
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を計画中です。
どうぞお楽しみに。

①卓上機織（はたおり）機でコースター作り
　講師：小松ヒトミさん
　日時：２月４日（土）　①13：30～　②14：30～　
　会場：練習室１　受講料：300円（材料費）
　定員：各回５名　対象：小学生高学年以上　
②マーブルアート作り
　講師：佐々木千鶴子さん（マーブルアートモカ）
　日時：２月５日（日）　①13：30～
　会場：練習室１　受講料：1,000 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

22日(日)
劇団ゆうミュージカル
「アラジンとランプの魔人」

14:00
大ホール

無料
（要整理券）

リアスホール
0192-26-4478

28日(土)
気仙広域連合人材育成事業
地球のステージ５～久遠の帰還～

14:00
マルチスペース

無料
（要整理券）

気仙広域連合
広域振興課
0192-27-3111（内216）

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）

がんばらない介護生活
応援セミナー事務局
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 他

無料
リアスホール
0192-26-4478

19日(日)
オールジャンル同人誌即売会
ポケットマニア☆28

10:00～16:00
マルチスペース

200円 PM企画

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

10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
022-222-9999

vol.１

平成29年 1月 4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.15

※スケジュールは平成29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。

★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　FAX 0192-26-5902　E-mail：rias-hall@city.ofunato.iwate.jp　

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）

１/22( 日 )アラジンとランプの魔人

大船渡市・陸前高田市・住田町の子供たちが出演する人気企画、劇団ゆうミュー
ジカル第５弾‼
今回の舞台には約70名の気仙の子供たちが登場します。
例年以上の稽古を重ねて公演に臨む子供たちの可愛らしい熱演を、ぜひご覧
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　
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）　
ヤマザキＹショップリアス店　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】

劇団ゆうミュージカル

１月

２月 整理券配布中

５月

６月



施設紹介
聞き手に豊かな音を伝える役割を果たす、音響反射板を可動式にするこ
とで、クラシックコンサート、ピアノの発表会から、演劇、古典芸能、
講演会、映画など、ざまざまな催しに対応できる多機能ホールです。
客席数は、一般席1,082 席 (１階席 652席、２階席約430席 ) に加えて、
車いす・介添用席10席、親子鑑賞室８席を備え全部で約1,100 席となっ
ています。

舞台機構、照明・音響・映像設備を備えており、多様な用途にお使いい
ただけます。
可動式の間仕切りの移動により、周囲の展示ギャラリー、会議室、アト
リエ、和室と組み合わせて利用することもでき、講演会・演奏会・映写会・
演劇など、さまざまな催しに対応できます。

４枚の可動パネル、展示用ワイヤー・フック、角度調整機能付き照明等
を備えた本格的な展示スペースです。マルチスペースと組み合わせ、大
規模な展示会にも対応できます。
図書館と隣接しているため、図書館開館中の音出しはできませんが、図
書館閉館後は、社交ダンスの練習など、幅広い用途に利用されています。

※各施設の使用料は使用目的によって異なります。施設の下見、御見積等も承っております。
　ご不明な点がございましたらお気軽にお問合わせください。

大ホール

展示ギャラリー

マルチスペース 213.7㎡（138畳）

100.3㎡（64.8畳）

可動式の仕切りで２室に分割することが可能です。
キッチンセットが備え付けられており、会議以外の多様な活動に対応し
ます。
マルチスペースと一体的に利用することもできます。

会議室 69.5㎡（４５畳）

オ ペ ラ

大ホール／全席自由／一般：1,000円（当日1500円）　高校生以下：無料
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「寒い並木道」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。

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up）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、茨城県つくば市を拠点に、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。

＜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】

1/13（金）
発売開始

【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
ぐる旅に出る̶

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／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・
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～
1/20（金）
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】

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。


