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<イベント内容> 
 新型コロナウイルス感染症の影響により自粛を余儀なく
されているエンターテインメント及びイベント従事者、す
べての人々に温かい照明アンバー（舞台照明色#31）でメッ
セージを送り、エンターテインメントイベントの復活を願

うもの。 
開催日：令和２年７月６日 他 
主催：株式会社オールステージカンパニー 他 
Facebook： 
https://www.facebook.com/JAPAN31PROJECT-111160740648464/ 
 
 

<会場> 
岩手県公会堂 
所在地：岩手県盛岡市内丸 
指定等状況：国登録有形文化財（2006年10月18日指定） 
HP：http://www.iwate-kokaido.jp/ 

〇国登録有形文化財「岩手県公会堂」（盛岡市） 

イベント名 

JAPAN＃31 
PROJECT 

アンバー（＃31）で 
ライトアップされた 
岩手県公会堂 
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<イベント内容> 
 志波城古代公園を会場に、ステージ発表（地元民俗芸能、
地元小中学校演奏）、もちまき城柵遺跡展示コーナー、古
代遊び、産直、ケータリングなどを実施。 

開催日：令和元年９月１日 
参加者数：2,200人 
主催：志波城まつり実行委員会事務局 

 
 

<会場> 
志波城跡 
所在地：岩手県盛岡市太田 
指定等状況：国指定史跡（1984年９月14日指定） 
いわての文化情報大事典「志波城跡」：
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist109 
 

〇国指定史跡「志波城跡」（盛岡市） 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（２） 

志波城古代公園を会場
に行われた 
まつりの様子 

盛岡市公式HP「国指定史跡志波城跡・志波城古代
公園」：
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/moriok
agaido/rekishi/1009476/index.html 
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<イベント内容> 
 江戸時代中期の武家屋敷の御座敷で、落語２席と奇術を
上演。 
 
開催日：令和元年９月 
参加者数：40人 
主催：公益社団法人落語芸術協会 
 
 

<会場> 
盛合家住宅主屋 
所在地：岩手県宮古市津軽石 
指定等状況：国登録文化財（2007年10月２日指定） 
いわての文化情報大事典HP「盛合家住宅主屋」：
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist560 
 

〇国登録文化財「盛合家住宅主屋」（宮古市） 
イベント名 

盛合家落語会 

国登録文化財 
盛合家での落語会 宮古市公式HP「市指定文化財」：

https://www.city.miyako.iwate.jp/bnka/bunkaza
i_1.html 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（３） 
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<イベント内容> 
 市指定有形文化財の古民家を活用した、市内の神楽団体
による神楽の上演。 
 
開催日：令和元年９月23日 
参加者数：200人 
主催：花巻市教育委員会・花巻市郷土芸能保存協議会 

 
 

<会場> 
熊谷家 
所在地：岩手県花巻市矢沢 
指定等状況：市指定有形文化財（2019年11月24日指定） 
 

〇市指定有形文化財「熊谷家」 （花巻市） 

古民家活用郷土芸能鑑
賞会（熊谷家） 

イベント名 

古民家で味わう神楽鑑賞 

花巻市公式HP「市指定文化財」：
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/bunkasport
s/bunka/bunkazai/1002085.html 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（４） 
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<イベント内容> 
 樺山歴史の広場内でリレーハーフマラソン、ステージ公
演、郷土食のもてなしなど。 
 
開催日：令和元年７月28日 
参加者数：400人 
主催：稲瀬地区自治協議会 
 
 

<会場> 
樺山遺跡 
所在地：岩手県北上市稲瀬町大谷地・水越 
指定等状況：国指定史跡（1977年７月14日） 
いわての文化情報大事典「樺山遺跡」: 
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist106 
 

〇国指定史跡「樺山遺跡」（北上市） 
イベント名 

樺山まつり 

史跡外の広場で様々な
催しを展開 北上市公式HP「樺山遺跡(樺山歴史の広場縄文

館)」: 
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_
tetsuduki/bunka_sports/rekishi_bunkazai/4/883
2.html 
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<イベント内容> 
 「遠野町家のひなまつり」にあわせて神楽団体の女性舞
手が舞を披露し、技の研鑽と交流を図る。 
 
開催日：令和２年２月29日 
参加者数：160人 
主催：町家で楽しむ女子神楽実行委委員会 
 
 

<会場> 
旧三田家 
所在地：岩手県遠野市 
 

〇旧三田屋（旧商家）（遠野市） 

女性舞手による 
舞の披露 

イベント名 

町家で楽しむ女子神楽 

遠野市公式HP:http://www.city.tono.iwate.jp/ 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（６） 
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〇重要文化的景観「一関本寺の農村景観」（一関市） 

<イベント内容> 
 骨寺村荘園交流館展示棟では、ロック、ジャズ、吹奏楽
の演奏を実施。骨寺村荘園休憩所では、雑貨の販売、食事
を提供。 
開催日：令和元年７月21日 
参加者数：250人 
主催：骨寺村ガイダンス運営協議会 
 
 

<会場> 
一関本寺の農村景観 
所在地：岩手県一関市厳美町字若井原 
指定等状況：国選定重要文化的景観（2006年７月28日指定） 
いわての文化情報大事典HP「一関本寺の農村景観」： 
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist555 
 

骨寺村荘園交流館の中
庭で披露されたフラダ
ンス 

イベント名 

ほんでら夏フェスタ 

一関市公式HP: 
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（７） 
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イベント名 

ばばばっ!?中沢浜貝塚で狩り!? 
Vol.2 

<イベント内容> 
 「広田湾大漁まつり」開催にあわせ、弓矢を使った縄文
時代の狩り体験と、「みちのくGOLD浪漫」の日本遺産認
定を記念して砂金取り体験を行った。 
開催日：令和元年10月27日 
参加者数：300人 
主催：陸前高田市教育委員会 
 
 

<会場> 
中沢浜貝塚 
所在地：岩手県陸前高田市広田町字中沢 
指定等状況：国指定史跡（1934年１月22日指定） 
いわての文化情報大事典「中沢浜貝塚」：
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist101 
 

狩り体験の様子 

〇国指定史跡「中沢浜貝塚」（陸前高田市） 

陸前高田市公式HP「国指定史跡 中沢浜貝塚」：
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategori
e/kyouiku-sports/bunkazai-
nakazawahama/bunkazai-nakazawahama.html 
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イベント名 

おらほの話しっこ聞いでけだんせ
  

〇釜石市郷土資料館（釜石市） 

<イベント内容> 
 釜石市郷土資料館内に設置された囲炉裏展示を会場にし
て、民話の口演会を開催した。全５回。三陸防災復興プロ
ジェクト2019『三陸ジオパーク ワクワクフェスタ岩手の
海とジオの魅力展』の一環。 
 
開催日：令和元年6月8日・6月22日・7月6日・7月20日・8月3日 
参加者数：77人 
主催：漁火の会・釜石市・ 
   三陸防災復興プロジェクト2019実行委員会 
 
 

<会場> 
釜石市郷土資料館 
所在地：岩手県釜石市鈴子町 
HP：https://www.city.kamaishi.iwate.jp/kyoudo/ 再現された囲炉裏端を

囲み、語り部たちが民
話や東日本大震災の教
訓を釜石弁で伝える 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（９） 
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イベント名 

徳丹城春まつり 

<イベント内容> 
 歴史文化に親しむまつりとして、体験事業や史跡めぐり
ツアー等を実施。 
 
開催日：平成31年４月28日 
参加者数：9000人 
主催：矢巾町徳丹城春まつり実行委員会 
 
 

<会場> 
徳丹城跡 
所在地：岩手県矢巾町大字西徳田 
指定等状況：国指定史跡（1969年８月５日） 
いわての文化情報大事典HP「徳丹城跡」: 
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist105 
 

史跡地区の 
伝統さんさ踊の演技 

〇国指定史跡「徳丹城跡」（矢巾町） 

矢巾町公式HP：
https://www.town.yahaba.iwate.jp/ 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（10） 
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イベント名 

まちや３周年記念イベント 
〇国登録有形文化財「旧菅野家住宅及び土蔵群」（住田町） 

<イベント内容> 
 国登録有形文化財の旧菅野家住宅を活用した交流施設
「まち家世田米駅」の3周年を祝い、レセプションなど町の
特産品をふんだんに活用した食事会等を実施した。 
開催日：平成31年４月29日 
参加者数：300人 
主催：一般社団法人ＳＵＭＩＣＡ 
 
 

<会場> 
旧菅野家住宅及び土蔵群 
所在地：岩手県気仙郡住田町世田米字世田米駅 
指定等状況：国登録有形文化財（2017年５月２日） 
いわての文化情報大事典HP「旧菅野家住宅」： 
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist564 
 

地元住民の有志による
小ライブイベント 

住田町公式HP「住民交流拠点施設『まち家世田米
駅』」：
https://town.sumita.iwate.jp/docs/20160513000
11/ 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（11） 
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イベント名 

ひょうたん島まつり2019 

<イベント内容> 
 地域の郷土芸能、民謡、フラダンスやカラオケ大会など
の出し物をはじめ、特産品の販売、乗船クルーズ、東京大
学大気海洋研究所のウミガメ飼育体験など様々なイベント
が開催される毎年恒例の地域行事。 

 
開催日：令和元年７月14日 
参加者数：1000人 
主催：ひょうたん島まつり実行委員会 
 
 

<会場> 
蓬莱島 
所在地：岩手県上閉伊郡大槌町赤浜 
指定等状況：町指定記念物（2013年８月８日指定） 
 

ひょうたん島を背景に 
郷土芸能・民謡のス
テージなどのイベント
開催 

〇町指定記念物「蓬莱島」（大槌町） 

大槌町公式HP：
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/ 
大槌町観光交流協会HP「蓬莱島」： 
https://otsuchi-ta.com/tourism/?p=359 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（12） 
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<イベント内容> 
 小中学生を対象とし、真っ暗な洞内を歩いたり、少しせ
まい鍾乳石の間を潜り抜けたりと、通常営業終了後の龍泉
洞を貸し切って行った。 
開催日：令和２年１月11日 
参加者数：10人 
主催：岩泉町 
 
 

<会場> 
岩泉湧窟及びコウモリ 
所在地：岩手県岩泉町大字岩泉 
指定等状況：国指定天然記念物・地質鉱物（1938年12月14日指定） 
いわての文化情報大事典「岩泉湧窟及びコウモリ」：
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist157 
 

イベント名 

ナイトケイブ 〇国指定天然記念物「岩泉湧窟及びコウモリ」（岩泉町） 

夜の龍泉洞での 
ケイビング体験 岩泉町・龍泉洞HP： 

http://www.iwate-ryusendo.jp/ 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（13） 
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イベント名 

神楽公開 

<イベント内容> 
 国指定重要文化財の「旧朴舘家住宅」で町内神楽団体に

よる公演を開催。 
 
開催日：令和元年６月23日 
参加者数：140人 
主催：一戸町教育委員会・一戸町郷土芸能保存協議会 
 
 

<会場> 
旧朴舘家住宅 
所在地：岩手県一戸町小鳥谷字朴舘 
指定等状況：国指定重要文化財（2011年11月29日） 
いわての文化情報大事典「旧朴舘家住宅」：
http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/hist33 
 神楽公開   

毎年6月、国指定重要文
化財「旧朴舘家住宅」
で開催 

〇国指定重要文化財「旧朴舘家住宅」（一戸町） 

一戸町公式HP「旧朴舘家住宅」：
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/kanko_bun
ka_sports/kanko_tokusan/5/1/1497.html 

岩手県内のユニークべニュー活用事例（14） 
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