催し物スケジュール

平成 28 年２月１日発行

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。

リアスホール

２月
開催日
6日(土)
7日(日)
13日(土)
14日(日)

13日(土)

催事名

いわて復興住宅祭 in 大船渡

おおふなとクラフトワーク展2016

リアスホール新作シネマ上映会
映画『杉 原 千 畝』

開演時間
会場
10:00～16:00
マルチスペース
10:00～16:00
マルチスペース

13:00～15:20
大ホール

入場

無料

無料

イベントインフォメーション

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

岩手県建築住宅センター
019-623-4414
リアスホール
0192-26-4478

一般:1,400円
中学生以下:1,000円 リアスホール
60歳以上:1,000円 0192-26-4478

14日(日)

①10:00～11:40

※特別割引券配布中

～エンマ大王と５つの物語だニャン！～』
②『映画 ちびまる子ちゃん
～イタリアから来た少年～』

一般:1,400円

②12:20～13:55 中学生以下:1,000円

1,000 円でクラシックコンサート vol.12

③14:30～16:50 60歳以上:1,000円
大ホール

※特別割引券配布中

開場13:00

一般:前売1,000円

開演13:30

高校生以下:500円

大ホール

(当日200円up)

大船渡シネマ上映
実行委員会
0225-23-1888

③『ｏｒａｎｇｅ－オレンジ－』
1,000円でクラシックコンサート vol.12
21日(日)

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」

開場17:30
25日(木)

海援隊トーク＆ライブ2016

開演18:30
大ホール

リアスホール
0192-26-4478

1階席4,500円

海援隊大船渡公演

2階席3,500円

実行委員会

(前席4,500円)

090-1060-5525(佐藤)

車椅子席3,000円

090-2272-0161(山口)

３月
開催日

12日(土)

催事名
松本ハウス講演会『統合失調症がやってきた』

開演時間
会場
14:30～16:00
大ホール
開場12:30

19日(土)

平成27年度いわて民謡グランドチャンピオン大会

開演13:00
大ホール

21日(月・祝)

27日(日)

スリーハンサムズコンサート2016
～俺たちの放課後～ 大船渡

開場15:30
開演16:00
大ホール

オールジャンル同人誌即売会

11:00～15:00

ポケットマニア☆26

マルチスペース

入場

無料

2,000円
(当日500円up)

5,000円
(当日500円up)

お問合せ先
大船渡市生活福祉部地域福祉課
0192-27-3111

(株)IBC開発センター
019-652-1212

リアスホール
0192-26-4478

パンフレット
全員購入制

ＰＭ企画

200円

4月
開催日

催事名

開演時間
会場

入場

お問合せ先

①開場12:30
30日(土)

福田こうへいコンサート2016
いわてツアー ～うた魂～

開演13:00
②開場16:30
開演17:00

5,000円

IBC岩手放送事業部
019-623-3137

大ホール

※スケジュールは平成28年２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

リアスホール新作シネマ上映会
①『映画 妖怪ウォッチ

vol.4

コンサート

いわての演奏家とつくる音楽会

２/21( 日 )

チケット
好評発売中！

～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～
大ホール／全席自由／一般 1,000 円 高校生以下 500 円（当日 200 円 up）／開演 13:30（開場 13:00）

お手頃な価格で本格的なクラシックをお楽しみいただける、リアスホールの名物企画『1,000 円でクラシックコン
サート』第 12 弾の開催が決定しました。今回の『センクラ』は、岩手で生まれ育ち、現在も岩手を拠点に音楽活動
を続ける演奏家３名によるコンサートを企画しました。
岩手クラシック音楽界の明日を担う、才能の競演をお楽しみください。
【演奏曲目】 F. メンデルスゾーン / 無言歌集より「春の歌」
R. ラヴェル / 組曲「鏡」より「道化師の朝の歌」
中田章 / 早春賦
R. シューマン / 歌曲集「ミルテの花」より「献呈」
W.A. モーツァルト / オペラ「フィガロの結婚」より「自分で自分が分からない」 他

阿部

美礼

菊池

葉子

山口

麻衣

岩手県宮古市生まれ、北上市で育つ。
岩手県立不来方高校音楽コースを経て、国立音楽大学ピアノ科を卒業。
2006 年に朝日新聞社賞を受賞の他、第 15・16 回日本クラシック音楽コンクール全国大会入選、
第 30 回ピティナ・ピアノコンペティションデュオ部門連弾上級全国大会奨励賞を受賞。
ルドルフ・ビーブル指揮ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団とモーツァルトのピアノ協奏曲
第 21 番を、松元宏康指揮北上フィルハーモニー管弦楽団とシューマンのピアノ協奏曲をそれぞれ
熱演し、好評を博した。
新しい音楽家の育成、音楽の魅力を伝えるべく、東京と北上市で音楽教室を主宰し、演奏同様の
熱く親密な指導を行っている。
奥州市出身。
岩手県立水沢高校、岩手大学教育学部小学校教員養成課程卒業、同大学院教育学研究科教科教育
専攻音楽教育専修修了。
学生時代より合唱及びソリストとして、国内外の多くの著名な指揮者のステージに立ちながら音
楽性を磨き、雫石町民音楽祭四半世紀記念「1000 人の第九」においてアルトソロを務め好評を博す。
他にも、バッハ、モーツァルトなどの宗教曲を中心にソリストとして県内の様々な団体と共演。
2015 年には岩手県民会館「ざ・CLASSIC 2015」にオーディション合格者として出演。また、久
慈市民オペラ「ドン・パスクァーレ」の合唱指導に携わるなど、指導者としての活動にも力をいれ
ている。現在、奥州市立前沢小学校非常勤講師。
盛岡市出身。
武蔵野音楽大学附属高等学校、武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。これまでピア
ノを山口律子、故柏淳子、栗原千種の各氏に、和声学を室田尚子氏に師事。
現在、声楽・器楽の伴奏や室内楽を中心に、イベントやパーティーでのソロ演奏など幅広く演奏
活動を行うと共に、後進の指導にあたる。
イーハトーヴシンガーズ専属ピアニスト。山口ピアノ教室指導。盛岡市在住。
＜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】

リアスホール新作シネマ上映会
映

画

２/13( 土 )

映画
「杉原千畝」
大ホール／全席自由／一般 1,400 円

特別割引券
配布中

中学生以下・60 歳以上 1,000 円／上映時間 13：00 ～ 15：20

映画館のない大船渡市で本格的な映画を楽しんでいただきたいという思いから、新作シネ
マ上映会を企画しました。
今回は、唐沢寿明主演、第二次世界大戦中、日本政府に背いてヴィザを発行し続け、6,000
人にのぼるユダヤ難民を救った外交官杉原千畝を描き、現在も大ヒット上映中の作品、『杉原
千畝』を上映します。
リアスホールの大画面で迫力の映画をぜひ観にいらしてください。
一般・中学生以下の方が 200 円の割引を受けられる特別割引券を配布しております。
※割引券１枚につき５名様まで有効
主な配布先は下記のとおりです。
リアスホール、サン・リア、八兆屋、マイヤ（大船渡店、大船渡インター店、赤崎店） 他

おおふなとクラフトワーク展２０１6
展

示

２/13( 土 )・14( 日 )

マルチスペース 他／入場無料／ 10：00 ～ 16：00（両日とも）
毎年たくさんの人でにぎわう、クラフトワーク展が、今年度もリアスホー
ルで開催されます。
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展者が製作
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が展示されます。
当日は、出展者による実演販売も行われます。
また、今年の体験教室は、
『松ぼっくり人形作り』と『消しゴムスタンプ作り』
の２つをご用意しております。
たくさんのご参加お待ちしております。

【手作り体験教室】①２/13( 土 ) 13：30 〜
②２/14( 日 ) 13：30 〜

松ぼっくり人形作り教室 講師：平山アヤ子さん （要申込）
受講料 800 円 定員 10 名
消しゴムスタンプ作り 講師：及川美知子さん（要申込）
受講料 1,000 円 定員 10 名

スリーハンサムズ コンサート２０１
６
コンサート

～俺たちの放課後～ 大船渡

３/21( 月・祝 )

チケット
好評発売中

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）
『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。

※

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。

＜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）

事業報告

劇団ゆうミュージカル『プリンセス・マーメイド』
１月 24 日 ( 日 ) に、リアスホール大ホールにおいて、劇団ゆうミュー
ジカル『プリンセス・マーメイド』が開催されました。
劇団ゆうは、滝沢市を拠点とする劇団で、全国各地での公演に加え、
『み
んなでつくるミュージカル事業』として、一定期間公演場所の地元の子
どもたちと一緒に練習し、一緒に舞台発表を行う活動を続けています。
リアスホールでは４回目の開催となった今回の『プリンセス・マーメ
イド』には、69 名の気仙
管内の小中学生が参加して
くれました。
これまでよりも複雑な振り付けに加え、水の中をイメージしての演技
などはじめはとまどっていた子供たちも、当初の予定よりも１日多い計
7 日間に及ぶ熱い稽古を重ねるにつれてめきめきと上達していきました。
迎えた本番では 800 人の観客を目の当たりにし、緊張で少し硬くなり
ながらも、保護者の方々に制作を手伝っていただいたかわいらしい衣装
に身を包み、堂々とした演技を披露しました。

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

市立図書館からのお知らせ

第56回岩手の読書週間
岩手県読書推進運動協議会では、２月１日 ( 月 ) 〜 2 月 14 日 ( 日 ) まで、推進標語『スマホより
読書する彼 かっこいい』を掲げ、『第 56 回岩手の読書週間』を開催しております。
期間中は、
『岩手県読書をすすめるつどい』
（２月６日 アイーナ）や『手作り絵本展』
（岩手県立図書館）
をはじめ、県内の図書館、公民館図書室、書店等で様々な催し物が行われます。
市立図書館では２月１日 ( 月 ) 〜 29 日 ( 月 ) まで、図書展「お菓子特集展」を行います。
『岩手の読書週間』にたくさんの本に触れ合いましょう。図書館でもいろいろな本を用意し、来館を
お待ちしております。

図書展
「お菓子特集展」 2/1( 月 ) ～ 29( 月 )
図書館メインカウンター付近展示スペース
２月のバレンタインデーにあわせて、チョコレート菓子を中心とした
お菓子のレシピ本を展示します。
※展示期間中の貸し出しは、1 人１冊といたします。

