


出演日 団体名 ジャンル 出演時間 紹　介

9.23
［日］

檜山 慶輔 踊ってみた 10:35〜
10:45

過去4回とも参加させて頂いております。5回目となる今回は初めてではありま
すが、アーティストの楽曲を歌唱致します。

Aria＆Dance Space ダンス 10:50〜
11:05

TVでも活動が紹介されたAriaと一緒にレッスンをしているDance Spaceの仲
間とすてきなパフォーマンスをお届けしたいと思っています。小さなダンスチーム
ですが、ダンスにかける情熱は最大級! 応援してくださいね。

万有引力 アカペラ 11:15〜
11:35

岩手を拠点に活動する「アカペラサークルVocco」は、20～60代の30名を超
える個性的なメンバーで活動中です。所属メンバー有志で結成した私達「万有
引力」は今年春で結成1年! 県内外各地での演奏を重ね、益々パワーアップ中
です。楽器のない声だけのアンサンブルをお楽しみ下さい。

盛岡大学ストリートダンス部
Free Style ダンス 11:40〜

12:00
今年も参加させていただきます！僕たちのダンスで会場を盛り上げるので皆さん
ぜひ見にきてください！

MICRO WAVE ダンス
（振りコピ）

14:30〜
14:45

私達は花巻を拠点に活動している3人組のPerfume振りコピグループです。か
しゆか担当ななちゃんが、とあるバンドメンバー募集掲示板に呼びかけた結果、
のっち担当ありちゃんとあ～ちゃん担当きこちゃんが集まり結成されました。今回
が私達の初舞台となります! Perfumeへの愛が伝わるようがんばります!!

岩手女子高校書道部・
JRC部

書道・手話
パフォーマンス

15:00〜
15:20

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。

岩ノ手形応援団 演劇創作
スポーツ

15:30〜
15:45

岩手発・超人スポーツプロジェクトにて誕生した岩手県のご当地超人スポーツ
「ロックハンドバトル」です。巨大で重い岩の手「ロックハンド」を腕に装着して
ぶつけ合い、互いのロックハンドについた鍵岩（得点）を削り合う競技です。岩
手県名由来といわれている三ツ石伝説をモチーフにした物語を競技を通して語
りかけます。

THE FACE TO 
FACE ゴスペル 15:55〜

16:15

こんにちは！私達は盛岡大学ゴスペルサークルです。本学の、キリスト教に因ん
で結成されたサークルです。歌うことの楽しさを広げるため、今までは英語を中
心の曲がほとんどでしたが、今年度からは皆様に親しみのある曲を取りいれてい
きます。どうぞ口ずさみながらお聞きください。皆さんに素敵なハーモニーを届け
られるよう、頑張ります。

出演日 団体名 ジャンル 出演時間 紹　介

9.23
［日］

埖烏（ごみがらす） バンド 14:45〜
15:05

我々は大学生３人で構成されている音楽集団です。バンドとは違い不思議で
神秘的な音楽性を持ってます。歌詞に関しては文学的な詩に定評があるので
全体的に綺麗な音楽になってます。アコースティックでの演奏も可能なのでぜ
ひ岩手の若者の音楽の代表としてステージ上で伝えられる限りのことを表現し
ます。よろしくお願いします。

Atomic Rhythm ギター・カホン・
ダンス

15:20〜
15:30

盛岡のライブハウスを中心に活動しているAtomic Godzillaと、結成半年のハ
ウスダンスチームAnima Rhythmの融合チームです。ロックとダンス、いつもは
別々の舞台で戦っている僕達のケミストリーを是非お楽しみください！

MICRO Rhythm ダンス
（コラボ）

15:35〜
15:45

Perfumeの振りコピチームMICRO WAVEと、ハウスダンスチームAnima 
Rhythmの異色コラボレーションです！是非、お楽しみください！

岩手大学
ジャズ研究会 ジャズバンド 16:05〜

16:25

こんにちは！岩手大学ジャズ研究会です！私たちは週２回のセッションや県内を
中心としたイベントでの演奏を中心に活動しています。楽しい演奏をお届けでき
るように頑張ります。どうぞお聴きください。

和泉 優 朗読・
一人掛け合い

16:40〜
17:00

今から5～6年前、ネットでボイスドラマ用に執筆したシナリオをショートストーリー
に編集し、一人五役でお届けします。とても思い入れのあるお話しなので心を込
めて演じさせて頂きます。皆さんは幸せのテディベアを信じますか？恋愛に臆病
になっているあなた、勇気を出して好きと言いたいあなた。色んなあなたが幸せ
になれますように。

おでってホール［プラザおでって3F］

一般公募ステージ発表 出演者

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

9.24
［月・祝］

CJS ダンス 10:05〜
10:25

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、今年は新メ
ンバーを迎え、他のグループにはない踊りと歌と笑いのパフォーマンスで皆様と楽し
い時間を一緒に作ります！今回は昨年出演時に披露したK-POPの楽曲を中心に
中国語、日本語の曲を披露します！ぜひ私たちのステージに足をお運び下さい‼

KITABI 2018 
kawaii creator☆ メイクショー 10:35〜

10:45
全力でがんばったら、とても素敵な作品になりました。みんなが目を奪われる、キ
ラキラしてピカピカしてドキドキするkawaiiをお見せします。

kizuna☆Band アコース
ティック

11:00〜
11:20

高校生アコースティックユニットのkizuna☆Bamdです。北上や花巻、紫波から盛岡
まで幅広く活動していて、最近ではオリジナル曲にも力を入れています。今回初めて
のいわて若者文化祭で緊張しますが、自分たちの音楽を多くの人に届けたいです。

岩手大学ダンス
同好会bizarre ダンス 11:30〜

11:50

みなさん、こんにちは！私たちは岩手大学ダンス同好会bizarreです。私たちは
Youtubeなどにアップされている踊ってみた動画やCMソング、アニソン、アイドル
曲などを踊っています。部員全員が踊ることが大好きで、普段の練習もみんなで
楽しく活動しています。今年も若者文化祭を楽しみながら盛り上げていきます!

ふるさと元気隊
第2001番隊

 声優
（ドラマCD)

11:55〜
12:15

私達の周りには目標も夢も持っていない人が多く存在しています。そんな若者
達の中の希望がもったいないと思い、「夢や目標を見つけることの大事さ・夢や
目標に向かって今を努力することの意味」を伝えたいと思っています。

ふるさと元気隊with
モーリス

演劇
（コラボ）

12:15〜
12:25

声に関する活動をインターネットでしている高校生2人と、漫才を現実世界で
している大学生2人がカルテットを結成して演劇に挑戦します！優しい目と耳
でご覧頂ければ幸いです。宜しくお願いします！

岩手大学落語研究会 漫才 14:10〜
14:30

私たち落語研究会は、今年で5周年を迎えました。落語のみならず漫才やコントな
ど、幅広く活動しています。県内各地から依頼をいただき、ネタを披露しながら腕を
磨いています。岩大落研イチオシの3コンビが珠玉の漫才を披露します。また12月
にはライブを開催しますので是非お越しください。ご依頼もお待ちしております。

SRセリカ-Mk2 エアギター 14:40〜
14:55

毎年、北欧へ旅をする中、フィンランドでエアギター世界大会が開催され、子供
からお年寄りまで気軽に楽しめるパフォーマンスに魅力を受け、今年の世界王
者の日本人女性と日本公式大会で一緒に参戦したエアギターリスト2人が世
界的に熱いエアギターを炸裂させます。

ちよりあ×夢咲おと 踊ってみた 15:05〜
15:25

岩手を拠点に活動している、ちよりあと夢咲おとです。普段は動画投稿サイトで
別々に活動していますが、今年は動画投稿だけではなく、岩手ではいわて雪まつり
のステージなど、また東京のイべントなど積極的に出演しました。いわて若者文化祭
に出演するのは初めてですが、楽しいステージに出来るよう精一杯頑張ります！

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

Yosakoiチーム鴒 よさこい 12:35〜
12:55

盛岡市を中心に活動しているヨサコイチームです。岩手の美しい四季や尽きる
ことないおもてなしの心をわんこそばに託したオリジナル曲と演舞で、各地に元
気と笑顔をお届けしています！幸せのエアーわんこそば、ぜひ受け取ってください
ね。ハイじゃんじゃん、ハイどんどん♪

岩手県立大学さんさ踊り
実行委員会 さんさ 12:55〜

13:10

岩手県立大学さんさ踊り実行委員会は、8月のパレードに向けての練習、学内
外のイベントでのさんさ披露を活動としています。当日は笑顔で一体感のあるさ
んさを披露します。さんさの楽しさをお伝えできるよう頑張ります。

江刺家神楽保存会 神楽 13:10〜
13:30

江刺家神楽は山伏神楽の中の岩手三源流の一つで約470年前に神楽人
により伝承され、昭和40年代に後継者不足で存続の危機に陥りました。昭和
58年に当時の青年達により伝承しようと保存会が結成され今日まで続いてい
ます。現在では、伊保内高校の郷土芸能委員会設立に伴いより一層若い世
代の人達に受け継がれています。

元村こどもさんさ愛好会 さんさ 13:30〜
13:50

滝沢市元村地区に伝わる伝統さんさを継承している、小中学生の団体です。さんさ
大好き♪な子ども達が年間を通じて練習に励み、地域のイベントや施設などにお
邪魔して披露させていただいております。キラキラ笑顔でがんばっています！

さんさ華の連 さんさ 13:50〜
14:05

平成４年結成。さんさ踊りの基本を大切に、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。

いわて若者郷土芸能フェスティバル9.24［月・祝］ ［おでって広場ステージ］
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おでって大会議室［プラザおでって2F］

一般公募展示発表 出展者

EVENT

9.30［日］10:30-17:00　9.24［月・祝］10:00-16:30
団体名／展示名 ジャンル 紹　介

シェアピース ハンドメイド
（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。

MOM Labo. ゲーム 岩手大学大学院の研究仲間で、一つのゲームを製作しました。UnityとLeap motionを
用いた新感覚パズルゲーム「ELZZAP(エルザップ)」をどうかよろしくお願いします。

ファブテラスいわて デジタル
ものづくり

ファブテラスいわては、レーザー加工機・3Dプリンタ・刺しゅうミシンなどのデジタル機器を
利用できるファブスペースです。いわて若者文化祭では、デジタル機器を体験できるワーク
ショップを行います。ファブテラスいわては、いわての若きメイカーたちを応援します！！

社会系お坊さんプロジェクト
Time And Tide

お坊さんと
話そう

「お坊さんを身近に感じてもらう」「仏教を生活に活かしてもらう」ことをモットーに気軽にお話
していただくブースです。ただ、10分間、お坊さんとお話しをするだけです。今年のニコニコ
超会議にも参加いたしました。まじめな内容から趣味や好みなどの明るい内容まで気軽にお
坊さんとお話ししてみませんか？

岩手県立高等技術専門校グループ
〈千厩・二戸・宮古〉 技術教育

高校レベルの学費と大学レベルの技術指導で、あなたの目標が確実に達成できる高卒2
年課程の県立の技術専門学校です。自動車整備、建築大工、精密機械加工（1年課程）
の３コースを設置。いずれも求人高倍率で就職絶好調！自動車整備士資格および建築大
工、金型製作技能検定合格100％！男子学生寮完備。女子学生も在籍。

文学フリマ岩手事務局  文学 「文学フリマってなんだろう？」「どんな本が売ってるの？」「本なら書店で買えばいいじゃない」
――――そんなあなたに魅せる、文学フリマの『ちょっとだけ』！

9.23［日］ 9.23［日］・24［月・祝］

■開催時間／9月23日（日） 13：00～
■開催場所／岩手銀行赤レンガ館
■参加料／無料
■参加方法／当日受付先着40名

■開催時間／9月23日（日）14：20～15：20
　　　　　　9月24日（月・祝）13：00～14：00
■開催場所／岩手銀行赤レンガ館
■参加料／無料
■参加方法／当日受付

※23日（日）9時よりおでって広場受付にて整理券を配布いたします。定員に達した場合参加をお
断りする場合があります。ご了承ください。

◎参加条件／岩手県広聴広報課が行う「ニコニコ生放送」「岩手県公式動画チャンネル」
（YouTube）などの放送に同意すること。また、実行委員会が関与するＨＰ、ＳＮＳ、印刷物など
への動画・写真掲載についても同意すること

◎参加条件／岩手県広聴広報課が行う「ニコニコ生放送」「岩手県公式動画チャンネル」
（YouTube）などの放送に同意すること。また、実行委員会が関与するＨＰ、ＳＮＳ、印刷物など
への動画・写真掲載についても同意すること

佐々木未来によるアフレコ講座 アフレコ体験
若者の間でも人気の職業「声優」。
その声優業のお話を聞けるイベントを開催
します。声優の佐々木未来さんをゲストに迎
え、声優業にまつわるお話やアフレコについ
ての講座を実施していただきます。声優業
に興味がある方、ぜひご参加ください。

若者の間でも人気の職業「声優」。
その声優の職業を体験いただけるイベント、アフレコ体験イベントを開催い
たします。本物のアニメーションに合わせて、声優体験が可能。事前受付
不要、当日参加OK。ぜひこの機会にご参加ください。
※参加者が多数の場合、参加をお断りする場合がございます。ご了承ください。

13:00～

13:00～14:30
9.23［日］

おでって広場

キッズダンスコンテスト
in いわて若者文化祭2018

いわて若者郷土芸能フェスティバル

わかものカフェ

KIDS
DANCE
CONTEST
in IWATE WAKAMONO CULTURE FEST. 2018

9.24［月・祝］

9.23［日］・24［月・祝］

12:30～ おでって広場

おでって広場
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9.23［日］

9.24［月・祝］

9.23［日］・9.24［月・祝］

9.23［日］・9.24［月・祝］

いわて若者
凱旋ステージ

全22組の
若き才能が

集結!!

ステージ発表 出演者・団体
［おでってホール］

展示発表 出展者・団体
［ギャラリーおでって］

Colette HAIR スタイリスト

木戸口 聖奈
■ジャンル／ヘアカラー
1992年8月6日生まれ。2017年JHAノミネー
ト。2018年JHCAヘアカラーコンテスト全国
大会グランプリ

FLOWER WORKS
吉田 周一
■ジャンル／フラワーアレンジメント
2011年・2013年、ジャパンカップ東北代表。
2012年、日花協全国大会入賞。
2016年、FLOWER WORKSを盛岡市上田
に開店。

12:00～
10:30～17:00 10:30～16:30

11:30～

12:00～12:20
盛岡第二高校 箏曲部［日本音楽］ ■美術・工芸

松岡奈美子（盛岡第二高校）

■書道
越場菜乃（盛岡第二高校）

■文芸・散文
太田彩季（盛岡第三高校）

■文芸・文芸部誌
盛岡第四高校 文芸部
■書道
髙橋なるみ（盛岡北高校）

■書道
高橋未羽（花巻南高校）

■写真
菅原聖（遠野緑峰高校）

■写真
瀬川陸人（遠野緑峰高校）

■文芸・詩
髙橋瑞月（水沢高校）

■文芸・俳句
軍司彩里（水沢高校）

■新聞
高田高校 新聞委員会
■美術・工芸
白圡恵（大船渡高校）

■美術・工芸
道下瑞葵（久慈高校）

12:40～13:00
久慈高校 マンドリン部［器楽・管弦楽］

13:00～13:15
花巻農業高校 視聴覚委員［放送・ビデオメッセージ］

13:15～13:30
盛岡中央高校 チアダンス部［チアダンス］

13:40～13:55
佐藤竜雅［三味線］（盛岡中央高校）

14:15～14:30
盛岡白百合学園高校 合唱部［合唱］

12:50～13:10
柾本南美［ピアノ演奏］（Tosando music）

11:30～12:00

12:10～12:40




