平成 29 年８月１日発行

催し物スケジュール
8月
開催日

催事名

1 0 日 ( 木 ) 就職相談会『ふるさと気仙2017就職フェア』
18日(金)

大船渡伝道師養成講座 ワークショップ
『みんなでリアスホールを取材しよう！』

愛知学泉大学・安城学園高校
1 9 日 ( 土 ) オーケストラコンサート2017
〜東日本と愛知をつなぐ〜
2 7 日 ( 日 ) リアス・ウェーブ・フェスティバル2017

9月

リアスホール

開演時間
会場

入場

10:30
マルチスペース

無料

10:00
大ホール 他

無料
(要事前申込)

14:00
大ホール

無料

10:00
全 館

無料

(一部有料イベント有)

開演時間
会場

入場

大沢桃子とスーパーピンクパンサー
３ 日 ( 日 ) 〜ふるさとは負けない!!〜
チャリティコンサート2017

14:00
大ホール

1階席 4,000円
2階席 3,000円
（全席指定）

リアスホール新作シネマ上映会
①②『劇場版ポケットモンスター
キミにきめた！』
③『忍びの国』
10日(日)

①10:00
②12:15
③14:45
大ホール

開催日

催事名

オールジャンル同人誌即売会
ポケット☆マニア29
17日(日)

太田代将孝カジュアル・クラシック
コンサート

劇団東少ミュージカル
23日(土)
「眠れる森の美女」

11:00
マルチスペース
14:00
大ホール

一般：300円

おおふなこポータル
事務局
愛知学泉大学
オーケストラ
リアスホール
0192-26-4478

2,500円
（全席指定）

催事名

開演時間
会場

入場

１ 日 ( 日 ) 西村元希コンサート

14:00
大ホール

リアス・ウェーブ・フェスティバル ２０１
７

お祭り

ＰＭ企画

リアスホール
0192-26-4478

お問合せ先

一般：1,500円
西村元希後援会
高校生以下：500円
0192-27-1000
（当日200円増）

※スケジュールは平成 29 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。

8/27（日）

全館／入場無料（一部有料イベント有り）／ 10：00 〜 15：00

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、一箱古本市、HA KA RO 2017、キッズ芝生広場（竹で水てっぽ
う作り体験）、市内サ−クルの公開稽古、移動図書館車かもしか号の展示、
模擬店など様々な楽しい企画が盛りだくさんです。
当日は FM ねまらいんの公開生放送も予定しています。
みなさま、ぜひお越しください。

株式会社ビーエス
プロダクション
03-3847-3990

10月
開催日

主催事業

お問合せ先

一般：1,500円
リアスホール
高校生以下：500円 0192-26-4478

①10:30
②14:00
大ホール

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

大船渡公共職業安定所
0192-27-4165

高校生以上:1,400円
中学生以下:1,000円 大船渡シネマ上映
60歳以上:1,000円 実 行 委 員 会
0225-23-1888
特別割引券配布中
パンフレット全員購入制

イベントインフォメーション vol.22

お問合せ先

◎アマチュアバンドライブ （マルチスペース）

【時間】12:34 Start 【入場料】500 円（小学生以下無料）
【出演バンド】
① SOUL MATE ② レゾナンス・ブル− ③ NAKANO BAND
⑤ Queen Beat （順不同）
ミュージカル

劇団東少ミュージカル
「眠れる森の美女」

④ にいぬまよしのり

前売券好評発売中

9/23（土）

大ホール／全席指定／①開演 10：30（開場 10：00） ②開演 14：00（開場 13：30）
2,500 円 ※３歳以上有料（３歳未満は大人１名につき１名膝上鑑賞可）
劇団東少によるミュージカル、『眠れる森の美女』公演の開
催が決定しました。
主役の王女役を務める、元モ−ニング娘。の小川麻琴さん
をはじめとした、実力のあるキャストが今作品のテ−マで
ある「心の目覚め」を表現します。
歌・芝居・ダンス・アクションが織りなす感動の舞台は、
お子様から大人の方までお楽しみいただける内容となって
おります。
【出演】
小川麻琴（王女）、渡辺和貴（王子）、高橋りな（白の妖精）
＜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】

声

太田代将孝 カジュアル・クラシックコンサ−ト
楽

８/６（日）
前売券発売開始

9/17（日）

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）
本県出身で、オペラをメインにジャンルを問わず活動するマルチボ−
カリスト、太田代将孝と、国内外で活躍する声楽家とピアニストによ
るコンサ−トを開催します。
日頃、敷居が高いと感じるクラシック音楽を身近に感じていただける
ような、気軽に参加できるコンサ−トです。
ぜひお楽しみください。
【出演】
太田代将孝、佐藤祥（メゾソプラノ）、池田徹（テノ−ル）、
山口麻依（ピアノ）
【演奏予定曲目】
カンツォ−ネ：ʻO sole mio / 魔王（作曲：シュ−ベルト）
《ファイナルファンタジ−》より「Melodies Of Life」
《美女と野獣》より「愛さぬならば」 他
＜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】

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

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

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。

施設使用料の支払い

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

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。

募集事項

後片付け・点検

Kids☆Challenge.etc

ステージ

打ち合わせ

おおふなと・キッズ・コレクション 2017

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）
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。

おおふなと・キッズ・コレクション 2017 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。
④11 月 11 日（土）15:00〜17:00 の事前講習会、11 月 17 日（金）18:00〜20:00 の事前練習、
11 月 25 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 29 年９月１日（金）〜９月 30 日（土） ※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。

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。

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

