平成 28 年９月１日発行

催し物スケジュール

リアスホール

９月

開催日

催事名

開演時間
会場

入場

事務局
080-3417-8044

３日(土)

早稲田大学マンドリン楽部
大船渡市・陸前高田市復興支援演奏会

13:15
大ホール

無料

４日(日)

大船渡さんご合唱団演奏会
〜感謝、そして明日へ！想いを歌にのせて〜

14:00
大ホール

無料
（要整理券）

演奏会総務係(千葉)
0192-27-2269

11日(日)

リアス・ウェーブ・フェスティバル2016

10:00〜15:00
全館

無料
（一部有料）

リアスホール
0192-26-4478

18日(日)

ばばばっ!!コンテンポラリーダンスって何？第２弾
ダンスカンパニーMonochrome Circus
コンテンポラリーダンス公演

14:00
マルチスペース

一般:1,000円
高校生以下: 無料

14:30〜16:10

一般: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

11:00〜15:00
マルチスペース

200円

開演時間
会場

入場

19日(月)

大船渡新作シネマ上映会
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ＆Ｚ
『ボルケニオンと機巧のマギアナ』
オールジャンル同人誌即売会
ポケットマニア☆27

イベントインフォメーション vol.1１

お問合せ先

リアスホール
0192-26-4478

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

リアス・ウェーブ・フェスティバル ２０１
６
お祭り

催事名

毎年恒例の、リアスホール全館祭り『リアス・ウェーブ・フェスティバル（RWF）』
が今年も開催されます。
メインイベントのアマチュアバンドライブに加え、今年の RWF では、大ホー
ルにおいて、三陸国際芸術祭 2016 との連携企画を行います。
その他、フリーマーケット・キッズ茶会・一箱古本市・キッズ芝生広場（竹笛
作り体験）
・HA KA RO 2016・移動図書館車かもしか号の展示・模擬店など様々
な楽しい企画が盛りだくさんです。
みなさま、ぜひお越しください。

大船渡シネマ上映実行委員
会
0225-23-1888
PM企画

６日(木)

演歌！夢の師弟競演
松前ひろ子・三山ひろし 歌謡ショー

10日(月)

細坪基佳 LIVE2016〜Tsubo's Style〜 大船渡

15:00
マルチスペース

4,000円

16日(日)

さんりく・大船渡ふるさと大使 就任記念
三遊亭楽大の落語会「ふれあい親子落語会」

14:00〜15:30
和室

大人:1,000円
小人:500円

開演時間
会場

入場

お問合せ先

12：00
大ホール

5,000円

オカダプランニング
0225-22-0934
ノースロードミュージック
022-256-1000
三遊亭楽大
080-6762-4129

１
１月
開催日

６日(日)

催事名
Kids☆Challenge.etc
おおふなと・キッズ・コレクション2016

14:00
マルチスペース

無料

お問合せ先
リアスホール
0192-26-4478

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〜

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)

お問合せ先
リアスホール
0192-26-4478

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

※スケジュールは平成28年９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。

お問合せ先
リアスホール
0192-26-4478

９/11( 日 )

全館／入場無料（一部有料イベント有り）／ 10：00 〜 15：00

１
０月
開催日

vol.１

アマチュアバンドライブ （マルチスペース）

12:34start 入場料 500 円（小学生以下無料）
出演バンド
①SOULMATE ②S38 ③レゾナンス・ブルー ④CAVERN BEAT

⑤RETROCK2

三陸国際芸術祭 in リアス・ウェーブ・フェスティバル 2016 （大ホール）

10:30〜13:00 入場無料
親子と、地域と、ダンサーが共に創り、表現する可能性に出会う「コミュニティダンス」、海外か
らのゲストとしてフィリピン国立芸術高校の青年たち、そして地元三陸から盛岡さんさ踊り 清流（盛
岡市）、浦浜念仏剣舞（大船渡市）が伝統芸能を通して交流をはかります。心が響き合う感動を共に。

10:30〜
11:15〜

コミュニティダンス・プログラム「親子ダンス」作品
『光の中へ、ウサギが跳ねる時 − When Rabbits bounce into the Light』
伝統と誇りを胸に 未来へと紡ぐ − 国と地域を支える芸能三団体の競演 −
フィリピン国際芸術大学 盛岡さんさ踊り 清流 浦浜念仏剣舞

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

公共ホール現代ダンス活性化支援事業 ばばばっ！
！コンテンポラリーダンスって何？ 第２弾

ダンス

Monochrome Circus ダンスカンパニーモノクロームサーカス
コンテンポラリーダンス公演 マルチスペース／全席自由

９/18( 日 )

一般 1,０00 円（当日２00 円 up) 高校生以下無料／開演 14：00（開場 13：30）

ダンスカンパニー Monochrome Circus によるコンテンポラリーダンス公演を開催し
ます。
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
現代ダンスを通じて、体で表現したり、演じたりすることの楽しさを、みなさんに体験
していただくため、事前に行う創作ワークショップに参加していただいた方に、本番の
公演に出演していただく予定となっています。
ダンスと聞いただけで構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、経験・体力・
運動神経・リズム感、まったく関係ありません。
体で触れ合ってコミュニケーションすることが、そのままダンスになる。そんな表現方
法を体験します。

『Endless』 演出・出演 坂本公成 + 森裕子 ／ 音楽 山中透

フランスの「ダンス・ダリエール」フェスティバルにおいて初演。３ .11 以後の価値観の変動と揺らぎをダ
ンスを通じてナイーブに見つめ直す坂本 + 森のデュエット第３作目。
音楽を元 dumb type の山中透が担当。

『HAZAMA』 演出 坂本公成 ／ 振付・出演 野村香子 + 森裕子 + ワークショップ参加メンバー

何においても私たちは「どっちか側」ばかりでは生きていけない。人と人、人と環境、人と宇宙、様々な物
事の関係性を「音楽」と「ダンス」２つのメディアの相関関係の中で広がるだけ広がって、森のように奥深
く身体でわけいるダンス作品。

高校生以下無料ご招待！！

この公演では、より多くの児童・生徒の皆さんに現代ダンスに触れていただきたいという思いから、高校生
以下の方を無料でご招待いたします。
鑑賞を希望される方は、リアスホールまでお問い合わせください。

ダンスカンパニー Monochrome Circus 坂本公成＋森裕子
コンテンポラリーダンスワークショップ参加者募集

ワークショップ、稽古を通じて、Monochrome Circus の作品「HAZAMA」を作り上げていき、本番の公
演に出演していただきます。ダンス経験は問いません。たくさんのご参加をお待ちしています。
◎参加料：無料 （公演招待券付き） ◎対象：小学生以上 ◎定員：20 名
●お申し込み
以下の情報を添えて、電話または E メールにてリアスホールまでお申し込みください。
１. お名前 ２. 年齢 ３．住所 ４．電話番号

日 程
時 間
９月 14 日 ( 水 ) 19:00〜20:30

内 容
体験ワークショップ

９月 16 日 ( 金 ) 19:00〜20:30

稽古

９月 15 日 ( 木 ) 19:00〜20:30
９月 17 日 ( 土 )

15:00〜17:00

18:00〜20:00
９月 18 日 ( 日 ) 12:00〜16:00

場

所

稽古

場当たり・稽古

マルチスペース

ゲネプロ
リハーサル・公演本番

Monochrome Circus（モノクロームサーカス）

Kids☆Challenge.etc

前売券発売中

京都を拠点に活躍するコンテンポラリーダンス・カンパニー。「身体をめぐる／身体との対話」をテーマに国内外で活動
を展開、作品は海外 17 ヵ国で紹介されている。『掌編ダンス集』と銘打つ大小の作品群、海外振付家による作品など多
くのレパートリー作品を上演している。2009 年、別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」にて商店街の中から
ダンサーを探し出す作品『ダンサーを探せ！！』、2012 年にはフィンランドのダンサーとのコラボレーションで
『HAIGAFURU』を上演。
その後日本、フィンランドの４都市で上演を行う。主宰の坂本公成 + 森裕子は学校や多様な人々対象のコンタクト・イ
ンプロヴィゼーションや身体に関するワークショップの指導経験も豊富。
Monochrome Circus ウェブサイト
http://www.monochromecircus.com/

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。

おおふなと・キッズ・コレクション 2016 参加者募集

【参加資格】小学校 1 年生〜高校３年生
①ファッションに興味・関心があり、お気に入りの洋服を着てファッションショーに参加したい
気持ちのある人。
②お気に入りの洋服をいろんな人に見てもらいたいと思う人。
③10 月 16 日（日）15:00〜17:00 の事前講習会、10 月 28 日（金）18:00〜20:00 の事前練習、
11 月 5 日（土）13:00〜17:00 と当日 10:30 からのリハーサルに参加できる人。
【応募受付期間】平成 28 年８月 20 日（土）〜９月 22 日（木） 消印有効
【参加費】無料
【募集定員】30 名程度
【申込方法】リアスホールで配布する専用の申込用紙に必要事項を記入の上、着用予定の服を着た
写真を添付して、リアスホールまで持参または郵送でお申し込みください。申込用紙はリアスホー
ルのホームページからダウンロードすることもできます。

事業報告

劇団わらび座 舞楽詩「風の又三郎」
７月 29 日（金）、『劇団わらび座 舞楽詩 風の又三郎』が宝くじの助成
を受けて開催されました。
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。

