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平成 28年３月２日発行

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。

※スケジュールは平成28年３月２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。

主 催 事 業

リアスホール
イベントインフォメーション　

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

vol.５

５月

３月

～俺たちの放課後～ 大船渡
スリーハンサムズ コンサート２０１６ チケット

好評発売中

　『夕暮れ時はさびしそう』『八十八夜』などの楽曲で知られるＮ.Ｓ.
Ｐの平賀和人（花巻市出身）・中村貴之（宮古市出身）と、『白い冬』『春雷』
などのヒット曲を持つ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』の大船渡公演が開催されます。
　懐かしいあの頃に思いを馳せながら、温もりある３人のボーカルと
ハーモニー、楽しいトークも心ゆくまでご堪能ください。　
　前売券は、下記のプレイガイドにて好評発売中です。
　良い席はお早めにお求めください。
※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。ご希望の方は、３月 10 日 ( 木 ) までにお申し
込みください。

コンサート
大ホール／全席指定／前売 5,000 円  当日 5,500 円／開演 16:00（開場 15:30）

＜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】
ローソンチケット（Ｌコード：２５７８２）　チケットぴあ（Ｐコード：２８５－２５０）

３/21( 月・祝 )

※　一関工業高等専門学校の同級生３人（天野滋・中村貴之・平賀和人）でＮ.Ｓ.Ｐを結成する。
　　高専在学中の 73 年に第５回ヤマハポピュラーソングコンテストにおいて、『あせ』でニッポン放送賞を
　受賞。同年『さようなら』でデビューし、叙情派フォークを代表するグループとして活動する。
　　グループのリーダーであり、52 歳の若さで亡くなった天野滋の追悼公演を行うため、旧知の仲であった
　細坪基佳を迎えスリーハンサムズを結成する。

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

４月

開催日 催事名
開演時間

会場
入場 お問合せ先

６日(日)
Kids★Challenge.etc
リアスホールアドベンチャー neo 2nd
～怪盗「Ｘ」の幻影～

12:30
全館

無料
リアスホール
0192-26-4478

11日(金)
東日本大震災津波
岩手県・大船渡市合同追悼式

14:30
大ホール

無料
大船渡市総務部総務課
防災管理室
0192-27-3111

松本ハウス講演会
『統合失調症がやってきた』

14:30～16:00
大ホール

無料
大船渡市生活福祉部
地域福祉課
0192-27-3111

北里大学海洋生命科学部・岩手県水産
技術センター合同公開セミナー
「震災後に海はどう変わったのか
～今後の水産振興に向けて～」

13:00～18:00
マルチスペース

無料
北里大学
海洋生命科学部
042-778-8581

12日(土)
～14日(月)

展示会 大震災と印刷人の仕事
～印刷と出版が残した５年の軌跡～

10:00～17:00
展示ギャラリー

無料

13日(日)
東海新報社鈴木英里氏講演会
「大震災と印刷人の仕事」

13:30～15:00
マルチスペース

無料

平成27年度いわて民謡
グランドチャンピオン大会

13:00
大ホール

前売 2,000円
当日 2,500円

(株)IBC開発センター
019-652-1212

絵本作家がやってきた！
あべ弘士先生～動物のおはなしとお絵かき～

14:00～16:00
マルチスペース

無料
(要事前申込)

読書ボランティア
おはなしころりん
0192-47-3931

20日(日)
第12回さくらコンサート
～はばたこう新たな舞台へ～

14:00
マルチスペース

前売 300円
当日 500円

(中学生以下無料)

大船渡市立第一中学校
吹奏楽部育成会

21日
(月・祝)

スリーハンサムズコンサート2016
～俺たちの放課後～ 大船渡

16:00
大ホール

前売 5,000円
当日 5,500円

リアスホール
0192-26-4478

27日(日)
オールジャンル同人誌即売会
ポケットマニア☆26

11:00～15:00
マルチスペース

パンフレット
全員購入制

200円
ＰＭ企画

12日(土)

(有)大船渡印刷
0192-26-3334

19日(土)

開催日 催事名
開演時間

会場
入場 お問合せ先

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
IBC岩手放送事業部
019-623-3137

開催日 催事名
開演時間

会場
入場 お問合せ先

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

キョードー東北
022-217-7788



市立図書館からのお知らせ

事 業 報 告

　２月 13日 ( 土 )・14 日 ( 日 ) の２日間、『おおふなとクラフトワー
ク展 2016』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、毎年大勢の方が来場されるリアスホールの名物企画
となっています。
　今年は、県内外で創作活動を行う 41 の団体・個人の方々が出展
してくださいました。陶芸・木工芸・竹細工・布小物などさまざま
な作品が展示された他、各ブースごとに製作の実演や、製作体験コー
ナーが設けられ、来場者のみなさんを楽しませていました。

おおふなとクラフトワーク展2016

あべ弘士先生～動物のおはなしとお絵かき～

　旭山動物園の飼育係として、ゾウ、ライオン、フクロウ、ゴリラなどさまざまな
動物を担当しながら絵本執筆をはじめ、『あらしのよるに』『ごりらにっき』などの
代表作で知られる絵本作家あべ弘士さんがリアスホールにやってきます。
　動物の描き方を教わるワークショップや、あべさんによる絵本の読み聞かせなど、
たのしい企画がいっぱいです。ぜひご家族お揃いでおこしください。

　２月 21 日 ( 日 ) に『1,000 円でクラシックコンサート vol.12 いわて
の演奏家とつくる音楽会～２組のいわて出身クラシックアーティスツに
よるジョイントコンサート』と題し、阿部美礼さん ( ピアノ )、菊池葉
子さん ( メゾソプラノ )、山口麻衣さん ( ピアノ伴奏 ) の岩手県出身のみ
なさんによるクラシックコンサートが開催されました。
　阿部さんの奏でる美しい演奏、山口さんの伴奏にのせてのびやかで透
き通る歌声を披露する菊池さんに客席からは惜しみない拍手が送られて
いました。
　また、コンサートに先立ち、日頃市保育園、綾里小学校、海の星幼稚

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。

絵本作家がやってきた！ ３/19( 土 )

マルチスペース／参加無料／定員 100 名（要事前申込）／ 14:00 ～ 16:00

【申込方法】おはなしころりん事務所まで電話・FAX・E メールのいずれかにてお申
　　　　　  し込みください。（３月 15日締切）
【そ  の  他】   託児サービスをおこないます。ご希望の方はお申込み時にお伝えくだ
　　　　  　さい。
【申込・お問合わせ先】読書ボランティアおはなしころりん
電話 /FAX：0192-47-3931　E メール：ohanashi_kororin@a011.broada.jp

～２組のいわて出身クラシックアーティスツによるジョイントコンサート～
いわての演奏家とつくる音楽会
1,000 円でクラシックコンサート vol.12

あべ弘士せんせいの

動物のおはなしとお絵かき
あべ弘士せんせいの

動物の と

主催：読書ボランティアおはなしころりん　後援：沿岸南部教育事務所 大船渡市 大船渡市教育委員会

お問い合わせは　読書ボランティアおはなしころりん
午前９時～午後４時　TEL/FAX：0192-47-3931
上記以外　携帯：080-6027-7321（江刺）
メール：ohanashi_kororin@a011.broada.jp

★開催時期　平成28年3月19 日（土）　午後２時～午後４時

★開催会場　大船渡市民文化会館リアスホールマルチスペース
★対　　象　小学生および保護者、一般（未就学児には託児もあります）
★持 ち 物　えんぴつ、消しゴム

平成２7年度子どもゆめ募金（子どもの読書活動助成）

定　員

10 0名
参加費無料

申込み締切　3月15日（火）まで

＜あべ弘士氏プロフィール＞
194 8 年、北海道生まれ。旭川市の
旭山動物園に 25 年間勤務。飼育係
として、様々な動物を担当するかた
わら、絵本の執筆を始める。『あら
しのよるに』、『ゴリラにっき』など
受賞多数。旭川市在住。

園の３か所でアウトリーチ ( ミニコンサート ) を行いました。
　曲の成り立ちを紙芝居で説明したり、パネルを使用して音楽で感情を表現するようすを伝えたりと、創意
工夫をこらし、子供たちに音楽の楽しさを伝えてくださいました。
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。
　・知っている曲が多く、とても聴きやすかったです。その曲が作られ
　　た時のお話も楽しく、より曲が好きになりました。(30 代 / 女性 )
　・娘が保育園から喜んで帰ってきました。とても感激したようです。
　　また聴きたいということで来ました。すてきな音色、歌声、私も幸
　　せな時間を過ごせました。(30 代 / 女性 )
　・わかりやすい解説をしてもらって、なじみが薄いクラシックを楽し
　　ませてもらいました。(60 代 / 女性 )
　・とてもいいコンサートでした。メゾソプラノの声をじっくり、ゆっ
　　くり聴くことができ、オペラに触れたくなりました。(60 代 / 女性 )

図書館の協力サークル、おはなしころりんが楽しいイベントを開催します。


