催し物スケジュール
10月
開催日

１日(日)

平成 29 年 10 月１日発行

催事名

開演時間
会場

入場

西 村 元 希 ピアノコンサート

14:00
大ホール

一般：1,500円
高校生以下：500円
（当日200円増）

15:00
マルチスペース

入場無料

ぷなと音楽団

大船渡市郷土芸能活性
化事業実行委員会

第63回大船渡市民芸術祭
『吹奏楽のひととき』
ぷなと音楽団 第６回定期演奏会

８日(日)

黄金けせん！
民俗芸能大祭Part3

10:00
大ホール

入場無料

９日(月)

第63回大船渡市民芸術祭
民謡とおどりの集い

10:00
大ホール

500円
（当日700円）

ヤクルトプレゼンツ 岩手日報健康講座
〜体の中から健康に 体の中から美しく〜

13:00
大ホール

入場無料
（要事前申込）

14:00
マルチスペース

500円

10:30
大ホール

1,500円
（当日2,000円）

15:15
マルチスペース

入場無料

中継（解説なし）

10:00
大ホール

入場無料
（申込不要）

大判解説会

10:00
大ホール

11日(水)

第63回大船渡市民芸術祭
14日(土) ケセン語で楽しもう！
落語と朗読劇のひととき その弐
第70回岩手芸術祭
1 5 日 ( 日 ) 第19回岩手県新舞踊協会芸術祭舞踊発表会
〜椿の港町に舞う〜
2 1 日 ( 土 ) 銀河連邦交流30周年記念フォーラム

2 8 日 ( 土 ) 第30期竜王戦第２局

2 9 日 ( 日 ) 第30期竜王戦第２局

１
１月
開催日

催事名

1 9 日 ( 日 ) 三遊亭楽大の落語でもいかがですか？

26日(日)

Kids☆Challenge.etc
おおふなと・キッズ・コレクション2017

12月
開催日
２日(土)

催事名
東田トモヒロ 沼澤尚ＤＵＯ
ハレルヤ熊本復興応援ライブinおおふなと

９ 日 ( 土 ) 前進座特別公演「たいこどんどん」

入場

13:30
会議室１・２

一般1,000円

14:00
マルチスペース

入場無料

開演時間
会場

入場

14:00
大ホール
13:00
大ホール

西村元希後援会
0192-27-1000

民謡とおどりの集い
実行委員会
岩手日報社広告事業局
019-653-4118

大船渡市民文化会館リアスホール
〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下 18-1
℡0192-26-4478

主催事業
Kids☆Challenge.etc

ステージ

おおふなと・キッズ・コレクション 2017

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。

岩手県新舞踊協会本部
大船渡市企画政策部
企画調整課
0192-27-3111
将棋連盟大船渡支部
090-9536-6088（渡辺）

お問合せ先
楽大事務局

リアスホール
0192-26-4478

お問合せ先

リアスホール
0192-26-4478

※スケジュールは平成 29 年 10 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。

11/26（日）

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）

劇団ケセン

1,000円
リアスホール
( 未 就 学 児 入 場 不 可 ) 0192-26-4478
3,500円
（３歳以上有料）

イベントインフォメーション vol.24

お問合せ先

一般：2,000円
将棋連盟大船渡支部
小 学 生 以 下 : 1 , 0 0 0 円 090-9536-6088（渡辺）

開演時間
会場

リアスホール

東田トモヒロ 沼澤尚DUO

コンサ−ト

ハレルヤ熊本復興応援ライブinおおふなと

前売券発売中

12/2（土）

大ホール／全席自由／ 1,000 円（未就学児入場不可） 開演 １４:００（開場 １３:３０）
熊本を拠点に活動を続け、自らのライフスタイ
ルを昇華した「歌」にメッセ−ジを込め、自分
を表現し続けるア−ティスト、東田トモヒロと、
ファンクロックバンド『シアタ−ブルック』の
ドラマ−で、『チャカ・カ−ン』から『くるり』
まで数多くのア−ティストのレコ−ディングや
ライブに参加する、日本を代表するドラマ−、
沼澤尚によるチャリティ−ライブを開催します。
自然に寄り添った暮らしや旅の中から紡ぎ出さ
れる飾り気の無い等身大の楽曲と、“グル−ヴ・
マスタ−” 沼澤尚によるセッションを、どうぞ
お楽しみください。
＜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】

演 劇

前進座特別公演 たいこどんどん

10/25（水）
前売券発売開始

大ホール／全席自由／ 3,500 円（３歳以上有料） 開演 13:00

12/9（土）

開場 12:30

井上ひさし作品を前進座が演じる、特別公演「たいこどんどん」の開
催が決定しました。
いずみたく作曲の変幻自在のメロディーにのせて、歌舞伎、落語、講談、
邦楽などの日本芸能の手法をふんだんに使い、快適なテンポで劇を進
めてゆく̶。
これはストレスなんて吹っ飛ばす抱腹絶倒の “和製みゅーじかる” です。
笑いの中に庶民の涙とたくましさ、そして怒りをにじませて、ちくり
と現代を風刺する̶、井上ひさし氏ならではの喜劇。
主人公二人が東北各地で繰り広げる珍道中、ご覧いただく皆様に、元
気とエネルギーと生きる希望をお届けします。
日本が誇る戯作者・井上ひさし氏の傑作『たいこどんどん』̶“みちの
く漂流譚” を、前進座の当代を担う俳優陣が、東日本大震災からの復
興に願いをこめて演じます。

リアスホール申込みから本番まで
問い合わせ ( 仮予約 )
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。

申込み

幕末のこと̶̶。江戸日本橋の大店の若旦那・清之助と吉原のたいこもち・桃八は、品川女郎の袖ヶ
浦をめぐって薩摩侍と大騒動。海へ逃げたものの嵐にあって漂流し、釜石から東北北陸を転々と
流されてゆく。
悪女にだまされ殺しの罪をきせられたり、目明しの罠にはまって地底の鉱山で働かされたり、山
賊につかまったり‥‥‥。
奇想天外、波瀾万丈、笑いと涙にあふれたみちのく珍道中。はたして二人は江戸に帰りつけるの
か‥‥‥、それは観てのお楽しみ！

＜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】

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。

★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

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

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。

後片付け・点検
PR・チケット販売
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。

設備使用料の支払い
設備 ( 備品 ) 使用料は、使用後のお支払い
となります。

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。

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。

各種届出

施設使用料の支払い

【ものがたり】

打ち合わせ

施設使用申請受付期間
施設名
大ホール
大ホールと他の施設を併用
大ホールを練習目的で使用
マルチスペース・展示ギャラリー
マルチスペース・展示ギャラリーを他の施設と併用

マルチスペースを練習目的で使用
展示ギャラリーを展示目的以外で使用
会議室・和室・練習室・スタジオなどの単独使用

使用許可申請受付期間
使用日の１年前の月初め〜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
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
使用日の３か月前の月初め〜使用日

