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会場［盛岡市］／岩手県公会堂 会場［盛岡市］／プラザおでって、岩手銀行赤レンガ館、もりおか歴史文化館前広場

10:00-17:00 10:00-17:30（展示は16：30まで）

第2部オープニングセレモニー

いわて若者「食」チャレンジ

若者文化祭「お祭り広場」 若者文化祭
「食べ物広場」キッズダンスコンテスト

in いわて若者文化祭2017

コピユニ祭り
in いわて若者文化祭2017

夢みるアドレセンス

パフォーマンス
コンテスト2017

閉会式

開会宣言／達増拓也（岩手県知事）

会場／岩手県公会堂

会場／おでってホール

会場／おでって大会議室

もりおか歴史文化館前広場

同時
開催

郷土芸能など若者団体が繰り広げる2日間のステージイベント!!

キッチンカー、屋台など美味
しいものがいっぱい! 
2日間開催!!

会場／おでってホール

※会場によって開催時間に差異があります。タイムスケジュールをご参照ください。

会場／おでってホール

大友啓史
映画監督

百武朋
特殊メイクアーティスト

祝! 2017メジャーリリース

SWANKY DOGS
Studio BALL所属
ダンスユニット
Hangout

主催／いわて若者文化祭実行委員会
■事務局／岩手県文化スポーツ部文化振興課 TEL.019ｰ629ｰ6286

パフォーマンスコンテスト
2016グランプリ受賞者

岩手界隈

ゲストLIVE
いなむら

★コピユニダンスワークショップの発表ステージ
★パフォーマンスコンテストグランプリ受賞者
　によるステージ
★夢みるアドレセンススペシャルライブ

予選を勝ち抜いた才能達が
集結する熱いステージバトル!!

1966年岩手県盛岡市生
まれ。主な作品に、大河ド
ラマ「龍馬伝」、「ハゲタ
カ」、映画「るろうに剣心」
三部作、「秘密 THE TOP 
SECRET」、「ミュージア
ム」、「3月のライオン」二
部作などがある。

岩手県出身。特殊メイク、
特殊造型、キャラクター
デザイナー。「20世紀少
年」、「寄生獣」、「進撃の
巨人」、「秘密 THE TOP 
SECRET」、「ミュージア
ム」、「東京喰種」、「こど
もつかい」など作品多数。

岩手県内の学生たちが、岩手県産米「銀河のしずく」を使用したワンハンドフードをお振る舞い。

とにかく全員がかわいいと話題沸騰中の4人組アイドル
グループ。メンバーの志田友美さんは岩手県出身。

出演／達増拓也（岩手県知事）、大友啓史（映画監督）、五十嵐真志（プロデューサー）、
　　　佐々木昌彦（映像プロデューサー）

出演／百武朋（特殊メイクアーティスト）、大友啓史（映画監督）

岩手県の縫製業者、専門学校、県内の染織を紹介する
ファッションショーを開催！！

イベント／トピックス
開会式

いわて若者特別授業

いわてアパレルコレクション

トークセッション「いわて、映像、その未来」

第2部第1部
映像部門 ステージ・

展示発表

第1部／
映像部門

第2部／ステージ・展示発表

第1部
スペシャル
ゲスト

第2部
スペシャル
ゲスト

9.30sat／岩手県立紫波総合高等学校　10.1sun／盛岡スコーレ高等学校

会場／岩手県公会堂

AM11:00〜、PM14:00〜
〈各回100食限定〉



出演日 団体名 ジャンル 出演時間 紹　介

9.30
［土］

和泉優 一人芝居
（朗読劇）

12:15〜
12:35

出演2回目となる若者文化祭。以前は演劇経験が無い状態でしたが、何度かフリーで朗
読劇や舞台に出演し、人前で演技を見ていただける楽しさを知りました。色々な人に自分
を見て欲しい、色々な感情を知っていただきたくて紙にペンを走らせました。今回は眼鏡を
テーマにした作品で、眼鏡を通じて見える人の繊細さや感情を表現しました。よろしくお願
いします。

アカペラサークル
Vocco

音楽
（アカペラ）

12:45〜
13:05

岩手を拠点に活動する「アカペラサークルVocco」は2013年4月に創立し、 現在は20～
60代までの30名を超えるメンバーで活動中です。 全員演奏の他、有志で編成したグルー
プでの演奏活動も行っており、 今回は「声を大にして伝えたい」パワーあふれるメンバーを
揃えました。 楽器のない声だけのアンサンブルをお楽しみ下さい。
※同日9.30（土）15：30～15：50「おでって広場ステージ」にも出演

岩手県立大学
アカペラサークル
Jelly Beans
ノワルーナ

音楽
（アカペラ）

13:15〜
13:30

新月を意味する、どこか不思議で懐かしい歌を奏でる、私たちのバンドの名前はノワルー
ナ。独自の世界観へようこそ。きっとあなたもこの世界へ誘われるはず。他の誰にも作れな
い6人のサウンドで、あなたの心を虜にしたい。どうぞお聞きください。
※同日9.30（土）16：00～16：15「おでって広場ステージ」にも出演

Ｊａｐａｎｅｓｅ
ｋａｗａｉｉ
creators♥

ファッション
ショー

（メイクアップ）
14:30〜
14:40

私達は、9月11日に行われた全国理美容学校kawaii選手権大会のファイナリストとして、
この作品を作りました。「全ての人をkawaiiで魅了する」を目標に、全てが手作りの作品で
す。私達のkawaii作品を是非ご覧下さい。

FAWNS 音楽（バンド） 15:05〜
15:25

盛岡のライブハウスを中心に活動中のスリーピースロックバンド、FAWNS（フォーンズ）で
す。メンバーは全員岩手県立大学の2年生です。シンプルで力強い音楽で魅せます。

Yorimichi 音楽（バンド） 15:40〜
16:00

盛岡のライブハウスを中心に活動しています。今年の6月11日には自主企画を行い、CD
を発売しています。Yorimichiの音楽を多くの人たちに伝えること、若者から岩手全体にパ
ワーを発信していくことが出場を決意した理由です。精一杯演奏させて頂きます。

岩手大学
ジャズ研究会 音楽（ジャズ） 16:15〜

16:35

こんにちは！岩手大学ジャズ研究会です！私達は週2回のセッションや県内を中心としたイベ
ントなどでの演奏を中心に活動をしています。若 し々く、楽しいジャズサウンドをお届できるよ
うに頑張ります！

10.1
［日］

VOX 音楽（バンド） 10:15〜
10:30

奥州市の水沢高校の2年生バンド 「VOX」です。 自分たちの力を全て発揮できるように頑
張ります。よろしくお願いします。

!?（インテロバング） 音楽（バンド） 10:45〜
11:05

こんにちは！バンド名はビックリマークはてなと書いてインテロバングと読みます。邦ロックを
中心にコピーしているバンドです。皆さんに楽しんでいただける演奏をしたいと思います。よろ
しくお願いします！

ALSTROEMERIA 音楽（バンド） 11:20〜
11:40

僕達は東京を中心に活動しているバンドです。ボーカルのちゃんゆーが高校卒業まで岩
手県で過ごしており、地元である岩手県を僕らの音楽で少しでも盛り上げたいと思い今回
応募しました。メンバーの3人全員がたくさんの著名人と仕事を経験しており場数は充分で
す。精一杯演奏するのでよろしくお願いします！頑張ろう岩手！！

THE MELLOW 
MONKＥY 音楽（バンド） 11:50〜

12:10

2016年に再集結を果たしたTHE YELLOW MONKEYのコピーバンド、「THE 
MELLOW MONKEY」です!私たちの演奏で岩手に元気を!届けます!スプーン一杯分の
幸せをわかちあいましょう!Are you ready to spark?

岩手界隈
ヲタ芸

（サイリウム
パフォーマンス）

12:20〜
12:30

ヲタ芸とサイリウムを融合させたキレと迫力のある新感覚パフォーマンス。昨年パフォーマン
スコンテストグランプリ受賞の実績。一度見たら頭から離れない!!

Jamila oriental 
dance company 
with JNK

ダンス
（ベリーダンス）

12:40〜
13:00

Jamila oriental dance company所属ダンサー、ジャミーラ、ユーナ、マヤに実力派エレク
トーン奏者JINKEを加えたベリーダンスチームです。
エジプシャンスタイルのベリーダンスを基調にシンセサイザーキーボードやダラブッカの演奏
を加え、若者文化祭らしい勢いのあるパフォーマンスを行いたいと思います。

おでってホール［プラザおでって3F］

岩手県公会堂［ギャラリー／15・16・17号室］

第2部 ステージ発表 出演者

第1部 県内映像関連の発表＆展示
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◎映画「３月のライオン」
　特別展示
岩手県内でのロケ風景や撮影時の
オフショット、さらには桐山零の貴重
な衣装などを展示

◎百武朋作品展示コーナー
百武朋氏が映画のために制作した数々
の作品を一挙展示。
◎傷メイク体験コーナー
百武朋氏率いる百武スタジオのスタッフ
による「傷メイク体験」
◎参加無料 ※人数制限がございます

◎県内映画祭紹介コーナー
　 県内各地の映画祭の紹介

◎わかものミニシアター 県内高校・大学やサークルの制作した映像作品の上映や各種動画の紹介
　 上映作品制作校／盛岡一高、盛岡二高、盛岡三高、岩手中・高、花巻農業高、宮古高、宮古工業高、岩手大学映画研究部

ⓒ2017 映画「3月のライオン」製作委員会

9.24［日］10:00-17:00



出演日 団体名 ジャンル 出演時間 紹　介

9.30
［土］

Dance Space ダンス
（ヒップホップ）

11:25〜
11:40

岩手から元気を発信をコンセプトに結成した私たち。復興イベントではダンスとちょっぴり歌
を。国体盛り上げイベントではわんこダンスを。県内さまざまな会場でパフォーマンスをしてき
ました。今回はキラッキラなガールズパワーをお見せできたらと思います。
※同日9.30（土）15:25～15:40「もりおか歴史文化館前ステージ」にも出演

石川愛彩
（ Parent and Child? )

音楽
（ギターデュオ）

11:50〜
12:10

年の差28歳！「Parent and child?」というアコースティックユニットのG/Voで岩手県内を
中心に活動中です。女子高生パワーで元気を届けたいです。

久保田みやび 音楽
（ピアノ弾き語り）

13:05〜
13:25

小学校4年生の頃から地元のイベントなどで歌わせていただいています。中学生になってか
らは自分で曲を作りライブハウスなどでもライブをしています。聞いてくださった方達の印象
に残れるように魂を込めて一生懸命歌います! よろしくお願いします。

Yosakoiチーム鴒 ヨサコイ
演舞

13:40〜
14:00

盛岡を中心に、ヨサコイ演舞で「見てくださるお客様と一緒に楽しめるよう、笑顔と元気を届
けたい」と活動しています。今年5月、YOSAKOIさんさ20周年を記念し、地元盛岡への愛
を詰め込んだ新曲「四季招宴」を発表しました。石割桜、さんさ踊り、わんこそば！岩手の素
晴らしい四季を、踊りに込めてお届けします！
※同日9.30（土）11：10～11：30「もりおか歴史文化館前ステージ」にも出演

アカペラサークル
Vocco

音楽
（アカペラ）

15：30〜
15：50

岩手を拠点に活動する「アカペラサークルVocco」は2013年4月に創立し、 現在は20～
60代までの30名を超えるメンバーで活動中です。 全員演奏の他、有志で編成したグルー
プでの演奏活動も行っており、 今回は「声を大にして伝えたい」パワーあふれるメンバーを
揃えました。 楽器のない声だけのアンサンブルをお楽しみ下さい。
※同日9.30（土）12：45～13：05「おでってホール」にも出演

岩手県立大学
アカペラサークル
Jelly Beans
ノワルーナ

音楽
（アカペラ）

16:00〜
16:15

新月を意味する、どこか不思議で懐かしい歌を奏でる、私たちのバンドの名前はノワルー
ナ。独自の世界観へようこそ。きっとあなたもこの世界へ誘われるはず。他の誰にも作れな
い6人のサウンドで、あなたの心を虜にしたい。どうぞお聞きください。
※同日9.30（土）13：15～13：30「おでってホール」にも出演

岩手界隈
ヲタ芸

（サイリウム
パフォーマンス）

16:30〜
16:40

ヲタ芸とサイリウムを融合させたキレと迫力のある新感覚パフォーマンス。昨年パフォーマン
スコンテストグランプリ受賞の実績。一度見たら頭から離れない!!
※翌日10.1（日）12：20～12：30「おでってホール」にも出演

10.1
［日］

檜山慶輔
ダンス

（ストリート
ダンス）

10:30〜
10:45

みなさんこんにちは!!私は学生の頃からダンスをしてます檜山慶輔と申します。今年でこのい
わて若者文化祭には4回目の参加となります。第1回目から参加させていただいてるので、
ベテランらしいパフォーマンスをしたいと思っております。是非よろしくお願い致します!!

Sweet girl 音楽
（歌・ダンス）

10:50〜
11:10

私達は歌とダンスが大好きな女子高生です！ 普段は別々で活動していますが今回初めて
ユニットを組みました！！ 皆さんに私達の音楽にかける思いが届くように精一杯がんばります！

kazuya 音楽
（歌ってみた）

11:15〜
11:25

盛岡在住の23歳です!! 音楽が大好きで、高校の時には常に歌っていた事で「歩くiPod」
とも言われていました。私にとって歌うことは自分の気持ちを表現することが出来る優れた
手段1つだと思っています。私の将来の夢は歌手です。実力はまだまだ不十分ですが、精
一杯自分の気持ちを聴いてくださる皆様に届くよう頑張りたいと思います!!

Inspire ダンス 11:30〜
11:40

盛岡大学附属高等学校のダンス部所属の3人です。今年私達の努力が認められ、同好
会から部へ昇格しました！みんな明るくにぎやかで3人揃うと半端ない破壊力です。3人で
踊っている時はとても楽しいです。チーム名の通り私達のダンスで元気を届けます！

CJS 音楽
（歌・ダンス）

12:00〜
12:15

岩手と海外の掛け橋になりたい。そんな想いから結成されたグループで、その想いを岩手の
若者を代表して他には無い歌と踊りと笑いのパフォーマンスで伝えます。今回は日本でも
人気の高い、K-POPの楽曲を中心に日韓友好の願いを乗せて、皆様と楽しい時間を作り
たいと思っておりますので、よろしくお願い致します。
※同日10.1（日）14:35～14:50「もりおか歴史文化館前ステージ」にも出演

元村こどもさんさ
愛好会 伝統芸能 13:30〜

13:50

滝沢市元村地区に伝わる伝統さんさを継承し、伝えている子供たちの団体です。毎年、
夏のパレードや地域のイベントで演技しています。１７種類もある演目を太鼓、笛、踊りで
小中学生を中心とした子どもたちが行います。今年は、特にいい演技をする子たちがいっ
ぱいなので、滝沢市から飛び出して多くの人に見ていただきたく応募しました。絶対、損は
させません。
※同日10.1（日）15:15～15:30「もりおか歴史文化館前ステージ」にも出演

Kick the Sun
ダンス

（エクストリーム
マーシャルアーツ）

15:00〜
15:10

私たちKick the Sun は、格闘技やアクロバットの動きを融合させたＸＭＡというスポーツの
パフォーマンスを行います。華麗な蹴り技やド迫力の宙返りなど、人間離れした動きの連続！
ぜひご覧ください！
※同日10.1（日）12:40～12:50「もりおか歴史文化館前ステージ」にも出演

THE FACE TO 
FACE 歌（ゴスペル） 15:20〜

15:35

私たちは盛岡大学のゴスペルサークルTHE FACE TO FACEです。現在8人で活動して
います。1人1人の個性を大事にし、少ない人数なりに一生懸命練習したり、歌ったりしてい
ます。楽しく歌うことを大事にして歌っています。

Sweet girl ＆　
岩手大学ダンス同好会
bizarre　

コラボ 15:45〜
15:55

女子高校生ユニットSweet girlと岩手大学同好会bizarreとのスペシャルコラボステージ
です！歌とダンスで岩手に元気をお届けします！お楽しみに！

K&K コラボ 16:05〜
16:15

「歌とダンスが大好きな夢追いコンビです！実力はまだまだですが、聴いたり見て下さってい
る方々に楽しさを伝えられるように頑張りたいと思います！」

おでって広場ステージ［プラザおでって屋外］
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出演日 団体名 ジャンル 出演時間 紹　介

9.30
［土］

Yosakoiチーム鴒 ヨサコイ演舞 11:10〜
11:30

盛岡を中心に、ヨサコイ演舞で「見てくださるお客様と一緒に楽しめるよう、笑顔と元気を届
けたい」と活動しています。今年5月、YOSAKOIさんさ20周年を記念し、地元盛岡への愛
を詰め込んだ新曲「四季招宴」を発表しました。石割桜、さんさ踊り、わんこそば！岩手の素
晴らしい四季を、踊りに込めてお届けします！
※同日9.30（土）13：40～14：00「おでって広場ステージ」にも出演

岩手女子高校
書道部・JRC部

書道・手話
パフォーマンス

11:45〜
12:05

岩手女子高校は大正10年、岩手医科大学の創設者でもある三田俊次郎、てるご夫妻に
より不来方城趾に設立され、以来、「気高く、優しく、凛 し々く」の校訓の元、女子教育に邁
進してきました。普通科、看護科、福祉教養科の三科に学ぶ生徒の書道・手話パフォーマ
ンス、その活動の合い言葉は、「凛と咲け」。精一杯の演技をお楽しみ下さい。

岩手大学ダンス
同好会bizarre ダンス 14:15〜

14:35

こんにちは! 岩手大学ダンス同好会bizarre（ビザー）です! 私たちは、完全コピーダンスを主
に日々楽しく活動しています! 岩手の皆さんに支えられて、様々な場で踊らせて頂いていま
す! 今年で4回目の出場ということで、感謝の気持ちを込めて元気に笑顔で踊りたいと思い
ます! よろしくお願いします!

盛岡大学
ストリートダンス部
Free Style

ダンス
（ストリート

ダンス）
14:50〜
15:10

私達は、盛岡大学を拠点として活動しているストリートダンス部Free Styleです。50名を超
える部員が様々なダンスをして楽しんでいます。大学に入ってからダンスを始めた人が半数
以上の私達ですが、一人ひとりが向上心を持ちながら日々の練習に取り組んでいます。そ
れぞれの異なるパフォーマンスで魅了したいと思います。

Dance Space ダンス
（ヒップホップ）

15:25〜
15:40

岩手から元気を発信をコンセプトに結成した私たち。復興イベントではダンスとちょっぴり歌
を。国体盛り上げイベントではわんこダンスを。県内さまざまな会場でパフォーマンスをしてき
ました。今回はキラッキラなガールズパワーをお見せできたらと思います。
※同日9.30（土）11:25～11:40「おでって広場ステージ」にも出演

10.1
［日］

金津流石関獅子躍 伝統芸能
（鹿踊り）

11:10〜
11:30

「えっ、なにこれ？…凄くない？」そんなオドロキを感じた貴方。そこにいる獅子は、あなたと同
じ希望を目指す仲間です。金津流石関獅子躍は、一人ひとりと向き合い笑顔あふれる親し
みやすいチームです。郷土芸能の“鹿踊り”と同時に、“仲間との繋がり”でもある踊りを肌で
感じていただける様に全力を尽くします。

岩手県立大学さんさ
踊り実行委員会 伝統芸能 11:45〜

12:00

岩手県立大学さんさ踊り実行委員会です。私たちは毎年「盛岡さんさ踊り」に参加させて
いただいております。2017年度の私たちのテーマは「つなぐさんさ」でした。仲間とのつなが
り、地域とのつながり、さんさを通し関わってくださる人とのつながりを大切にし、さんさの伝統
もつないでいきたいと思っています。

久慈東高等学校
チアダンス同好会

ダンス
（チアダンス）

12:10〜
12:30

私達は県北久慈市にある高校のチアダンス同好会です。ダンスが好きな先輩方によって7
年前に発足され、現在で活動の幅も広がりイベントや施設訪問など地域の方 を々顔にする
ための活動をしています。ステージでは”元気明るくSexyに”をモットーに、部員16名がキレ
のあるダンスで会場を盛り上げたいと思います！！

Kick the Sun
ダンス

（エクストリーム
マーシャルアーツ）

12:40〜
12:50

私たちKick the Sun は、格闘技やアクロバットの動きを融合させたＸＭＡというスポーツの
パフォーマンスを行います。華麗な蹴り技やド迫力の宙返りなど、人間離れした動きの連続！
ぜひご覧ください！
※同日10.1（日）15:00～15:10「おでって広場ステージ」にも出演

洋野町中野ナニャド
ヤラ保存団体
中野ふじの会

伝統芸能 14:15〜
14:25

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。

CJS 音楽
（歌・ダンス）

14:35〜
14:50

岩手と海外の掛け橋になりたい。そんな想いから結成されたグループで、その想いを岩手の
若者を代表して他には無い歌と踊りと笑いのパフォーマンスで伝えます。今回は日本でも
人気の高い、K-POPの楽曲を中心に日韓友好の願いを乗せて、皆様と楽しい時間を作り
たいと思っておりますので、よろしくお願い致します。
※同日10.1（日）12:00～12:15「おでって広場ステージ」にも出演

さんさ華の連 郷土芸能 15:00〜
15:15

平成４年に会を結成し、今年２５周年を迎えました。さんさ踊りの普及、発展を活動目標の
一つに掲げ、基本の踊りを大切に、踊りの楽しさを伝える活動を県内外に展開して参りまし
た。さんさ踊りの魅力、奥深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ます。

元村こどもさんさ
愛好会 伝統芸能 15:15〜

15:30

滝沢市元村地区に伝わる伝統さんさを継承し、伝えている子供たちの団体です。毎年、
夏のパレードや地域のイベントで演技しています。１７種類もある演目を太鼓、笛、踊りで
小中学生を中心とした子どもたちが行います。今年は、特にいい演技をする子たちがいっ
ぱいなので、滝沢市から飛び出して多くの人に見ていただきたく応募しました。絶対、損は
させません。
※同日10.1（日）13:30～13:50「おでって広場ステージ」にも出演

もりおか歴史文化館前「お祭り広場」ステージ

9.30［土］13:00-14:00 10.1［日］13:00-14:00
キッズダンスコンテスト

in いわて若者文化祭2017
コピユニ祭り in いわて若者文化祭2017

もりおか歴史文化館前
「お祭り広場」ステージ

もりおか歴史文化館前
「お祭り広場」ステージ
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山口由布子 デザイン
（服飾）

今回も、普段洋服には使わない素材を使ってみました。いつもこれは何か洋服に使えないかな？と考える
事が好きです。近づくとあまい香りが楽しめます。カラフルなお菓子を使ったワンピースになりました。

岩手県立平舘高等学校
美術部 木版画

私たちは今年３月、佐渡で行われた全国高等学校版画選手権大会（はんが甲子園）に出場し、佐渡
市長賞をいただくことができました。今回は大会で制作し、入賞した作品を展示しますので、ぜひご覧く
ださい。

じゅん ゼンタングル・
マンダラ

初めまして“じゅん”です。去年からゼンタングルと曼荼羅をモチーフに描き始めました。細かい絵を描くこ
とで、短い時間でも集中でき、良いストレス発散になっています。今は、時間のある時を見つけて「花・動
物」をメインに描いています。気になった絵がありましたら、ぜひ見ていって下さい。

盛岡杉生園 絵画

当施設は盛岡市青山町にあります、通所型の障がい者施設です。現在60名の利用者の方々が日々
仕事に励んでいます。仕事内容としては、老人ホームや職業センターの清掃・不来方高校の昼食の仕
出し、盛岡市に6か所あります農業、クロネコヤマトのメール便や市の広報配布、ドンドンダウンの古着の
仕分け等20業種程取り組んでおります。その中で絵画部門があり、岩手県立美術館に所蔵されている
作家さんもおり、積極的に販売や借用し、収入を得ております。興味ある方は是非ご連絡下さい。

社会福祉法人 カナンの園　
ヒソプ工房 絵画

ヒソプ工房・別館ハープは生産活動や創作活動を中心とした生活介護事業所です。青果物加工や煎
餅の袋詰め等の受注作業、クッキーやリサイクル石鹸、バイオディーゼル燃料の製造販売を行っていま
す。更に施設外での作業販売等にも積極的に取り組んでいます。地域活動支援センターでの余暇支
援や市内に８か所あるグループホームでの地域生活支援も行っています。芸術活動では、いわてきらら
アートコレクションに毎年出展しています。

団体名／展示名 ジャンル 紹　介

文学フリマ岩手事務局 文学
文学フリマは「自らが<文学>と信じるもの」を自由に出品することのできる、文学作品展示即売会です。
6月11日開催の『第二回文学フリマ岩手』は全国からの出店をいただき、約400名の参加者を迎えまし
た。今回はそんな文学フリマ岩手の世界を、ちょっとだけ、ご紹介いたします。

岩手県立千厩高等技術
専門校 自動車整備

二級自動車整備士を養成するために、岩手県が設置、運営している施設です。低経費とハイレベルな
技術指導で、あなたの目標が確実に達成できる自動車整備の専門学校。就職内定率100％！二級自
動車整備士資格取得率100％！女子学生も安心！クールファクトリー千厩TC、メカニックを目指す学生
募集中です！

株式会社Glover 
Transship

岩手名産と海外
商品のコラボ

海外向けPR及び外国法人の日本国進出をPRに加えて広告にてサポートを行っている株式会社
Glover Transshipです。今年5月にスイスにて岩手県のPRを行ったことから両地域をつなぐ何かを考
え、今回出展致します。スイスと岩手県の良いところを合わせて良い物を皆様に提供できればと考えて
おります。何卒宜しくお願い申し上げます。

マサルとゆかいな仲間たち
インタラクティブ

コンテンツ
（ゲーム）

ブースの展示名であるPublic Paper Air Planeは、みんなの紙飛行機という意味です。ネットワーク通
信を使用したインタラクティブなマルチ対戦のコンテンツです。Unityの通信機能とタブレットのセンサを
使用しています。紙飛行機を操作して、様々なアイテムを取得し競い合う流れになります。

シェアピース
ハンドメイド・

クラフト
（ワークショップ）

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します。

yurue（ユルイ―）
インタラクティブ

コンテンツ
（スマホアプリ

開発）

yurueは、ユーザー目線でアプリやWebサービスを生み出し，磨き，価値を届ける岩手県立大学の学
生クリエイターチームです。今回は「『かわいい』を求めて旅する女の子のための地域情報発信アプリ

『Hashigo』」の体験デモブースを出展いたします。
女性に限らず，ぜひアプリの体験ブースにお越しください！

MCA デジタル
コンテンツ

MCAは岩手県立大学のサークルです。各専門の部署に分かれ、作品を作るのが主な活動となります。
他の部署と協力し、一つのプロジェクトに取り組むこともあります。学内外を問わず作品の発表を行って
おります。時には企業からプロジェクトへの参加の機会を頂くこともあります。若者文化祭では、動画や
ゲーム、イラスト集を展示します。

HARU
デジタル

コンテンツ
（メディアアート）

今年で3度目の出展になります！今回は体を使って「何か」を描く作品です。ひとりでも、友達とでも、家族
とでも全身で表現してみよう！「何か」は会場で体験して確かめてみてください！

5

ギャラリーおでって［プラザおでって2F］

岩手銀行赤レンガ館

第2部 展示発表 出展者

第2部 パフォーマンスコンテスト 出場者
おでってホール［プラザおでって3F］

9.30［土］10:00-17:00　10.1［日］10:00-16:30

9.30［土］10:00-17:00　10.1［日］10:00-16:30

◎久慈東高等学校 チアダンス同好会
◎石川愛彩（ Parent and Child? )

◎FAWNS

◎Inspire
◎Sweet girl




