
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。

＜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　ヤマザキＹショップリアス店
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）　釡石市民ホール TETTO
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】

コンサート

平成30年 4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4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.30

6/23( 土 )金管五重奏団 バズ・ファイブコンサート

演奏家との距離も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
実施いたします。第 1 弾はクラシックからジャズ、ポップスや
演歌まで、あらゆるジャンルを自由自在に演奏する、金管五重
奏団バズ・ファイブの登場です。5 人で奏でる金管楽器ならで
はの華やかなブラスの響きを楽しいトークを交えながらお贈り

マルチ de サロンコンサート

マルチスペース ／ 全席自由 ／ 一般：3,000円 ／ 開演14：00（開場13：30）

コンサート
6/30( 土 )宮川彬良＆アンサンブル・ベガ 大船渡演奏会

阪神淡路大震災を期に第一線で活躍する演奏家で結成された宮川彬良＆
アンサンブル・ベガ」大船渡初公演！
 “アキラさん” こと宮川彬良はＮＨＫ教育テレビ「クインテット」「らら
ら♪クラシック」出演、朝の連続テレビ小説「ひよっこ」の音楽を担当
するなど大活躍の作曲家。
クラシックやポップスといったジャンルの垣根を越え極上のアレンジで
演奏される名曲と楽しいお話を交えながらの、まるでエンターテイメント

～主人公たちの物語
大ホール ／ 全席自由 ／ 開演15：00（開場14：30）
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）

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

2 9日 (日 )
リアスホール新作シネマ上映会
①③『映画  ドラえもん  のび太の宝島』
②『映画  プリキュア  スーパースターズ！』

①10:20
②13:00
③15:00
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
（特別割引券配布中）

大船渡シネマ上映
実行委員会
0225-23-1888

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

1 0日 (日 ) さすけ会  おどりっこらいぶ 10:30
大ホール

前売：1,700円
当日：2,000円

さすけ会
090-5355-1377

1 7日 (日 ) 2018 第８回  さなぶり演芸祭 11:00
大ホール

前売：1,500円
当日：2,000円

満月会（佐藤）
090-6787-2974

4月

6月
4/28（土）
前売券発売開始

4/28（土）
前売券発売開始

【演奏予定曲目】
♪すみれの花咲く部屋…F. デーレ＝宮川彬良　　♪抱きしめたい…レノン／マッカートニー
♪幸せはすべての人に…詞／岡本おさみ 曲／宮川彬良　　♪楽興の時…シューベルト
♪室内楽のためのソナタ『ブラック・ジャック』…宮川彬良　　♪大きな古時計…ワーク　ほか

【出演者】ピアノ・司会：宮川彬良　　演奏：アンサンブル・ベガ　　合唱：大船渡さんご合唱団
ショーを見ているようなコンサートです。大船渡さんご合唱団の共演も決定！！

【出演者】金管五重奏団バズ・ファイブ　
　　　　　※トランペットの松山萌が都合により出演できないため、伊藤駿が代演いたします。
【演奏予定曲目】
♪スターダスト…H. カーマイケル　　♪金管五重奏曲…M. アーノルド
♪バズ三昧解体Show（楽器紹介コーナー）　　ほか

します。金管楽器の仕組みがわかるバズ三昧解体Showは必見です！！
午後の贅沢なひとときをぜひお楽しみください。



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。　

＜プレイガイド＞
リアスホール　チケットぴあ［Pコード：108-451］　ローソンチケット［Lコード：21976］　
e+（イープラス）　チケットGIP　Yahoo! チケット

7/20( 金 )太鼓芸能集団 鼓童 特別公演２０１８ 「道」

太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、現代への
再創造を試みる集団、『鼓童』の大船渡公演の開催が決定しました。
肉体を駆使し、一心不乱に太鼓を打ち鳴らす姿。大胆さと繊細さを兼ねそ
ろえた数々の演目。今回の『道』では、鼓童の中でも特に有名な、「屋台囃子」、
「大太鼓」、「三宅」、などを披露します。前身の佐渡の國鬼太鼓座時代も含め、
約半世紀の歳月をかけて継承し、練り込まれた、鼓童にとって根幹ともい
える公演です。
みなさま、ぜひお越しください。

大ホール ／ 全席指定 ／ 一般：5,000円 ／ 開演18：30（開場18：00）

５/1８( 金 )TUBE LIVE AROUND 2018

活動33 年目を迎える夏バンド TUBE の全国ツアー『TUBE 
LIVE AROUND 2018』の大船渡公演の開催が決定しました。
12年ぶりとなる沖縄県での公演や32年ぶりの北海道・網走公演、
メンバーから強い希望があった岩手県・大船渡市や熊本市公演等
日本全国を駆け巡る3ヶ月、23都市26公演のライブツアーです。
昨年のツアーでも新たなパフォーマンスにチャレンジするなど、
今なお意欲的に活動する TUBE のメンバーが、今回のツアーで
は何を見せるのか。
エンタテインメント満載のライブをぜひお楽しみください。

大ホール ／全席指定 ／ 一般：8,000円 ／ 開演18：30（開場18：00）

＜プレイガイド＞
リアスホール　サン・リア　
チケットぴあ［Pコード：110-138］ローソンチケット［Lコード：22415］　鼓童チケットサービス
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】

平成30年度 リアスホール自主事業ラインナップ
　活動33年目を迎える夏バンド ＴＵＢＥ の全国ツアー「ＴＵＢＥ ＬＩＶＥ ＡＲＯＵＮＤ ２０１８」の
大船渡での開催が決定！！

　マルチスペースというフラットで演奏家との距離も近い空間で室内楽コンサートを年3回開催。第1弾
は金管五重奏団バズ・ファイブの登場！金管楽器の仕組みがわかるバズ三昧解体Showは必見！！

　阪神淡路大震災を期に第一線で活躍する演奏家で結成されたアンサンブル・ベガと作曲家宮川彬良がタッ
グを組んで楽しい話を交えながらのコンサート。大船渡さんご合唱団の共演も決定！！

　脚本家・演出家のペヤンヌマキとNHK「あまちゃん」で北三陸観光協会の栗原しおりを演じた安藤玉恵
がタッグを組み、谷崎潤一郎の不朽の名作「痴人の愛」を、現代に置き換え男女逆転にして描く本作。生演
奏とともに演劇的なリーディングをお届けします。

　太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に、無限の可能性を見出し、現代への再創造を試みる太鼓芸能集団
「鼓童」特別公演。演目（予定）三宅、モノクローム、大太鼓、屋台囃子 他

　リアスホール全館お祭り「リアス・ウェーブ・フェスティバル2018」を今年も開催！！様々なイベント
を企画していますので、ぜひご来館ください。

　リアスホール開館10周年を記念して岩手県文化振興事業団との共同企画として開催。大船渡に来訪して
いる、ボブ・ジェームス氏を迎え、いわてフィルや地元ジャズバンド「大船渡サンド・パイパーズ」との共
演も予定しているコンサート。

　今年で７回目の開催、OKC2018　
　おしゃれキッズが大船渡に大集合！自慢のコーディネートで登場します！

　阪神淡路大震災を経験した学生とラロメンバーのへーデンボルク直樹氏 (ウィーン・フィル・チェロ奏者）
との出会いから神戸で演奏活動を続けるアンサンブル・ラロ（ピアノ、ヴァイオリン、ビオラ、チェロ）に
よる東北デビューコンサート。

　当地では珍しい上方落語の会。桂ざこば、桂南光の出演を予定。

　マルチスペースというフラットで演奏家との距離も近い空間で室内楽コンサートを年3回開催。第2弾
は日本を代表する弦楽四重奏団クァルテット・エクセルシオが登場！！

　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を迎
えてお贈りするクラシック名曲コンサート。

　マルチスペースというフラットで演奏家との距離も近い空間で室内楽コンサートを年3回開催。第3弾
は日本一のサロンピアニスト、白石光隆の登場！！

　滝沢市NPO劇団ゆうの公演。気仙管内小中学生を対象に出演者を公募して、プロといっしょの舞台に子
どもたちが立ちます。募集開始は11月頃を予定しています。詳細はリアスホールホームページや大船渡広
報をご覧ください。
　市内外から手作り作品が集結。作品展示・即売のほか、手作り体験教室を実施します。手作り品のあたた
かさに触れてみて下さい。出展者の募集開始は10月頃を予定しています。詳細はリアスホールホームペー
ジや大船渡広報をご覧ください。

　アマチュアバンドライブの出演者やフリーマーケットの出展者募集については、5月中旬以降を予定して
います。詳細はリアスホールホームページや大船渡広報をご覧ください。

　出演者の募集については、7月頃を予定しています。詳細はリアスホールホームページや大船渡広報をご
覧ください。

公　演　名開催日 公　演　内　容　など

5/18
（金）

6/23
（土）

6/30
（土）

7/14
（土）

7/20
（金）

8/26
（日）

9/8
（土）
開催
予定

10/14
（日）

10/21
（日）

12/2
（日）

12/８
（土）

1/14
（月・祝）

2/16
（土）

2月頃
開催

18:30
開演

18:30
開演

14:00
開演

15:00
開演

15:00
開演

10:00
　～
15:00

14:00
開演

15:00
開演

13:00
開演

14:00
開演

14:00
開演

14:00
開演

予定

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ　
　　　　　　　大船渡演奏会

ＴＵＢＥ ＬＩＶＥ ＡＲＯＵＮＤ 　　
　　　　　　　　  ２０１８

金管五重奏団バズ・ファイブ
　　　　　　　　コンサート

「男女逆転版・痴人の愛」

太鼓芸能集団 鼓童

リアス・ウエーブ・フェスティバル　　　
　　　　　　　　　　2018　　　

いわてJazz 2018 in大船渡　

ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ 　　
　　　　　　　　　　　in大船渡　　

おおふなと・キッズ・コレクション　　
　　　　　　　　　　　2018　　

桂 米朝一門落語会

クァルテット・エクセルシオ
　　　　　　　　コンサート 

仙台フィルハーモニー管弦楽団　
　　　　　　　大船渡演奏会

白石光隆ピアノコンサート

おおふなとクラフトワーク展2019

劇団ゆうミュージカル公演

マルチ de サロンコンサート　　

マルチ de サロンコンサート　　

リーディング　　

マルチ de サロンコンサート　　
弦楽四重奏団

会場：大ホール／料金等詳細未定
お問合せ：ジー・アイ・ピー Tel.022-222-9999

会場：マルチスペース／料金：全席自由 3,000円

会場：大ホール／料金：全席自由 一般3,000円 割引1,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※割引は高校生以下、65歳以上、障がいのある方が対象。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

会場：和室／料金：全席自由 一般2,000円 割引1,000円
※割引は高校生以下、65歳以上、障がいのある方が対象。

会場：大ホール／料金：全席指定 5,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

会場：大ホール／料金等詳細未定

会場：大ホール／料金：全席自由 一般2,000円 割引1,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※割引は高校生以下、65歳以上、障がいのある方が対象。

会場：大ホール／料金：全席自由 3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

会場：大ホール／料金：全席自由 3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

会場：マルチスペース／料金：全席自由 3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

会場：マルチスペース／料金：全席自由 3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

託児あり

託児あり

託児あり

託児あり

託児あり

託児あり

託児あり

託児あり

　　マークの付いた公演は、1歳から未就学児までの託児サービス（無料）を行います。公演により申込み時期がことなります。詳しくはリアスホールまでお問合わせください。　　　　　　　託児あり

※公演日時、出演者等は変更となる場合がございます。予めご了承ください。　　　

ぺヤンヌマキ×安藤玉恵 生誕40周年記念ブス会＊　　

特別公演2018 「道」

※未就学児の入場はご遠慮ください。

コンサート

コンサート

～燦々・晴レルヤ！Yeah ! Yeah ! Yeah ! ～ 
4/21（土）
一般発売開始

4/21（土）
前売券発売開始

特別先行販売のお知らせ
一般発売にさきがけ、リアスホールにて特別先行販売を行います。枚数に限りがございますので、
お早めにお求めください。
【先行販売期間】4月 7日（土）午前9時～4月 15日（日）午後5時まで


