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大ホール ／ 全席自由 ／ 開演15：00（開場14：30）
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お気に入りコーデでファッションショー！！
今年で７回目となるキッズファッションショー「おお
ふなと・キッズ・コレクション 2018」を開催します。
プロのウォーキングレッスン講師から指導を受けた子
供たちが、お気に入りのコーディネートで特設ランウェ
イを颯爽と歩きます。
皆さまぜひ会場にお越しください。

ステージ

          マルチスペース特設ステージ／全席自由／入場無料／開演 14：00（開場 13：30）
おおふなと ・ キッズ ・ コレクション 2018
Kids☆Challenge.etc

ピアノ四重奏団

前売券発売中

コンサート
アンサンブル・ラロ in 大船渡

ヨーロッパにおける室内楽の豊かな伝統と、革新的な
アプローチの結合を目指す「アンサンブル・ラロ」。
ヘーデンボルク・直樹（ウィーンフィルハーモニー管
弦楽団チェロ奏者）をはじめとするメンバーによって
2004 年に結成されたピアノ四重奏団の東北デビュー公
演です。珠玉の名品を揃えたプログラムをお楽しみく
ださい。
【出演】
ヘーデンボルク・直樹（チェロ）
ダイアナ・ケトラー（ピアノ）
アレクサンダー・シトコヴェッキー（ヴァイオリン）
ラズヴァン・ポポヴィッチ（ヴィオラ）
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催し物スケジュール　

※スケジュールは平成30年10月1日現在のものです。　

大船渡市民文化会館自主事業実行委員を募集しています。
大船渡市民文化会館自主事業実行委員会とは？
より多くの方に利用されるような、皆さんに集っていただけるようなリアス
ホールを目指して、さまざまなリアスホール自主事業を企画、運営している、
市民ボランティアで構成される委員会です。
これまでに、『リアス・ウェーブ・フェスティバル』　『おおふなと・キッズ・
コレクション』『リアスホール・アドベンチャー』『おおふなとクラフトワー
ク展』などを企画運営しています。
お気軽にお問い合わせください。　

　　　　　　

１０月

１１月

マルチスペース ／ 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

演奏家との距離の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」。本年度の第 2弾は、
年間 70 公演以上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。
【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）、山田百子（第２ヴァイオリン）
吉田有紀子（ヴィオラ）、大友肇（チェロ）

※未就学児の入場はご遠慮ください。
　当日は、無料託児サービスを行います。ご希望の方は 11 月 23 日
（金）までにリアスホールにお申し込みください。

大ホール ／ 全席自由 ／ 開演　13：00（開場12：30）入場料：2,500円
りあす亭上方落語の会　桂米朝一門会 12/２（日）

桂ざこば、桂南光ほか米朝一門がリアスホールで話芸
を披露。年の瀬の笑い納めに上方落語をお楽しみくだ
さい。演目は、当日のお楽しみです。
【出演】
桂ざこば、桂南光、桂雀三郎、桂まん我、桂そうば

※未就学児の入場はご遠慮ください。
　当日は、無料託児サービスを行います。ご希望の方
は 11 月 16 日（金）までにリアスホールにお申し込み
ください。

マルチdeサロンコンサート

開催日 催事名
開演時間
会場

入場 お問合せ先

6日(土) マリンバーズコンサート2018
13:30

マルチスペース
無料 マリンバーズ

7日(日) 満月会まつり2018
11:00
大ホール

1F指定S席2,000円
１F指定A席1,500円
2F自由席1,000円

満月会（佐藤）
090-6787-2974

8日(月)
第64回大船渡市民芸術祭
民謡とおどりの集い

10:00
大ホール

前売券500円
当日券700円

村上栄
0192-27-2686

11日(木) 映画「ケアニン～あなたでよかった～」上映会
15:00

会議室1･2
おとな1,500円
高校生以下800円

おとな塾（山口）
090-7935-1315

14日(日)
第64回大船渡市民芸術祭
日本舞踊のつどい

12:00
大ホール

無料
橘寿法
090-9034-6398

AKIRA TANA and OTONOWA
JAPAN TOUR 2018 in 大船渡

18:30
マルチスペース

無料 大船渡友結バンド

第64回大船渡市民芸術祭
茶会

10:00
和室ほか

700円
（前売･当日共）

大船渡市茶道協会（太田）
090-1067-7314

25日(木)
日報リーダーズサークル気仙例会
早瀬ひとみコンサート「郷愁」in 大船渡

18:00
大ホール

無料
岩手日報気仙広華会
0192-27-3070

27日(土)
第64回大船渡市民芸術祭
吹奏楽のひととき

14:00
マルチスペース

無料
ぷなと音楽団（菅野）
090-5837-1223

28日(日) Kesenよさ恋フェスタ2018
10:00
大ホール

500円
Kesenよさ恋フェスタ2018
実行委員会

21日(日)
コンサート

落　語

12/８（土）
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10/7（日）
前売券発売開始

10/7（日）
前売券発売開始

開催日 催事名
開演時間
会場

入場 お問合せ先

2日(金)
第64回大船渡市民芸術祭
小・中学校音楽発表会

8:30
大ホール

無料
大船渡市立赤崎中学校（松村）

0192-26-3525

8日(木) 第17回気仙地区中学校総合文化祭
9:30

大ホール
無料

気仙地区中学校文化連盟
0192-55-3921

10日(土)
第64回大船渡市民芸術祭
ケセン語による楽しいお芝居

14:00
マルチスペース

500円
（前売･当日共）

劇団ケセン（船本）
090-6453-9812

第64回大船渡市民芸術祭
バレエコンサート

14:00
大ホール

無料
大船渡バレエ教室（近江）
080-6049-9007

第64回大船渡市民芸術祭
大正琴のつどい

13:00
マルチスペース

無料
琴城流大正琴振興会大船渡支部
（橋爪）
0192-27-3323

15日(木)
第52回陸前高田市民芸術祭
児童生徒合同音楽会

8:50
大ホール

無料
陸前高田市教育委員会
0192-54-2111

17日(土)
リアスホール新作シネマ上映会
※上映作品は、決まり次第お知らせします。

大ホール
高校生以上:1,400円
中学生以下:1,000円
60歳以上:1,000円

大船渡シネマ上映実行委員会
0225-23-1888

18日(日)
第64回大船渡市民芸術祭
コーラスの夕べ

14:00
大ホール

無料
大船渡さんご合唱団（新沼）
0192-27-1953

11日(日)


