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６月

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。
　たくさんのご応募をお待ちしております。　

５月

★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　

劇団わらび座 舞楽詩 風の又三郎 ５月14日 ( 土 )
前売券発売開始

　劇団わらび座 舞楽詩 「風の又三郎」の開催が決定しました。
　ミュージカルでもコンサートでもない、オペラでもバレエでも
ない新しいジャンルの舞踊ファンタジー。日本の暮らし・日本の
大地に育まれてきた「音」「舞」「心」を基礎に舞台を構成します。
　今回の「風の又三郎」では、生演奏あり、歌あり、剣舞や鹿踊
りなどの民俗芸能や世界中の舞踊あり。観る人を、時には宇宙か
ら日本、東北、岩手へとめくるめく旅へ誘います。
　雄大な東北の自然と人間の関わりを音楽でエネルギッシュに描
く舞台にご期待ください。

演　劇 大ホール／全席指定
一般3,000円 高校生以下1,500円（当日500円up)／開演18:30（開場18:00）

＜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　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）　スーパー八兆屋　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】

７/29( 金 )

※未就学児入場不可。
　公演当日は、１歳から就学前までのお子様の託児サービスを行います。
　託児を希望される方は、７月15日 ( 金 ) までにリアスホールまでお申し込みください。

　人々を翻弄する圧倒的な風を表す太鼓と棒術などを駆使した踊り。「どっどど どどうど どどうど 
どどう」という又三郎を象徴するフレーズが、歌とも呪文ともつかぬ風の息づかいのように人々の
願いを飲み込んでいく。
　主人公・一郎は言葉にならない思いを抱えていた。未だ知らぬ自然の脅威、自分はどう生きるの
か？大風が吹き荒れた朝、高田三郎という転校生が現れる。
　風、それは未だ知らぬ新たな世界。異質なものとの出会いに揺れる一郎。
　種山ヶ原の雄大な自然を舞台に、三郎と一郎の出会いは二人の生き方を揺さぶっていく。
民俗芸能、ストンプ、和楽器・洋楽器の生演奏、そして歌。様々なパフォーマンスが出会い、新た
な賢治の世界が広がる。

【あらすじ】

　宮沢賢治は「風の又三郎」の中で「どっどど どどうど どどうど どとう」というオノマトペで種
山高原の風を表現しました。
　みなさんが感じる風を、絵や写真、俳句やオノマトペなど、さまざまな方法で表現してみましょう。

リアスホール特別企画　劇団わらび座ワークショップ『風の姿を表現しよう』

　ワークショップ当日は、劇団わらび座の役者を招き、創作活
動のようすや、風の又三郎の製作秘話をうかがう予定です。
　ぜひご参加ください。
【開催日時】７月２日 (土 )13:00～15:00
【会場】リアスホール１階アトリエ
【参加費】無料
【定員】先着30名（就学前のお子様は保護者同伴でご参加ください。）
【申込方法】電話、FAX または E メールにて①参加者名 ②年齢 
③住所 ④連絡先 をリアスホールまでお知らせください。
【受付期間】５月14日（土）～６月24日（金）

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

１日(日)
リアスホール新作シネマ上映会
①②『映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生』
③『信長協奏曲』

①10:00～11:45
②12:20～14:05
③14:45～16:51

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

大船渡新作シネマ上映
実行委員会
0225-23-1888

12日(木) マリノ・フォルメンティ ピアノリサイタル～2016年東日本大震災被災地応援ツアー～
18:30
大ホール

無料
(要整理券)

リアスホール
0192-26-4478

15日(日) 藤森文恵教室発表会2016 Ka Hula Na Pua　踊る花たち
13:30
大ホール 500円

カフラオ・ハワイ所属フイイアオ
カフラ藤森文恵教室
0192-25-1184

22日(日)
ナオト・インティライミ HALL TOUR
～アットホールで、アットホームな
キャラバン2016～

17:00
大ホール 6,000円 キョードー東北

022-217-7788

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

５日(日) 2016全国 復興・大船渡 ちんどんまつり 10:40
大ホール 1,000円

復興・大船渡 全国ちんどん祭り
実行委員会事務局
（大船渡商工会議所内）
0192-26-2141

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

29日(金) 劇団わらび座 舞楽詩 『風の又三郎』 18:30
大ホール

一般:3,500円
高校生以下:1,500円
(当日500円up)

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

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
12:00
大ホール 5,000円 オカダプランニング

0225-22-0934

７月

10月

※スケジュールは平成28年５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。



市立図書館からのお知らせ

～2016年東日本大震災被災地応援ツアー～
マリノ・フォルメンティ ピアノリサイタル 整理券配布中

　ピアニストとしてザルツブルク音楽祭、ウィーン国立歌劇場、サントリー
ホール、チャイコフスキー音楽院等での演奏を重ね、現在、欧米で最も多
忙なピアニストの一人とされる、マリノ・フォルメンティの大船渡公演が
実現しました。
　この公演は、『第９回東日本大震災被災地応援ボランティア・ツアー』（主
催：NPO 法人フレンドシップ・コンサート、協賛：オーストリア航空株
式会社、ウェスティンホテル仙台）の一環として行われ、特別に入場無料
で実施されます。
　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ピア
ニストの演奏を聴きにいらしてください。
　入場整理券は、下記のプレイガイドにて配布しております。
　配布枚数には限りがございます。お早めにお求めください。

コンサート 大ホール／全席自由／入場無料（要入場整理券）／開演18:30（開場18:00）

＜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　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）　スーパー八兆屋　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】

５/12( 木 ) リアスホール申込みから本番まで
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か月前

使用日の６か月前の月初め～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か月前

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。

【演奏予定曲】R. シューマン /幻想曲ハ長調Op.17　 レナード・コーエン /深く 1000のキス
F. シューベルト /４つの即興曲Op.142第４番ヘ短調D.935　 A. ピアソラ /オブリビオン
J.S. バッハ /インベンション第６番変ホ長調BWV777　他

第58回「こどもの読書週間」
　子どもたちにもっと本をとの願いから、「こどもの読書週間」が 1959( 昭和 34) 年から始ま
りました。2000( 平成 12) 年から、期間が４月 23 日（世界本の日・子ども読書の日）～５月
12日となり、毎年、各地で関連イベントが開かれています。
　本年は、「四角い本に まあるい心」の標語のもと、全国の図書館や書店などで、子どもの読書
を応援するさまざまな取り組みが行われます。
　「こどもの読書週間」は、大人が子どもに本を手渡す週間でもあります。この機会に、たくさん
の本に触れ合いましょう。
　図書館では、いろいろな本を用意し、来館をお待ちしております。

緑の図書展
市立図書館展示スペース 5/1( 日 ) ～ 22( 日 )

　新緑の緑、自然の大切さを改めて考えさせられる図書や環境についての意識
を高めさせられる図書を展示します。

事 業 報 告

※未就学児入場不可。
　公演当日は、１歳から就学前までのお子様の託児サービスを行います。
　託児を希望される方は、リアスホールまでお申し込みください。

　４月 28 日（木）、『高校生のための舞台技術ワークショップ』
が開催されました。
　次世代の舞台芸術の担い手である高校生を対象に、舞台機構
についての正しい知識を学び、安全に舞台を使用してもらうこ
とを目的として、リアスホールの舞台スタッフを講師に毎年行っ
ているものです。
　今年は、大船渡高校演劇部16人が参加し、大ホール舞台上で、
実際に作動する装置を見ながらそれぞれの役割についての説明
を受け、種類の異なる照明機材の効果の違いなどを学んだ後は、
ホール調整室に移動し、調光操作卓の操作方法などより実践的
な指導も受けました。

高校生のための舞台技術ワークショップ


