現在1年生6人、
パフォーマンス 10:35
種コンクールへ向けての作品制作を行っています。今年も感動空間を演出できるようにがん
ばります。書道にかける熱い思いをお伝えできれば幸いです。
盛岡市を中心に活動しているYosakoiチーム鴒(せきれい)です。
ファミリーチームである私

Yosakoiチーム鴒

ヨサコイ演舞

トーは
「演舞で笑顔と元気を届けたい！」。見ている方にも楽しいひとときを一緒
10:50〜 たちのモッ
11:10
に共有していただければうれしいです。知っている曲があったら一緒に踊ってもOK！入会希
望者も常時募集中です♪

さんさ華の連
ストリートダンス
サークル
Own Style
盛岡大学
ストリートダンス部
Free Style
戸呂町神楽保存会

9.24
［土］

岩手大学
ダンス同好会
bizarre
麗レヰ麗

伝統芸能

平成4年に会を結成。
さんさ踊りの普及、発展を活動目標の一つに掲げ、地域に古くから伝わる
伝統さんさ踊りも演目に取り入れながら、基本の踊りを大切に、踊りの楽しさを伝える活動を県
11:15〜
内外に展開して参りました。今回の文化祭では、盛岡さんさ踊りの魅力、伝統さんさ踊りの奥深
11:30
さを個々の踊りで表現しながら、集団としての演技構成の美しさと新たなさんさ踊りの魅力発信
に挑戦したいと考えています。郷土芸能の魅力を県民の皆様にお届けします！

ダンス

11:35〜
プホップ・ジャズ・ブレイク・ロック・ポップ・ハウス等とまとまりない。
けどそれがいい。
とりあえず
11:45

ダンス

こんにちは! 盛岡大学ストリートダンス部Free Styleです。今回は私たちが日々練習してい
11:45〜
る様々なジャンルのダンスを披露します。私たちのダンスで皆様を元気に笑顔になっていた
12:05
だけたら嬉しいです。精一杯頑張ります!!

伝統芸能

12:10〜
休止した時期もありましたが、有志を募り活動を再開することができました。地元小学校前
12:30

ダンス

多ジャンルの曲の完全コピーダンスをしています！岩手の皆さんに支えら
12:35〜 ソングや洋楽など、
12:55
れて日々楽しく活動できているので、感謝の気持ちを込めて、元気いっぱい笑顔で踊りたい

私たちはストリートダンスで繋がる仲間達。練習場所は盛岡・矢巾・紫波とか。
ジャンルはヒッ

ダンスでメイクピース。興味ある人みんな、
この指とまれジョイナス！
！
！

戸呂町神楽保存会は子ども神楽として、
伝統芸能を継承してきました。
もともと九戸村の江
刺家神楽がルーツで、今も舞やお囃子のどこかに名残が見られます。児童の現象に伴い、

の統合などもあり会員数は減少したものの、地元イベントや文化祭、三圏域郷土芸能祭な
ど意欲的に活動を行っております。
こんにちは！ 岩手大学ダンス同好会ビザーです！ 私たちはCMソングやボーカロイド、
アニメ

と思います！

音楽

（ダンス）

みなさん！みなさん！私達、
麗レヰ麗
（れいれいれい）
です！いわて若者文化祭に出るのは初め

13:30〜
てなのですが、盛り上げられるよう、
そして、一人でも多くの方に印象に残ってもらえるような
13:45

パフォーマンスをしたいと思います！精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします！
！

盛岡市出身、仙台市在住のシンガーソングライターです。弾き語りという枠にとらわれず、

遠藤 翔太

音楽

！
13:55〜 ループステーションを駆使して1人とは思えない迫力あるステージで人々を魅了してきました
14:15
百聞は一見にしかず！Youtubeに動画を多数アップしているのでぜひご覧ください！「遠藤
翔太」
で検策！

岩手県立大学
ダブルダッチサークル
ROPE A DOPE
ごっつ

舘石さつき
with Tagamin
舘石さつき&
岩手大学ダンス
同好会bizarre
岩手女子高等学校
書道部・JRC部
岩手県立大学
さんさ踊り

ストリート
パフォーマンス

（ダブルダッチ）

アカペラ
（ソロ）

岩手県立大学ダブルダッチサークルROPE A DOPEです。岩手を中心にダブルダッチの

14:20〜
普及 活動やパフォーマンスを行っています。若者文化祭でも最高のパフォーマンスができ
14:30

るように頑張ります！よろしくお願いします。

自分は、
自然豊かな岩手県が大好きで今まで色々な方法で岩手県PRをしてきました。今も

ですが今回は、俺が生まれたこの岩手県を盛り上げた
14:30〜 二つの方法で岩手PRをしています。
14:40
くていわて若者文化祭に応募しました。自分の特技の歌を是非、岩手の皆さんの前で気持
ちよく歌いたいと思います。

皆様に私達から質問です。
この二人、
どこかで見覚えがありませんか？ 歌うことが何より大

いつでもどこでも歌っちゃっている舘石さつきと、音楽を生涯愛することを誓いたい
16:15〜 好きで、
（ピアノ/ボーカル） 16:35
田上茉奈。今年もいわて若者文化祭に出場させていただきます！ 昨年からそれぞれ成長し
音楽

た姿、
深まり高まる郷土愛を爆発させます！
！

コラボ

｢お互いダンスが好きで、好きな曲のジャンルも一緒ということで運命を感じ、
このコラボに

16:35〜
至りました！本日はHoneyWorksの金曜日のおはよう、MARiAのGirlsを歌って踊ります！可
16:45

愛い曲とかっこいい曲のギャップに注目して、
どうぞご覧下さい！｣

岩手女子高等学校の書道部とJRC部による書道・手話パフォーマンスは、震災に負けな

書道・手話
2011年5月3日に活動を始めました。以来、
たくさんの方々にご支
10:15〜 い岩手を発信するべく、
パフォーマンス 10:30
援をいただき、大きな舞台をいくつも経験させて、
いただいています。今回は、
ドリカムの「何

度でも」
に乗せて、明日にかけるあきらめない思いを届けます。

岩手県立大学さんさ踊り実行委員会です。私たちは、
岩手の夏の風物詩である
「盛岡さんさ

伝統芸能

に毎年参加させていただいております。2016年の私たちのテーマは、
「伝えるさんさ」
で
10:45〜 踊り」
11:00
した。
さんさの楽しさや魅力、関わっていただいた方々への感謝を伝えることができるよう、精
一杯踊らせていただきます。
よろしくお願いいたします。

9.25
［日］

新舞踊は演歌に合わせて踊る昔から多くの人々に楽しまれている大衆芸能です。私は中

槻木澤 霞

新舞踊

その魅力に引き込まれました。現在も岩手大学に通いな
11:10〜 学2年生の頃に新舞踊と出会い、
11:20
がら、稽古に励んでいます。今回の出場を機に、新舞踊を岩手、
日本そして世界へ発信す
る魁となり、岩手をさらに活気と魅力の溢れる場所にしていきます。

洋野町中野
ナニャドヤラ保存団体
中野ふじの会
久保田 雅

伝統芸能
音楽

（弾き語り）

11:30〜
11:45

岩手県北・青森県南地域に伝わる
「ナニャドヤラ」
は日本最古の盆踊りとされ、
さんさ踊りの
源流とも言われています。集落ごとオリジナリティに富んだナニャドヤラのうち、洋野町中野
地区に伝わる踊り・太鼓・唄の継承に取り組んでいる成果を披露します。

11:50〜
12:10

昨年のいわて若者文化祭に出演してみて、
とても楽しかったので今年も楽しみたいと思いま
す。
3

私達は特に活動を行っておりません。踊る事が好きなただの一般人です、踊る事の楽しさを

ハンバグスム

「ハンバグスム」
というグループ名は
「満面の笑
12:15〜 皆さんに知ってもらいたく今回応募しました。
12:25
み」
という意味から、急遽作りました。決して上手ではありませんが私達の持ち前の笑顔で

ダンス

見ている方々も笑顔に出来るパフォーマンスをしたいと思います。

ダンス

12:25〜
でもあり得意なw-inds.のカバーダンスで会場を少しでも楽しく盛り上げたいと思っておりま
12:35

Starry Sky

ダンス

12:35〜
かっこいい曲と、某パフォーマンスグループのあの曲をやるので、私達の表情に注目して一
12:45

［日］

諸に楽しみましょう
！
！

議なスポーツで老若男女楽しめるコミュニケーションツールでもあります。

ハンドフルートという手笛の奏法で演奏しています。ハンドフルートに少しでも
13:35〜 一関市出身。

音楽

（ハンドフルート演奏） 13:45

興味を持っていただけたら幸いです。
とてもエコな楽器です！

ストリート
パフォーマンス 13:45〜 自分のパフォーマンスを通してフリースタイルフッ
トボーの楽しさを伝えられればと思います。
13:55

蹴球戦線

（フリースタイル
フットボール）

岩手県立大学
ダブルダッチサークル
ROPE A DOPE

岩手県立大学ダブルダッチサークルROPE A DOPEです。岩手を中心にダブルダッチの
ストリート
14:30〜
普及 活動やパフォーマンスを行っています。若者文化祭でも最高のパフォーマンスができ
パフォーマンス 14:40

（ダブルダッチ）

ハワイアン・
フラ

るように頑張ります！よろしくお願いします。
ALOHA

14:40〜 わたしたちは盛岡市でハワイの文化であるフラを学んでいます。私たち若い世代も楽しく
14:50
レッスン励んでいます。日頃の練習の成果を発揮できるように良いステージをご披露いたし

ます。

ギャラリーおでって［プラザおでって 2F］ 9.24［土］&25［日］10：00〜17:00

展示発表

団体名／展示名

ジャンル

紹

介

木版画

平舘高校美術部の男子４名で出展します。私たちは昨年度、全国高等学校版画選手権大会に出
展し、審査員奨励賞をいただくことができました。今回は岩手をテーマに作品を制作します。制作
時間が十分にとれず苦労するかもしれませんが、がんばります。

福岡高等学校 書道部

書道作品

福岡高校書道部では、展覧会やコンクールに向けて、日々の練習はもちろん、1年に4回、校内外
での合宿を行っています。今年、第39回を迎えた書道部展は「古典を学ぶ」をテーマに、隷書の
臨書に挑戦しました。その作品を出品します。様々な書きぶりの隷書の中からそれぞれが選び、書
き込んだ作品です。

大村 理文

美術・絵画

1979年、北海道生まれ。岩手県在住。
2005年京都造形芸術大学通信教育部洋画コース卒業。絵画を作っています。

岩手県立平舘高等学校

山口 由布子
るんびにい美術館

認定特定非営利活動法人
桜ライン311
RAMP UP JAPAN

盛岡商業高等学校 写真部

展示発表

服飾デザイン

‘０１年文化服装学院アパレルデザイン科を卒業、洋服やアクセサリーを趣味で製作しておりま
す。今回は２回目の出展ですので、より多くの方にご覧になっていただけるようにインパクトのあ
る作品を目指しました。洋服には使わない素材も面白く取り入れていきたいと思います。

絵画

花巻市のるんびにい美術館。日々超個性的な表現が生み出される館内アトリエから、今回は若手
メンバーが文化祭に出展します！

アート・
“いとをかし宮古”の文化を広げるべく、完璧すぎないローカルなお土産の提唱を行っております！
！
デザイン・イラスト

Art Eriy's

パネル展示
ユニバーサル
デザイン

（車いす用段差解
消スロープ）

写真

岩手県陸前高田市内約170㎞に渡る津波の到達ラインに10mおきに桜を植樹し、ラインにそっ
た桜並木をつくることで、後世の人々に津波の恐れがあるときにはその並木より上に避難するよ
う伝承していくことを活動としています。
一般社団法人ランプアップJAPANは、ランプ（車椅子スロープ）を製造、販売する団体です。
ランプを全国各地の段差のある店舗や施設に設置し、地域と連携しながら「自分たちでつくるバ
リアフリー」をモットーに住みやすい地域づくりを行っています。
盛岡商業高校写真部です。毎日楽しく、高校生の今でしか撮れない写真を撮っています。部員の
写真レベルは高く、岩手日報の高校生写真フォトコンテストでは毎期、入賞しています。さらに全
国レベルのコンテストでも、数多く入賞していています。今回展示する、作品もコンテストで入賞
した作品を展示します。

おでって大会議室［プラザおでって 3F］ 9.24［土］&25［日］10：00〜17:00
団体名／展示名

岩手発・
超人スポーツプロジェクト
希望郷いわて国体・
希望郷いわて大会PR
4

盛岡大学附属高等学校ダンス同好会メンバー4人で、楽しく、ハゲラッチョに頑張ります！

ストリート
サッカーやダンスにも影響を与えたカポエイラは今では全世界で愛さ
13:00〜 岩手でやっています。
パフォーマンス 13:15
れています。独特のリズムに合わせ歌い闘う競技ですが見る側も闘う側も笑顔になる不思

金野 真由

Lehuamamo `O
Ali`i Hulastudio

す。

2014年ユネスコ無形文化財遺産に登録されたブラジルの国民的スポーツのカポエイラを

CAPOEIRA DE
IWATE

9.25

今年もこのいわて若者文化祭に出場させていただきたいと思い、応募しました。自分が好き

檜山 慶輔

ジャンル

紹

介

「超人スポーツ」は、人間の能力を、テクノロジーを用いて競技することで、年齢や身体能力、障
超人スポーツ がいの有無等に関わらず、誰もが楽しむことができる可能性を持つ新しいスポーツです。
「岩手
（テクノロジーとス
発
・
超人スポーツプロジェク
ト」
と銘打ち、
全国初の試みとして、
地方から新たな競技を生み出す
ポーツ、文化の融合）
べく、県内の若者が取り組んだ成果を発表します。
スポーツPR

いよいよ１０月１日に開幕する「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会」
！ いわて若者文化祭に参
加する皆さんの若い熱いチカラで国体・大会への応援もよろしくお願いします！
！

岩手銀行赤レンガ館［岩手銀行旧本館本店］ 9.24［土］&25［日］10：00〜17:00

展示発表・ワークショップ
団体名／展示名

ジャンル

盛岡情報ビジネス専門学校
ゲームサークル
「IofCreation」
岩手大学D&MT チーム島

紹

介

今年から新設された、モリジョビ公式ゲ―ムクリエイターサークルです。ゲ―ム作りに本気で取り組む在校生達が、
デジタルコンテンツ
学年、学科を越えた連携を得て自身のスキルアップを目指して日々活動しています。
「0から1を生みだし、世の中
（ゲーム）
へ新たな体験を提供していく」を理念に、この若者文化祭でもゲ―ムならではの体験を提供したいと思います！
デジタルコンテンツ 「ユーザーの創造力を形にできる新しいカタチの遊び」をコンセプトに、空中投影ディスプレイと Kinect を用い
（ゲーム）

てユーザーが作成した任意のオブジェクトに対する投影を行い、ユーザーに提示します。

デジタルコンテンツ ゆるキャラヒロインとイケメン農家さんが織りなすハートウォーミンなノベルゲームを展示しま

いまむら

（ゲーム）

す。普段はイラストレーターとして働いています。

今年で2度目の出展になります! 3人1組が、それぞれ赤、緑、青の役割を持ち、決まった位置で立ったりかがんだり
デジタルコンテンツ
することによってひとつの色をつくります。3人で協力して、時間内にお題の色になるように素早く早く動きましょ
（ゲーム）
う! お題の色によっては、3人ともおかしなポーズになっちゃうかも…!

HARU
伊藤 光

デジタルコンテンツ

MCA（岩手県立大学）

デジタルコンテンツ し、一つのプロジェクトに取り組むこともあります。作品の発表は大学内に限らず、学外のイベントにも積極的に参

いわてデジタルコンテンツ
産業育成プロジェクト

デジタルコンテンツ に繋げることを目的として、デジタルコンテンツ産業育成プロジェクトを立ち上げ、人材育成事業などを実施してき

（ゲーム）

nityを用いたゲームの展示をします。みなさんに楽んでいただけるような展示をしたいと思います。
MCAは岩手県立大学のサークルです。専門の部署ごとに分かれ、作品を作るのが主な活動です。他の部署と協力
加しています。今回のイベントでは、アニメ、動画、小説、ゲーム、イラスト集の発表を考えております。

県では、若者からの関心が高いデジタルコンテンツ産業を育成し盛り上げることで、雇用創出や若者の地元定着

ました。いわて若者文化祭のブースで、これまでの取組をポスター等でご紹介します！

デジタルコンテンツ 岩手県立大学の学生クリエイターチームです。WE MAKE COZY THING.というキャッチコピー

yurue（ユルイー）

（Androidアプリ
開発）

岩手大学映画研究部

（映像・ショートムー
ビー）

で今回こちらに出展することにしました。私たちがここ数年で撮った映像・ショートムービー等を展示致します。特
にこの日のためにまだどこにも出していないホヤホヤの新作を持って行きます！是非ご覧ください！

デザイン

県立産業技術短大の産業デザイン科は、プロダクト、グラフィック、ウェブの3つのデザインコースがあり、2年間で
より高度な専門技術が身につけられるよう、学年定員20人の学生に対し、6名の専門教員が専属で指導します。
様々な分野、企業に貢献できる人材育成を目指し、時代の変化に対応した実践的デザイン教育を行っています。

デジタルコンテンツ 私たち映画研究部は、まだ活動し始めたばかりの団体なので、まず大学外のイベントに参加してみよう！ということ

岩手県立産業短期大学校
産業デザイン科
いわて銀河プラザ
応援女子会 anecco.

さいとうゆきこ
シェアピース
クマガイユキコ

（プロダクト・グラ
フィック・ウェブ）

デザイン

（陶器アクセサリー）

岩泉町地域づくり支援協議会
ESPギタークラフト
アカデミー仙台校

を掲げ、さわってワクワクするようなアプリを生み出すという信念を持ってRootersをはじめとす
るアプリ開発を行っています。ワクワクするアプリ、触ってみませんか？

2010年7月に結成された、東京・東銀座にある岩手県のアンテナショップ「いわて銀河プラザ」を応援する、岩手
県出身東京近郊在住OLの会。①若い女性を意味する方言「あねっこ」、②岩手の魅力がより多くの人の心に「根
付く」ようにという思いで命名。メンバー＆サポーターは約20人。様々な長所を持つアネッコが、いわて銀河プラ
ザを盛り上げる企画をボランティアで考案・実施しています！ 今回はanecco.のこれまでの活動報告といわてをモ
チーフに製作した「いわてアクセサリー」の展示を行います。県内外から岩手を盛り上げてゆきましょう！
私達の作品は、岩泉産の素材を使ったり岩泉での暮らしの中で生まれたアイディアを形にした物

地域づくり活動
です。それに加えて地域に仕掛けた「まちづくりデザイン」の紹介もします。どんな内容をどんな
紹介

方法でデザインしたのか、今後の展開も紹介します。作品と活動の両方に注目してください。

製作展示

（ギター・ベース、ミニ
ワークショップ）

北海道・東北エリアで唯一のギター製作学校です。学生達が一生懸命製作した作品を、より多く
の方に見て頂き、今後の製作や就職活動の糧にしてあげたいです。また、楽器だけでなく
「ものづ
くり」の楽しさを感じてもらい、若者達へ活力を与えていきたいです。

美術、デザイン 盛岡在住のイラストレーター、さいとうゆきこです。新聞小説の挿絵や書籍の挿画、雑貨等のデ

（ワークショップ／布
ブローチ）

ザインをしています。今回は今までに手がけた絵の原画やデザインを中心に展示します。 同時に
布ブローチの絵付けワークショップも行いますのでお気軽にご参加ください！

ハンドメイド・ シェアクリエイトとは、みんなで協力してアート作品をつくる取り組みです。当日もシェアクリエイ
トをやっていますので、ふらっと立ち寄った時に作業していってください。これまでの作品も展示
クラフト

（ワークショップ）

消しゴム
はんこ作り

（ワークショップ）

します。http://www.share-piece.com/

日常の中で、ふと目に留まった風景や、旅先での思い出など、身近なものをモチーフにもの作りを
しています。小さなはんこだけど、どこかストーリーも感じられる版画のような世界。ほっこり優し
い気持ちになったり、子どもの頃に見たような懐かしい気持ちになっていただけたら嬉しいです。

［ワークショップのご案内］
ESPギタークラフトアカデミー仙台校

9.24［土］&25［日］「ギター型ウッドホルダーを作ろう!」

シェアピース

9.24［土］&25［日］「みんなで作るタッセルいっぱいの服」

■時間／両日11:00〜12:00（所要時間30分程度）
■材料費／200円 ■定員／10名程度（入れ替え制）

■時間／両日14:00〜15:00（所要時間5〜10分程度）
■材料費／無料 ■定員／無制限（入れ替え制）

さいとうゆきこ
9.24［土］&25［日］「布ブローチをつくろう」

9.24［土］「秋モチーフの消しゴムはんこ作り」

※木材を磨きますので、汚れる可能性がございます

クマガイユキコ

■時間／9.24［土］15:00〜16:00（所要時間1時間弱）
■材料費／500円 ■定員／6名程度

■時間／両日13:00〜14:00（所要時間30分程度）
■材料費／500円 ■定員／10名程度（入れ替え制）
フラッグアート展示

■さいとうゆきこ

※彫刻刀を扱うので小学生以下は保護者同伴でお願い致します

肴町商店街 9.17［土］〜25［日］

盛岡在住のイラストレーター。9.24（土）
・25（日）は岩手銀行
赤レンガ館会場で展示＆ワークショップを開催。

■るんびにい美術館

花巻市の美術館。9.24（土）
・25（日）は
ギャラリーおでって会場に出展。

■盛岡第一高等学校 書道部

9.24（土）10:15〜10:35おでって広場
にて書道パフォーマンスを披露。

5

タイムスケジュール

※展示発表を除く

プラザおでって

9.24

おでって広場（屋外）
おでってホール

おでってホール（3F）

sat

10:00-10:05 ステージオープニング

パフォーマンス
コンテスト予選会

10:15-12:10

10:15-10:35 盛岡第一高等学校書道部
10:50-11:10 Yosakoiチーム鴒

ゲストライブ ◎ふじポン
12:00-12:10 予選結果発表
11:45-12:00

13:00-13:30

11:15-11:30 さんさ華の連

11:35-11:45 ストリートダンスサークル

Oｗｎ Style

開会式

プロジェクト」
シンポジウム

12:35-12:55 岩手大学ダンス同好会

bizarre
13:30-13:45 麗レヰ麗

13:55-14:15 遠藤翔太

半年にわたる取組を振り返り、
今後を展望します！

15:25-15:45 岩手大学ジャズ研究会
15:55-16:15 DICE家
16:25-16:40 低音シンデレラ

14:20-14:30 岩手県立大学

11:00-16:00

いわて若者
チャレンジ・
マーケット

ダブルダッチサークル
ROPE A DOPE
14:30-14:40 ごっつ
ファッションショー
16:15-16:35 舘石さつき with Tagamin

17:20-17:35 しゃ//もじ戦争

16:35-16:45 舘石さつき＆

岩手大学ダンス同好会bizarre

17:45-18:00 サツキナインズ

おでってホール（3F）

10:10-10:30 ライラ舞踊団

10:35-10:55 No Dressing♪
11:00-11:20 あつこ弁当

11:25-11:45 THE FACE TO FACE
11:50-12:10 えーるらるむ

12:15-12:35 hiromi & yukiko
12:40-13:00 泉座

13:15-13:35 盛岡スコーレ高等学校

軽音学部

13:45-14:00 ちゃぶ台

14:10-14:30 モノクローム
（青組）
15:30-15:45 のんミニトーク
15:45-17:00

17:15-18:00

10:00-10:05 ステージオープニング
10:15-10:30 岩手女子高等学校 書道部・ＪＲＣ部
10:45-11:00 岩手県立大学さんさ踊り実行委員会
11:10-11:20 槻木澤 霞
11:30-11:45 洋野町中野ナニャドヤラ

保存団体

12:15-12:25 ハンバグスム
12:25-12:35 檜山慶輔

12:35-12:45 Ｓｔ
ａｒｒｙ Ｓｋｙ

11:00-16:00

いわて若者
チャレンジ・
マーケット

13:00-13:15 CAPOEIRA DE IWATE

◎のん

13:35-13:45 金野真由

パフォーマンス
コンテスト本選

14:30-14:40 岩手県立大学ダブルダッチ

ゲストライブ ◎村松徳一
16:45-17:00 グランプリ発表
16:30-16:45

おでって広場（屋外）
おでってホール

11:50-12:10 久保田雅

閉会式

◎パフォーマンスコンテストグランプリ
受賞者による記念ステージ
◎出演者・出展者・ボランティアによる国体・
大会応援コラボパフォーマンスステージ

13:45-13:55 蹴球戦線

サークルROPE A DOPE
14:40-14:50 Lehuamamo ̀O Alìi
Hulastudio
注意事項
一覧

デモンストレーション
スポーツ体験
コーナー

超人スポーツ
プロジェクト

コラボ
ステージ

プラザおでって

sUN

14:45〜［体験］
国体

15:30〜［実演］
岩手発・

15:00-16:00 いわてストリート

16:45-17:05 京本紗采

超人スポーツ
プロジェクト

デモンストレーション
スポーツ体験
コーナー

12:10-12:30 戸呂町神楽保存会

13:45-15:00「岩手発・超人スポーツ

11:00〜［実演］
岩手発・

13:00〜［体験］
国体

11:45-12:05 盛岡大学FreeStyle

［オープニングアクト］
◎Jr.Alcohol
◎B-fam

9.25

もりおか歴史
文化館前広場

もりおか歴史
文化館前広場
10:30〜［体験］
国体

デモンストレーション
スポーツ体験
コーナー

11:45〜［実演］
岩手発・

超人スポーツ
プロジェクト

13:00〜［体験］
国体

デモンストレーション
スポーツ体験
コーナー

14:15〜［実演］
岩手発・

超人スポーツ
プロジェクト

■会場内外で発生した盗難等について、主催者・会場は一切責任を負いません。 ■複数ステージが同時に開催
される為、全てのプログラムをご覧いただくことはできません。 ■イベント会場において安全確保の為に入場制
限をさせて頂く場合があります。 ■オープニングアクト、
ミニトークステージ、クロージングアクトのステージでの
一般のお客様による撮影・録音は、いかなる場合も禁止いたします。

