平成 28 年 12 月１日発行

催し物スケジュール

リアスホール

１2月

開催日
３日(土)

４日(日)

10日(土)

12日(月)

催事名
西村元希ピアノリサイタル
〜リスト・グラナドス〜

クリスマスおたのしみ親子劇場

映画「増田進 患者さんと生きる」

上映会＆増田進医師トークイベント

大船渡市農協建友会設立三十周年記念事業
桂文治落語会＆あどばる〜んライブ

１月
開催日
22日(日)

催事名
劇団ゆうミュージカル

アラジンとランプの魔人

２月
開催日
４日(土)
５日(日)
22日(日)

催事名

開演時間
会場
14:00
大ホール
10:30〜11:30

マルチスペース
①15:00
②18:30
(対談17:15〜)

マルチスペース
14:00〜16:00

マルチスペース

開演時間
会場

14:00
大ホール

開演時間
会場

おおふなとクラフトワーク展2017

10:00〜16:00

オールジャンル同人誌即売会

10:00〜16:00

ポケットマニア☆28

マルチスペース

入場
一般1,500円

高校生以下500円
（当日200円up)
無料
一般1,000円

（当日1,200円）

高校生以下500円

（前売・当日共）

0192-27-1000

大船渡市立図書館
0192-26-4478

増田進映画自主上映
気仙実行委員会
0192-47-3271

大船渡市農協建友会
事務局

入場

お問合せ先

無料

入場
マルチスペース 他

200円

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

西村元希後援会

無料

(要整理券)

イベントインフォメーション vol.14

お問合せ先

西村元希後援会共催事業

ピアノ

大ホール／全席自由一般 1,500 円 高校生以下 500 円（当日 200 円 up）
開演 14：00（開場 13：30）

【演奏曲目】
［グラナドス没後 100 年に寄せて］
組曲「ゴイェスカス」〜恋するマホたち〜
・愛のことば ・嘆き又はマハと夜鳴きうぐいす ・愛と死
他
［リスト］
・ハンガリー狂詩曲第２番
・伝説〜波の上を渡るパオラの聖フランシスコ
・ペトラルカのソネット第 104 番
他
※曲目・曲順は変更になる場合があります。予めご了承ください。

リアスホール

0192-26-4478

お問合せ先

劇団ゆうミュージカル

ミュージカル

0192-26-4478

※スケジュールは平成28年１2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。

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。

★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

アラジンとランプの魔人

12 月 17 日（土）
整理券配布開始

１/22( 日 )

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）

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】

PM企画

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。

12/３( 土 )

西村元希ピアノリサイタル〜リスト・グラナドス〜

0192-26-5215

リアスホール

vol.１

おおふなとクラフトワーク展２０１
７
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）

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る予定です。
当日は、出展者による実演販売や、体験教室も予定しており、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。

事業報告

劇団わらび座 舞楽詩「風の又三郎」

この公演は宝くじの助成金で実施されたものです。

７月 29 日（金）、
『劇団わらび座 舞楽詩 風の又三郎』が開催されました。
秋田県を拠点に活動を行う劇団わらび座による「舞楽詩」という、伝
統芸能・生演奏・ミュージカルの要素を取り入れた新しいジャンルの
舞踊ファンタジー「風の又三郎」。
序章では、宮沢賢治の詩や作品の断片をモチーフに、賢治の持つ壮大
な宇宙観や、岩手の自然の力強さなどが、神楽や鹿踊り、剣舞などの
大船渡ゆかりの郷土芸能とともに描かれました。
本編では、主人公・一郎や同級生と、転校生の高田三郎の出会いから
別れまでを見事に演じきり、詰めかけた観客を魅了しました。
また、公演に先がけ、７月２日（土）には「風の姿を表現しよう」と
題した市民向けワークショップを開催しました。
わらび座の演出家や俳優をお招きしてのワークショップでは、わらび
座が普段行っている発声やトレーニングで体をほぐした後に、長い棒
をお互いの人差し指で支え合いながら動いたりする中で、相手の呼吸を感じること、相手の風を感
じることなどを体験しました。
体を動かした後はアトリエに移動し、宮沢賢治が作中で種山ケ原の風
を「どっどど どどうど どどうど どどう」のオノマトペで表現したこ
とにちなみ、それぞれが感じる風を絵の具やクレヨンを使って、絵や
言葉で表現し、お互いに発表しあいました。
ワークショップで製作した作品は、公演当日にも展示され、公演に彩
りを添えました。

ダンスカンパニー Monochrome Circus コンテンポラリーダンス公演

９月 18 日（日）、『ダンスカンパニー Monochrome Circus コンテ
ンポラリーダンス公演』が開催されました。
この公演は、一般財団法人地域創造の助成による、公共ホール現代ダ
ンス活性化支援事業の一環として行われたものです。
コンテンポラリーダンスという既存のダンス、舞踊の枠にとらわれな
い、より自由な現代ダンスを通じ、体で表現したり、演じたりするこ
との楽しさを、市民の方々に体験していただきたいという主旨から、
コンテンポラリーダンスの第一線で活動を続ける、ダンスカンパニー
モノクロームサーカスのメンバーをお招きして開催されました。
公演に先立ち、末崎小学校、日頃市小学校、大立仮設住宅を訪問して
のアウトリーチや、リアスホールでのワークショップを行い、たくさ
んの市民の方々、子供たちにコンテンポラリーダンスを体験していた
だきました。
公演で演じられた２作品のうちの１つ、大船渡をイメージして選ん
でいただいた『HAZAMA』には、事前に行われた創作ワークショッ
プに参加した一般市民の方にも出演していただきました。
出演された方それぞれが「海と森の狭間」を体で表現し、自由に表
現する楽しさを実感した様子でした。

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

打ち合わせ
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。

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。

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
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
使用日の３か月前の月初め〜使用日

