
　＜プレイガイド＞
　リアスホール　サン・リア　吉浜地域振興出張所　スーパー八兆屋 ( 住田町 )　ヤマザキＹショップリアス店（崎浜）
　( 一社 ) 大船渡市観光物産協会（大船渡駅）　三陸町観光センター（三陸駅）綾里物産観光センター銀河（綾里駅）　
　マイヤ５店舗【大船渡店・大船渡インター店・赤崎店・高田店・アップルロード店】　釡石市民ホール TETTO

大ホール ／ 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）

平成 30 年 8月 1日発行

催し物スケジュール　

※スケジュールは平成30年8月1日現在のものであり、都合により時間、料金等が変更になる場合があります。　
　催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.32

8月

9月

１０月

お 祭 り 全館／入場無料（一部有料イベント有り）／10：00 ～ 15：00
リアス ・ ウェーブ ・ フェスティバル ２０１８ ８/26（日）

◎アマチュアバンドライブ　（マルチスペース）　

毎年恒例の、リアスホール全館祭り『リアス・ウェーブ・フェ
スティバル（RWF）』が今年も開催されます。
メインイベントのアマチュアバンドライブをはじめ、フリー
マーケット、キッズ茶会、HA KA RO 2018（測ってみようあ
なたの血糖値）、キッズ芝生広場（竹とんぼを飛ばそう！！）、
太陽黒点観測、移動図書館車かもしか号の公開、模擬店など、
楽しい企画が盛りだくさんです。当日は、大船渡市ＰＲキャ
ラクターおおふなトンも遊びに来ます。
みなさま、ぜひお越しください。

【時間】12:34 Start　【入場料】500 円（小学生以下無料）
【出演バンド】① ロミオ　② Ｓ３８　③レゾナンス・ブル－　④ Queen  Beat（順不同）

開催日 催事名
開演時間

会場
入場 お問合せ先

1日(土) 映画「8年越しの花嫁　奇跡の実話」上映会
昼の部14:00
夜の部18:30

大ホール

前売券
一般 1,000円
小学生以下 500円
当日券
一般 1,200円
小学生以下 600円

大船渡商工会議所
女性会事務局
0192-26-2141

2日(日)
デビュー15周年記念大沢桃子
～感謝のうた・コンサート～

13:00
大ホール

5,000円
千葉
090-9646-6485

９日(日)
オールジャンル同人誌即売会
ポケットマニア☆３１

11:00～15:00
マルチスペース

300円（パンフレット全
員購入制）

ＰＭ企画

リアスホール開館１０周年記念公演　いわてジャズ in 大船渡

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

コンサート

リアスホール開館 10 周年を記念して、大船渡にゆかりのあるボブ・
ジェームスをはじめとした、世界で活躍するジャズマンが大船渡
に集結！！地元のジャズバンド、サンドパイパース・オーケスト
ラも共演します。
チケットは下記プレイガイドで、大好評発売中です。

【出演者】
ボブ・ジェームス・トリオ
ロブ・バーク・クァルテット
サンドパイパース・オーケストラ プラス “いわて JAZZ2018” スペ
シャルバンド

９/８（土）

前売券発売中

開催日 催事名
開演時間

会場
入場 お問合せ先

5日(日) ビュ～ンとよくとぶ紙ひこうきをつくろう！
10:00～11:30

和室、イベント広場

11日(土) 夜の図書館おはなし会
18:00～19:00

児童室（図書館内）

10日(金)
三陸国際芸術祭プレイベント連携事業
日本フィルハーモニー交響楽団被災地に音楽
を in 大船渡「ばばば！オーケストラ」

19:00
大ホール

無料
（予約不要）

日本フィルハーモニー
交響楽団
03-5378-6311

12日(日) 陸上自衛隊東北方面音楽隊演奏会 in 大船渡
14:00

大ホール
無料

（要入場整理券）

大船渡市総務課
行政文書係
0192-27-3111（内線
235）

大船渡市立図書館
0192-26-4478

無料
（要事前申込）



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　施設利用の申込みから当日まで

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。

　＜プレイガイド＞
　リアスホール　サン・リア　吉浜地域振興出張所　スーパー八兆屋 ( 住田町 )　ヤマザキＹショップリアス店（崎浜）
　( 一社 ) 大船渡市観光物産協会（大船渡駅）　三陸町観光センター（三陸駅）綾里物産観光センター銀河（綾里駅）　
　マイヤ５店舗【大船渡店・大船渡インター店・赤崎店・高田店・アップルロード店】　釡石市民ホール TETTO

大ホール ／ 全席自由 ／ 開演15：00（開場14：30）
一般：2,000円　割引 :1,000円（高校生以下、65歳以上、障がいのある方）

　　　　　　

募 集 事 項

お気に入りコーデでファッションショー！！
リアスホールキッズファッションショーが今年も開催さ
れます。
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。

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）

10/14（日）おおふなと ・ キッズ ・ コレクション 2018
Kids☆Challenge.etc

おおふなと・キッズ・コレクション 2018 参加者募集
【参加資格】
 ①小学校 1年生～高校３年生
 ②ファッションに興味・関心があり、お気に入りの服を着てファッションショーに参加したい人。
 ③お気に入りの洋服をいろんな人に見てもらいたいと思う人。
 ④９月１６日（日）13:00～15:00 のウォーキング・ポージング事前講習会、10 月４日（木）18:00～
20:00 の事前練習、  10 月 13 日（土）13:00～17:00 と当日 10:30 からのリハーサルに参加できる人。
【応募受付期間】平成 30 年８月１日（水）～８月 31 日（金）　※当日消印有効
【参加料】無料
【募集定員】30 名程度　※応募者多数の場合は、選考により参加者を決定します。　　　　　  
【申込方法】専用の申込用紙に必要事項を記入の上、本番で着用予定の服を着た写真を添付して、リア
スホールまで持参または郵送でお申し込みください。
申込用紙はリアスホールに備えている他、リアスホ－ルのホームページからダウンロードすることも
できます。

ピアノ四重奏団 前売券発売中10/21（日）
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）


