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催し物スケジュール　
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
〒022-0003大船渡市盛町字下舘下18-1
℡0192-26-4478
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※スケジュールは平成29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。

５月

６月

４月

共 催 事 業

コンサ－ト

大ホール／全席指定／6,500円（税込）／ 開演17：30（開場16：45）

6/10（土）ゴスペラ－ズ坂ツア－２０１７ “Soul Renaissance”

ゴスペラ－ズの全国ツア－「ゴスペラ－ズ坂ツア－2017 “Soul Renaissance”」がリアスホールで
開催されます。
彼らの美しいヴォ－カルワークと、エンタ－テインメント溢れるステ－ジを堪能できるこの機会を
お見逃しなく。

【プレイガイド】（※チケットは１人４枚まで）
チケットぴあ（Pコ－ド：317－066）、
ロ－ソンチケット（Lコ－ド：21345）、
イ－プラス、チケットGIP、リアスホ－ル
【その他】
小学生以上からチケットが必要です。
未就学児は保護者１人につき１人まで膝上鑑賞できます。
ただし、未就学児も座席が必要な場合はチケットが必要で
す。

前売券発売中

募 集 事 項
リアスホールレストランへの出店者を募集します。

リアスホール内のレストランへの出店者を募集します。
各種申請書はリアスホールにて配布している他、リアスホールのホー
ムページからダウンロードすることができます。
詳しくはお問い合わせください。
【申込方法】
　必要書類を添付の上、申請書を持参もしくは郵送してください。
【選考方法】
　リアスホールレストラン出店候補者選考委員会を設置し、提出書類
と面接による審査を行います。
【応募期間】
　平成29年４月１日（土）～４月８日（土）　午後５時必着
【申し込み・問い合わせ先】
　大船渡市民文化会館
  〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下18-1　電話：0192-26-4478

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

２日 (日 )
国際ソロプチミスト大船渡  Presents
タマル＆桑原裕子カメリアコンサート
i nリアス

11：00
マルチスペース 2,000円 国際ソロプチミスト

大船渡

1 6日 (日 ) 2017 Ka Hula Na Pua～踊る花たち～
フラダンス発表会

14:00
大ホール 500円

カフラオ・ハワイ所属
フイイアオカフラ
藤森文恵教室

2 3日 (日 ) 第19回  ルート４５港町コンサート 14：00
大ホール

500円
（小学生以下無料） ぷなと音楽団

3 0日 (日 )
リアスホール新作シネマ上映会
①③『ドラえもんのび太の南極カチコチ
　　　大冒険』
②『プリキュア  ドリームスターズ！』

①10:20～12:05
②13:00～14:15
③15:00～16:45
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

３日 (水 ) 松山千春コンサート・ツアー2017
「原風景」

17:30
大ホール

8,100円 ギルドネクスト
022-222-2033

リアスホール新作シネマ上映会
①『 ライダー スーパー戦隊
　　超スーパーヒーロー大戦』
②『君の名は。』
③『チア★ダン～女子高生がチアダンスで
　　全米制覇しちゃったホントの話～』

①10:00～11:35
②12:20～14:07
③14:45～16:45
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

永井龍雲  デビュー40周年ライブ『顧みて』 16:30
マルチスペース 4,000円

ノースロードミュー
ジック
022-256-1000

2 1日 (日 )

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

1 0日 (土 ) ゴスペラーズ坂ツアー2017
“Soul  Renaissance”

17:30
大ホール 6,500円 ジー・アイ・ピー

022-222-999

2 6日 (月 ) 新星劇団山田ファミリー特別公演津軽じょんがら舞踊絵巻
13:30
大ホール

3,000円
（当日3,500円）

高橋芸能企画
0197-85-3189

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

2 0日 (木 ) 演歌！ふたりのビッグショー千昌夫・石原詢子
11:00
大ホール 5,000円 サン企画

090-8788-3879

７月

【お問い合せ】ジ－・アイ・ピ－　☎022－222ー 9999

面仮

※前売券は完売しました



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。

おおふなとクラフトワーク展２０１７
２月４日（土）・５日（日）の２日間、リアスホールマルチスペー
スを主会場として、「おおふなとクラフトワーク展２０１７」が
開催されました。
このクラフトワーク展は、手工芸品の魅力を紹介し、市民の趣
味の幅を広げようと、大船渡市民文化会館自主事業実行委員会
が平成20年度から開催しています。
９回目の開催となる今年は、大船渡市在住の方にとどまらず、

事 業 報 告

県内外、遠くは栃木県からの出展があり、41の団体・個人の方々が出展してくださいました。

百景社『銀河鉄道の夜』大船渡公演
２月25日（土）・26日（日）の２日間、リアスホールマルチスペー
スで百景社『銀河鉄道の夜』大船渡公演が開催されました。
茨城県土浦市を拠点に、田んぼや古民家を演劇の舞台にするな
ど、既成の劇場空間に留まらない公演活動を行ってきた百景社。
２年半ぶりとなった今回の公演では、宮沢賢治の長編童話をも
とに、独自の演出によって創作した百景社版『銀河鉄道の夜』
を上演しました。

ジョバンニとカムパネルラの不思議な旅を通じて味わう、宮沢賢治の想像力の世界に、観客の皆さ
んも引き込まれている様子でした。

陶芸・木工芸・竹細工・ガラス細工・編み物・パッチワーク・
布小物など、さまざまな手作り作品が展示された他、各ブース
ごとに製作の実演や、製作体験コーナーが設けられ、たくさん
の来場者の皆さんの目を楽しませている様子でした。
体験教室では、『卓上機織り（はたおり）機でコースター作り』と、
『マーブルアート作り』の２つが行われ、こちらも幅広い年齢の
方に創作する楽しさを体験していただくことができました。

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。

★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　


