平成 28 年 11 月 2 日発行

催し物スケジュール

１
１月

開演時間
会場

入場

映画『ズートピア』

14:00
大ホール

一般1,200円
中学生以下1,000円

第62回大船渡市民芸術祭
各流派合同 日本舞踊の集い

11:30
大ホール

無料
（要整理券）

14:00
マルチスペース

無料

18:30
大ホール

無料
（要整理券）

岩手日報社大船渡支局
0192-27-3070

10:30〜16:00
大ホール

無料

Kesenよさ恋フェスタ
実行委員会

15:00
大ホール

無料
（要整理券）

10:00〜16:00
マルチスペース

無料

13:00
大ホール

無料
（要整理券）

開演時間
会場

入場

14:00
大ホール

一般1,500円
高校生以下500円
（当日200円up)

開演時間
会場

入場

14:00
大ホール

無料
(要整理券)

開催日
３日(木)

催事名

６日(日)
Kids☆Challenge.etc
おおふなと・キッズ・コレクション2016

７日(月)

日報リーダーズサークル・気仙例会
クミコ アコースティックコンサート2016 大船渡

12日(土)

Kesen よさ恋フェスタ2016

13日(日)

第62回大船渡市民芸術祭 コーラスの夕べ

23日(水)

第２回クラフトマルシェ〜kesen〜

26日(土)

安全・安心ふれあい絆コンサート
岩手県警察音楽隊定期演奏会inおおふなと

１2月
開催日
３日(土)

催事名
西村元希ピアノリサイタル
〜リスト・グラナドス〜

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

イベントインフォメーション vol.13

お問合せ先

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

北村映画社
0194-77-5014
大船渡日本舞踊研究会
（橘）
090-9034-6398

ステージ

おおふなと・キッズ・コレクション2016〜5th Anniversary〜 11/6( 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 5th Anniversary ！！
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。

コーラスの夕べ実行委員
会
クラフトマルシェ
〜kesen〜
岩手県警察本部
019-653-0110

お問合せ先
リアスホール
0192-26-4478

お問合せ先
リアスホール
0192-26-4478

催事名

４日(土)
５日(日)

おおふなとクラフトワーク展2017

19 日 ( 日 )

オールジャンル同人誌即売会
ポケットマニア☆28

開演時間
会場

入場

10:00〜16:00
マルチスペース 他

無料

10:00〜16:00
マルチスペース

200円

※スケジュールは平成28年１
１月２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。

お問合せ先
リアスホール
0192-26-4478

PM企画

vol.１

Kids☆Challenge.etc

リアスホール
0192-26-4478

西村元希後援会共催事業

ピアノ

西村元希ピアノリサイタル〜リスト・グラナドス〜

12/３( 土 )

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。

西村元希（Motoki Nishimura）

２月
開催日

リアスホール

大船渡市三陸町出身。大船渡高校〜東京音楽大学卒業。第７回ブルクハルト国際音楽コンクールピ
アノ部門第１位、他多数受賞。
（一社）全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）正会員。数多くのコンクー
ルの審査員として招聘されている。さんりく・大船渡ふるさと大使。大船渡市民文化会館自主事業
企画運営アドバイザー（音楽分野）を務める。東京音楽大学校友会岩手県支部副支部長。これまで
にピアノを小山円、有森博、末松茂敏、鈴木恭代の各氏に師事。2014 年、文化庁補助事業「東京・
渋谷から日本の文化を発信するミュージアム連携事業」のピアニストに抜擢され２度に渡り指定の
テーマにてコンサートを行い好評を博す。リストとスペインの作曲家グラナドスを得意にしていて
「Estrella〜リスト・グラナドス」の CD を発売するなど専門家からも高い評価を受けている。また
演奏家としてだけでなく、多くの門下生をコンクールの全国大会等に出場し入賞させるなど後進の
指導にも力を注いでいる。更にはピアノ公開レッスンで講師を務める他、大船渡さんご合唱団の伴
奏を行うなど地域の音楽活動も精力的に行っている。

劇団ゆうミュージカル

ミュージカル

アラジンとランプの魔人

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】

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店者
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。

「おおなとクラフトワーク展２０１
７」
出展者を募集しています。

１出展資格
（１）高校生以上で、手芸・工芸など手作り作品を製作している方。
（２）出展ジャンル、プロ・アマ及び団体・個人は問いません。
（３）展示品・販売品は製作者本人の手作りであること。
（４）展示品の販売も可能です。
（５）イベント当日は以下のいずれかを行うこと。
・製作・作業風景を見せるなどの実演コーナー
・製作過程を体験できる来場者体験コーナー
・製作・作業風景の写真展示
２募集区画数
41 区画（３m×３m＝19 区画 1.5m×３m＝22 区画）
３出展料（１区画あたり）
３m×３m ２日間 4,000 円、１日のみ 2,500 円
1.5m×３m ２日間 3,000 円、１日のみ 2,000 円
４申込方法
リアスホールで配布する所定の申込用紙に必要事項を記入し、出展作品の写真（できるだけ作品
を大きく写してください）を用紙の所定の場所に１枚貼り付けの上、下記申込先まで郵送又はご
持参ください。
申込用紙は、リアスホールホームページからもダウンロードできます。
５応募期間
平成 28 年 10 月 30 日（日）〜11 月 13 日（日）※午後５時必着
５出展者決定・通知
申込内容を精査した上で、選考委員会にて決定します。
通知は、11 月 16 日（水）以降に、文書にて通知します。

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

