
展　示 マルチスペース 他／入場無料／10：00～16：00（両日とも）
２／４（土）・５（日）おおふなとクラフトワーク展２０１７

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となっています。
どうぞお楽しみに。

vol.１

平成29年 2月 1日発行
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
E-mail:rias-hall@city.ofunato.iwate.jp

vol.16

※スケジュールは平成29年2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。２月

演　劇 マルチスペース／全席自由
一般：2,000円 高校生以下1,000円（当日200円増）開演14：00（開場13：30）

2/25（土）・26（日）百景社『銀河鉄道の夜』大船渡公演

劇団百景社による２年ぶりの大船渡公演の開催が決定しました。
百景社は、茨城県土浦市を拠点に、野外公演や田んぼでの公演など
既成の劇場空間に留まらない公演活動を展開し、大船渡市（日頃市
町）出身の俳優、村上厚二さんも所属する劇団です。
今回の公演では、宮沢賢治の長編童話をもとにした『銀河鉄道の夜』
を上演します。「銀河鉄道の夜」は童話という形式ではありますが、
生と死、幸福、思想の多様性など、人が生涯向き合っていかねばな

＜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・竹駒店・アップルロード店】

前売券発売中

【あらすじ】
星祭りの夜、天気輪の丘で星空を見上げていたジョバンニは、突然強い光に包まれ、気がつくと銀
河を走る列車に乗っていた。向かいの席にいた友人カムパネルラと一緒に、ジョバンニは銀河をめ
ぐる旅に出る̶

５月

６月

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

３日 (金 )
がんばらない介護生活応援イベント
in大船渡  鎌田實講演・神野美伽
コンサート

13:00
大ホール

無料
（要事前申込）

事務局
03-3541-6262

４日 (土 )
５日 (日 ) おおふなとクラフトワーク展2017 10:00～16:00

マルチスペース 無料 リアスホール
0192-26-4478

５日 (日 ) JAおおふなと創立50周年記念事業
JAおおふなとふれあいフェスタ

13:20
大ホール

無料
（要 整理券）

JAおおふなと
0192-26-5211

1 2日 (日 ) 第46回大船渡市郷土芸能まつり併催
黄金けせん！民俗芸能大祭  Part2

10:30
大ホール 無料 大船渡市郷土芸能活

性化事業実行委員会

1 8日 (土 ) 大船渡新作シネマ上映会『海賊とよばれた男』
14:20～16:45
大ホール

大船渡新作シネマ上映会 ①10:00～11:40
②12:30～14:00
③14:50～16:40
大ホール

オールジャンル同人誌即売会
ポケットマニア☆28

11:00～15:00
マルチスペース 200円 PM企画

2 0日 (月 ) 三遊亭楽大の落語でもいかがですか？
14:00

会議室１・２ 1,000円 楽大事務局
080-6762-4129

2 5日 (土 )
2 6日 (日 ) 百景社『銀河鉄道の夜』大船渡公演

14:00
マルチスペース

一般 :2 ,000円
高校生以下 :1 ,000円
当日200円

リアスホール
0192-26-4478

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
実行委員会
0225-23-1888

1 9日 (日 )

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

1日 (水 )
ゲーデ・ピアノ三重奏団  リサイタル
～2017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 リアスホール

0192-26-4478

1 8日 (土 ) 平成28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

無料 (株 ) IBC開発セン
ター
019-652-1212

2 9日 (水 ) 音楽劇「寒い秋」 18:30
大ホール

一般 :1 ,000円
高校生以下 :無料 リアスホール

0192-26-4478

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春 17:30
大ホール 8,100円 ギルドネクスト

022-222-2033

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

３月

らない事柄が取り扱われており、子供だけでなく大人も楽しく読み、考えることのできる作品です。
この作品をもとに、独自の演出によって創作された、、百景社版『銀河鉄道の夜』をどうぞお楽しみ
ください。

図書展『銀河鉄道の夜と宮沢賢治童話の世界』

百景社『銀河鉄道の夜』大船渡公演の関連企画として、『銀河鉄道の夜と
宮沢賢治童話の世界』と題した図書展を開催しています。
宮沢賢治の世界を、読書と観劇の両方からお楽しみください。

1月16日（月）～3月5日（日）市立図書館展示スペース

①  『 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラと
　   ダブル世界の大冒険だニャン！ 』
②  『 仮面ライダー平成ジェネレーションズ 』 
③  『 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 』

他

（当日1,500円）

入場

（要 整理券）入場

（要 整理券）入場

（要 整理券）入場

増



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

使用日の６か月前の月初め～使用日の１か月

使用日の２か月前の月初め～使用日の１か月

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。

オ ペ ラ

大ホール／全席自由／一般：1,000円（当日1,500円）　高校生以下：無料（要入場整理券）
開演18：30（開場18：00）

3/29( 水 )音楽劇 「 寒い秋 」

大船渡市出身で、さんりく・大船渡ふるさと大使を務めるオペラ歌手、土井
尻明子さんが出演する音楽劇「寒い秋」を開催します。
第一部では、出演者のみなさんによる、オペラティックコンサートを、第二
部では、20 世紀ロシアの最良の散文作家の一人であるイワン・ブーニンの代
表作「暗い並木道」を原作としたオリジナルオペラ「寒い秋」を上演します。
第二部には、けせん第九を歌う会のみなさんにもご出演いただきます。
ぜひこの機会に、上質なオペラを聴きにいらしてください。

クラシック

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

３/１( 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
ルー・ゲーデのリサイタル開催が決定しました。
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・ゲーデ、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】
F. メンデルスゾーン /ピアノ三重奏曲 第１番 ニ短調 op.49　
G. フォーレ /悲歌 op.24
S. プロコフィエフ /ヴァイオリンソナタ 第２番 第２楽章 プレスト
P. ユオン /ピアノ三重奏のための幻想的舞曲
J. ブラームス /ピアノ三重奏曲 第１番 ロ長調 op.8　　他

～２０１７年東日本大震災被災地応援ツアー～

＜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・竹駒店・アップルロード店】

2/8（水）
発売開始

＜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・竹駒店・アップルロード店】

【出演】
土井尻明子（ソプラノ）、渡部智也（バス）、前田ヒロミツ（テノール）、
吉永哲道（ピアノ）、けせん第九を歌う会（合唱）

この公演は、『2017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。

前売券発売中


