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催し物スケジュール　

※スケジュールは平成30年12月1日現在のものです。
　催し物の詳細については、各主催者までお問い合わせください。　

　

リアスホール
イベントインフォメーション　

大船渡市民文化会館リアスホール

大船渡市盛町字下舘下 18-1

℡0192-26-4478

vol.34

１２月

１月

大ホール ／ 全席自由 ／ 開演14：00（開場13：30）
一般：3,500円　割引：2,000円（高校生以下、65歳以上、障がいのある方）

リアスホール開館10周年記念

リアスホール開館 10 周年を記念して、東北を代表するオーケストラ仙
台フィルハーモニー管弦楽団のコンサートをお贈りします。指揮には
溢れる才気で世界中を席巻しているクラシック界の寵児、鈴木優人を
迎えます。演奏曲「鍛冶屋のポルカ」では三陸鉄道のレールが登場す
るなど、新年にふさわしい華やかな名曲の数々をお届けします。

コンサート
１/14（月）

前売券発売中

仙台フィルハーモニー管弦楽団ニューイヤーコンサート

【出演】
 鈴木優人（指揮）　 西沢澄博（オーボエ独奏：仙台フィル首席奏者）
 仙台フィルハーモニー管弦楽団
※当日は、無料託児サービスを行います。ご希望の方は、12 月 28 日（金）までに
リアスホールへお申し込みください。

劇団ゆうミュージカル「ピーターパン」を開催します。
劇団ゆうは、滝沢市を拠点に活動する劇団で、全国各地での公演に加え、
『みんなでつくるミュージカル事業』として、一定期間公演場所の地元
の子供たちと練習し、一緒に舞台発表を行う活動を続けています。
リアスホールで 7 回目の開催となる今回は、「ピーターパン」を公演し
ます。本公演には、大船渡市・陸前高田市・住田町の子供たち約 70 名が、
出演予定です。
気仙地域の子どもたちの熱演をぜひご覧ください。

大ホール／全席自由／入場無料（要入場整理券 )
開演14：00（開場13：30）

劇団ゆうミュージカル「ピーターパン」

12/15（土）
整理券配布開始

2/10（日）

2月
開催日 催事名

開演時間
会場

入場 お問合せ先

10日(日) 劇団ゆうミュージカル「ピーターパン」
14:00
大ホール

無料
（要入場整理券）

リアスホール
0192-26-4478

16日(土)
マルチdeサロンコンサート
白石光隆ピアノコンサート

14:00
マルチスペース

一般:3,000円
割引:1,500円

割引は、65歳以上、高校生以
下、障がいのある方

リアスホール
0192-26-4478

23日(土)
24日(日)

おおふなとクラフトワーク展2019
10:00

リアスホール全館
無料

リアスホール
0192-26-4478

開催日 催事名
開演時間
会場

入場 お問合せ先

14日(月)
リアスホール開館10周年記念
仙台フィルハーモニー管弦楽団ニューイヤーコ
ンサート

14:00
大ホール

一般:3,500円
割引:2,000円

割引は、65歳以上、高校生以
下、障がいのある方

リアスホール
0192-26-4478

開催日 催事名
開演時間
会場

入場 お問合せ先

りあす亭上方落語の会
桂米朝一門会

13:00
大ホール

2,500円
（前売･当日共）

リアスホール
0192-26-4478

大船渡市立図書館
おたのしみ親子劇場

午前の部 10:30
午後の部 14:00
マルチスペース

無料
大船渡市立図書館
0192-26-4478

NHK-BSプレミアム「きらり！えん旅」
八神純子ミニ・コンサート

15:30
大ホール

無料
（要入場整理券）

NHKプラネット東北
022-215-1732
（平日9:00～17:00）

マルチdeサロンコンサート
クァルテット・エクセルシオコンサート

14:00
マルチスペース

一般:3,000円
割引:1,500円

割引は、65歳以上、高校生以下、
障がいのある方

リアスホール
0192-26-4478

14日(金) 大船渡市読書感想文コンクール表彰式
16:30

マルチスペース
無料

大船渡市立図書館
0192-26-4478

15日(土)
What's  Jazz プロジェクト
Evening of Jazz

18:30
マルチスペース

1,000円
大船渡市教育委員会
0192-27-3111
（内線273）

16日(日) Jazz Workshop!
9:30

マルチスペース
無料

（要事前申込）

大船渡市教育委員会
0192-27-3111
（内線273）

23日(日) けせん「第九を歌う会」演奏会　祈り
14:00
大ホール

300円
（前売･当日共）

けせん「第九を歌う会」inおおふな
と実行委員会
080-2839-3944

8日(土)

2日(日)



○施設使用申請受付期間

大ホール
使用日の１年前の月初め～使用日の１か月前

会議室・和室・練習室・スタジオなどの単独使用

施設名

マルチスペース・展示ギャラリーを他の施設と併用

展示ギャラリーを展示目的以外で使用

マルチスペースを練習目的で使用

マルチスペース・展示ギャラリー

大ホールを練習目的で使用

大ホールと他の施設を併用

使用許可申請受付期間

使用日の３か月前の月初め～使用日

使用日の２か月前の月初め～使用日の１か月前

使用日の６か月前の月初め～使用日の１か月前

使用日の２か月前の月初め～使用日の１か月前

リアスホール申込みから本番まで

問い合わせ ( 仮予約 )

申込み

施設使用料の支払い

PR・チケット販売

各種届出

打ち合わせ

使用

後片付け・点検

設備使用料の支払い

電話などで仮予約ができます。
仮予約後、１週間以内に申込みの手続きをしてく
ださい。
空き状況は、当館ホームページでも確認できます。

使用許可申請書を提出してください。
Eメール、FAX での提出も受け付けます。

お支払いと同時に、使用許可書を発行します。
請求書払いにも対応します。

宣伝・チケット販売は、使用許可を受けてから
行ってください。
前売券の取扱いも承っています。

使用する備品や当日の運営のしかた、音響・
照明などについて、打ち合わせます。
進行表・配置図などをご用意ください。
使用日の２週間前までをめどに行いますの
で、事前にご連絡ください。

火気使用や著作権などの各種申請は利用者
において行ってください。

使用後は、施設・設備を元どおりに戻して
ください。
リアスホールスタッフが確認します。

設備 ( 備品 ) 使用料は、使用後のお支払い
となります。

　全席自由 ／ 開演14：00（開場13：30）
　一般：3,000円　割引 :1,500円（高校生以下、65歳以上、障がいのある方）

弦楽四重奏団クァルテット・エクセルシオコンサート

「マルチ de サロンコンサート」第 2 弾は、年間 70 公演以上を行う
日本では数少ない常設の弦楽四重奏団クァルテット・エクセルシオ
の登場です。聴きなじみのある曲から本格的な室内楽曲まで、楽し
いトーク交えながら初心者から通な方までお楽しみいただけるコン
サートです。

前売券発売中

全席自由 ／ 開演14：00（開場13：30）
一般：3,000円　割引 :1,500円（高校生以下、65歳以上、障がいのある方）

白石光隆ピアノコンサート

第 3 弾は、日本一のサロンピアニストとも呼ばれる白石光隆が登場
します。ピアノを知り尽くした彼の幅広いレパートリーの数々と、
繊細かつ大胆に弾きこなす演奏を “聴く” だけでなく、“視て”、“体験”
してピアノの秘密や魅力を再発見できるコンサートです。
わかりやすい解説と、軽快なトークを交えながらお贈りする贅沢な
時間をお楽しみください。

２/16（土）

マルチ   サロンコンサート　2019年のラインナップ（予定）de
金管五重奏団
バズ・ファイブ松本 蘭6月

コンサート14時開演中旬

11月
下旬

２月
中旬

2020年

ヴァイオリンコンサート
野尻小矢佳
パーカッションコンサート

＊出演者・日程は調整中のため、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

マルチ   サロンコンサートde

【出演】
　弦楽四重奏団クァルテット・エクセルシオ
　西野ゆか（第１ヴァイオリン）    吉田有紀子（ヴィオラ）
　大友肇（チェロ）
　※第２ヴァイオリンの山田百子が都合により出演できないため、　
　ゲストプレイヤーとして北見春菜が出演します。
　　

マルチスペースというフラットで演奏家との距離が近い空間で、室内楽を身近に感じていただくコン
サートシリーズ「マルチ deサロンコンサート」を、今年度 3回開催します。大好評だった第１弾の「金
管五重奏団バズ・ファイブコンサート」に続き、今回は第 2弾、第 3弾をご紹介します。

チケットは、いずれも表面に記載しているプレイガイドにてお求めいただけます。

12/８（土）
前売券発売開始

12/8（土）


