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※スケジュールは平成30年1月4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。

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。
たくさんのご応募をお待ちしております。　

★応募資格
　リアスホール自主事業の企画・実施に、熱意を持って取り組む意欲のある高校生以上の方
　（住所は問いません）。
★応募方法
　「大船渡市民文化会館自主事業実行委員希望」と明記の上、①住所、②氏名、③年齢、④勤務先 ( 学校名 )、⑤電話
番号を、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで下記の応募先までご連絡ください。
★応募先／お問合わせ先
　大船渡市民文化会館
　〒022-0003  大船渡市盛町字下舘下18-1　TEL 0192-26-4478　

１月

２月
劇団ゆうミュージカル「美女と野獣」が開催されます。
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
一緒に練習し、一緒に舞台発表を行う活動を続けています。
リアスホールでの６回目の開催となる今回は、「美女と野獣」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６０名が、出演予定です。
気仙の子供たちの熱演をぜひご覧ください。

ミュージカル

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）

２/４( 日 )劇団ゆうミュージカル「美女と野獣」

毎年多くの人で賑わうクラフトワーク展が、今年度も開催されます。大船渡市
在住の方を中心に、県内外で創作活動を行っている出展者が製作した、陶芸・
木工芸・竹細工・ガラス工芸・編み物・パッチワーク・布小物などたくさんの
手作り作品の展示が行われます。
当日は、出展者による実演販売や、体験教室も企画しており、今年度も盛りだく
さんの内容を計画中です。
どうぞお楽しみに。

２/10( 土 ) ・11( 日 )
マルチスペース 他／入場無料／10：00～16：00（両日とも）
おおふなとクラフトワーク展２０１8

展　示

①ネックウォーマー作り
　講師：平野智美さん（ものづくり工房かぎしっぽ）
　日時：２月10日（土）　13：30～
　会場：アトリエ　参加料：500円（材料費）
　定員：10名　対象：小学生高学年以上　
②ハーバリウム作り
　講師：平野智美さん（ものづくり工房かぎしっぽ）
　日時：２月11日（日）　①13：30～
　会場： アトリエ　受講料：800円（材料費）
　定員：10名　対象：小学生高学年以上
※受講を希望する方は、事前にお申し込みください。
　各教室とも定員になり次第募集を締め切らせていただきます。

手作り体験教室参加者募集中 !!

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

1 9日 (金 )
2 0日 (土 )

第70回岩手芸術祭
巡回美術展・小中学校美術展

10:00
マルチスペース  他 無　料 岩手県芸術文化協会

019-626-1202

2 0日 (土 ) 第70回岩手芸術祭総合フェスティバル in気仙 13:30
大ホール 無　料 岩手県芸術文化協会

019-626-1202

2 1日 (日 ) 新春  舞踊の祭典 11:00
大ホール

一般：800円
（当日：1,000円）

新春舞踊の祭典
実行委員会

2 8日 (日 ) けせん第九演奏会 14:00
大ホール

一般：2,500円
（当日：3,000円）
高校生以下：1,500円

けせん「第九を歌う会」
inおおふなと実行委員会

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

４日 (日 ) 劇団ゆうミュージカル「美女と野獣」 14:00
大ホール

入場無料
（要入場整理券）

リアスホール
0192-26-4478

1 0日 (土 )
1 1日 (日 ) おおふなとクラフトワーク展2018 10:00

マルチスペース 無　料 リアスホール
0192-26-4478

1 4日 (水 ) ゲーデ・ピアノ三重奏団リサイタル～2018年東日本大震災被災地応援ツアー～
18:30
大ホール

一般：1,000円
高校生以下：無料
（要入場整理券）

リアスホール
0192-26-4478

1 8日 (日 ) オールジャンル同人誌即売会ポケットマニア☆30
11:00

マルチスペース 一般：300円 ＰＭ企画

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

1 8日 (日 ) 平成29年度
いわて民謡グランドチャンピオン大会

13:00
大ホール

入場無料
（要入場整理券）

(株 )ＩＢＣ開発センター
019-652-1212

2 1日 (水 ) ピアノ・ヴァイオリン・チェロによるコンサート  ～スペインの風～
14:00
大ホール

一般：1,500円
高校生以下：500円

リアスホール
0192-26-4478

3月

整理券配布中



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。

＜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）　
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】

クラシック ２/14( 水 )ゲーデ・ピアノ三重奏団 リサイタル

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン国立歌劇場管弦楽団、
読売日本交響楽団のコンサートマスターを歴任し、現在もソリスト、
室内楽奏者として国際的に活躍を続けるヴァイオリニスト、ダニエル・
ゲーデらによるリサイタルが開催されます。
クラシックコンサートに馴染みのない方も、この機会にぜひ世界的演
奏家の演奏を聴きにいらしてください。
今回の公演では、夫人でピアニストのスイシュー・リュウ、次男でチェ
リストのフローリアン・ゲーデによる、三重奏をお届けします。

【演奏予定曲】
J. スーク /ピアノ三重奏曲 ハ短調 第２番
D. ショスタコーヴィチ /ピアノ三重奏曲 ハ短調 第１番　　他
　　　　　　　　　　　　　　　※曲目は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

～２０１8年東日本大震災被災地応援ツアー～
前売券発売中

この公演は、『2018年東日本大震災被災地応援ツアー』（主催：NPO法人フレンドシップ・コンサート
協賛：ウェスティンホテル仙台）の一環として行われ、特別料金にて実施されます。

大ホール／全席自由／一般：1,000円　高校生以下：無料（要整理券）／開演18：30（開場18：00）

クラシック
３/21( 水 )ピアノ・ヴァイオリン・チェロによるコンサート

大船渡市出身で、東京音楽大学を卒業後、ピアニ
ストとして活動を行う大友美波と、同大卒のヴァ
イオリニスト森下由貴、チェリスト三原香璃によ
る新進気鋭のアーティストが、スペインの作曲家
グラナドスの曲をメインに演奏します。
司会に、大船渡市民文化会館事業企画運営アドバ
イザー（音楽）の西村元希を迎え、演奏曲の解説
を交えながらお贈りするコンサートです。

【演奏予定曲】
E. グラナドス /ピアノ三重奏曲 作品７　　E. グラナドス /ヴァイオリンソナタ H127
F. リスト /ハンガリー狂詩曲第13番（ピアノ独奏）　　J.S. バッハ /無伴奏チェロ組曲第１番より
他
　　　　　　　　　　　　　　　※曲目は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

～スペインの風～
1/20（土）
前売券発売開始

大ホール／全席自由／一般：1,500円　高校生以下：500円／開演14：00（開場13：30）

【出演】
ピアノ：大友美波
ヴァイオリン：森下由貴
チェロ：三原香璃

【出演】
ピアノ：スイシュー・リュウ
ヴァイオリン：ダニエル・ゲーデ
チェロ：フローリアン・ゲーデ


