平成 28 年４月１日発行

施設紹介

リアスホール

大ホール

イベントインフォメーション vol.６

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
ております。

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

マルチスペース 213.7㎡（138畳）
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。

８畳）
展示ギャラリー 100.3㎡（６４．
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。
マルチスペースに次ぐ広さのこの部屋は、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。

催し物スケジュール

整理券チケット等のお求めは、
主催者へお問い合わせください。

４月
開催日
１日(金)～
11日(月)
※火曜休館

催事名

藤森武写真展 みちのくの仏像 岩手県巡回展

開演時間
会場

入場

9:00～18:00
(入場は17:30まで)
展示ギャラリー

無料

無料
(要整理券)

23日(土)

3.11東日本大震災 心に刻む集い
①心に刻む法要・法話 五百井 正浩
②心に刻む唄 臼澤 みさき

①13:00
②15:00
大ホール

30日(土)

福田こうへいコンサート2016 いわてツアー
～うた魂～

①13:00
②17:00
大ホール

5,000円

開演時間
会場

入場

お問合せ先

岩手日報社事業部
019-653-4121
真宗大谷派(東本願寺)
仙台教区
022-297-2824
IBC岩手放送事業部
019-623-3137

５月
開催日

催事名

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)

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
4/9(土)一般発売

お問合せ先

リアスホール
0192-26-4478

キョードー東北
022-217-7788

※スケジュールは平成28年４月１
日現在のものです。
都合により時間、
料金等が変更になる場合がありますので、
詳細は各主催者までお問い合わせください。

vol.１

主催事業

マリノ
・フォルメンティ ピアノリサイタル
コンサート

～ 2016 年東日本大震災被災地応援ツアー～

５/12( 木 )

４月 15 日 ( 金 )
整理券配布開始

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）

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４月 15 日 ( 金 ) より、下記のプレイガイドにて配布いたし
ます。
※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、５月２日 ( 月 ) までにお申し込みください。
【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
＜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】

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。

★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

事業報告
事 Kids★Challenge.etc
業報告

リアスホール申込みから本番まで

リアスホールアドベンチャー neo 2nd ～怪盗「Ｘ」の幻影～
３月６日 ( 日 )、『リアスホールアドベンチャー neo 2nd 〜怪盗「Ｘ」
の幻影〜』が開催されました。
大船渡市民文化会館自主事業実行委員会のみなさんが企画運営する
この企画は、３人１組で、リアスホール内各所に設けられたパズルや
ゲーム、クイズなどの謎解きに挑戦し、手がかりを得ながらクリアを
目指す参加体験型のイベントとなっており、今回は 19 組 57 名の小学
生が参加してくれました。
低学年の子には少々難解なトリックもあったようですが、普段立ち
入ることのない舞台裏などに興味津々。ゲームを通じてリアスホール
に親しみを感じてくれているようでした。

スリーハンサムズコンサート2016～俺たちの放課後～ 大船渡
３月 21 日 ( 月 )、Ｎ．Ｓ．Ｐの平賀和人 ( 花巻市出身 )、中村貴之 ( 宮
古市出身 ) と、元ふきのとうの細坪基佳によるユニット『スリーハン
サムズ』のフォークコンサートが開催されました。
代表曲『夕暮れ時はさびしそう』をはじめ、全 19 曲を披露し、訪
れた方は、懐かしい青春時代に思いを馳せている様子でした。
来場者アンケートに寄せられたご感想の一部をご紹介します。
・青春時代を思い出しました。心地よい気持ちでした。パワーをい
ただきました。明日からまた頑張ります。(50 代 / 女性 )
・40 年前にタイムスリップ。最高でした！ (50 代 / 女性 )
・とてもなつかしく、昔の歌だけど今にも通じ、元気になれました。(50 代 / 女性 )
・一関高専の文化祭に行ったことを思い出しました。青春が…。楽しかったです。(60 代 / 女性 )
・同年代、頑張って歌っている姿に感動！私も震災、色々あったけど、前進！本当歌っていいなぁ 。
(60 代 / 女性 )

市立図書館からのお知らせ
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。
市立図書館では、期間中、『春を感じる図書展』『緑の図書展』を開催
します。
「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。
３/19( 土 )
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。

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

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。

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

5/1( 日 ) ～ 22( 日 )

市立図書館展示スペース
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。

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
使用日の３か月前の月初め〜使用日

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
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

4/10( 日 ) ～ 29( 金 )

市立図書館展示スペース
「春」という季節を感じることができる図書を展示します。

緑の図書展

施設名

申込み

第58回
「こどもの読書週間」

春を感じる図書展

使用申請受付期間

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。

