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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１月４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.3１月

２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 １／ 30（土）

チケット発売開始

　『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』
の大船渡公演が遂に決定しました。
　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１月 30日 ( 土 ) より、下記のプレイガイドにて発売します。
　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。

劇団ゆうミュージカル

プリンセス・マーメイド
入場整理券

配布中

　大船渡市・陸前高田市・住田町の子供たちが出演する人気企画、劇団ゆうミュージカ
ルが今年度も開催されます。
　「ピーターパン」、「美女と野獣」、「オズの魔法使い」に続く第４弾は「プリンセス・マー
メイド」をお贈りします。
　今回の舞台には約 70名の気仙の子供たちが登場します。
　一生懸命練習して本番に臨む子供たちのかわいらしい熱演を観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。
　

ミュージカル
大ホール／全席自由／入場無料（要入場整理券）／開演 14:00（開場 13:30）

＜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】

※出演者の募集は締め切りました。たくさんのご応募誠にありがとうございました。

１/24( 日 )３月
開催日 催事名

開演時間
会場

入場 お問合せ先

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

5,000円
(当日500円up)

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
マルチスペース

パンフレット
全員購入制

200円
ＰＭ企画

開催日 催事名
開演時間
会場

入場 お問合せ先

10日(日) 平成27年度大船渡市成人式
記念事業9:40
式典11:00
大ホール

無料
大船渡市教育委員会
生涯学習課
0192-27-3111

地方創生シンポジウム
『大船渡の地方創生に必要なことは？
　～その１ 地方からのスタートアップ～』

13:00
大ホール

無料
(要事前申込)

大船渡市企画政策部
企画調整課
0192-27-3111

沢田知可子アコースティックコンサート
～復興で疲れた心を癒し 明日への一歩に…～

16:00
マルチスペース

2,500円
大船渡商工会議所青年部
0192-26-2141

23日(土)
あーとキャラバン2015 in 大船渡
荒井良二ワークショップ

10:00
展示ギャラリー

100円(保険料)
(要事前申込)

岩手県立美術館
019-658-1711

24日(日)
劇団ゆうミュージカル
プリンセス・マーメイド

14:00
大ホール

無料
(要入場整理券)

リアスホール
0192-26-4478

31日(日) 第４回けせん「第九」演奏会
14:00
大ホール

前売2,500円
(当日500円up)

けせん第九を歌う会inおおふ
なと実行委員会事務局
090－5233－2234

11日(月・祝) 待望の大船渡公演開催決定！！

開催日 催事名
開演時間
会場

入場 お問合せ先

13日(土)
14日(日)

おおふなとクラフトワーク展2016
10:00

マルチスペース他
無料

リアスホール
0192-26-4478

25日(木) 海援隊トーク＆ライブ2016
18:30
大ホール

１階席4,500円
２階席3,500円
車椅子席3,000円

海援隊大船渡公演実行委員会
090-2272-0161(佐藤)
090-2272-0161(山口)



市立図書館からのお知らせ

図書展「お菓子特集展」
図書館メインカウンター付近展示スペース

施設使用申請受付期間

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

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。

展　示

おおふなとクラフトワーク展２０１6 ２/13( 土 )・14( 日 )

事 業 報 告

　11 月 29 日 ( 日 ) に、リアスホールマルチスペース特設ステージにお
いて、『おおふなと・キッズ・コレクション 2015』が開催されました。
　このイベントは、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・運営を行っている、リアスホールの名物企画です。
　４回目を数える今年は、市内外の小中学生 27 人がお気に入りのコー
ディネートに身を包み、一生懸命練習を重ねたウォーキングやポージ
ングを堂々披露し、観客を魅了しました。
　また、今回新たな試みとして、県内で活躍するプロモデルの方にゲ
スト出演をしていただきました。
　本物のモデルさんを間近で見た子供たちは大興奮のようすでした。

おおふなと・キッズ・コレクション2015

　①２/13( 土 ) 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
　②２/14( 日 ) 13：30 ～　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
　　　　　　　　　　　 　

【手作り体験教室】

　12 月 20 日 ( 日 ) に、リアスホール大ホールにおいて、新崎誠実ピアノコ
ンサート『お菓子たちの音楽教室』が開催されました。
　パリ国立地方音楽院の最高過程を修了し、数々のピアノコンクールでの入
賞歴を持つ、新崎誠実さんによるピアノコンサートは、組曲「お菓子の世界」（ピ
アノ小曲集 / 全 26 曲）に、ベートーヴェン、ラフマニノフ、ショパンなどの
ピアノの名曲を織り交ぜ、そこに朗読とお菓子のキャラクターたちのイラス
ト映像を加えて構成されたコンサートとなりました。
　朗読としてお迎えした、大船渡市内の読み聞かせボランティア” 歌とおは 
なし「クリット」” の佐々木規子さんは、プリンやドーナッツから柿の種に

新崎誠実ピアノコンサート『お菓子たちの音楽教室』

甘納豆まで多彩に演じ分け、楽しい世界観に彩りを添えてくださいました。
　いつものピアノコンサートとは少し趣を変えた構成で、クラシックにあまり
なじみのない方やお子様にもお楽しみいただけた様子でした。
　また、コンサートに先立ち、綾里小学校と日頃市小学校の２校において、ア
ウトリーチコンサートが実施されました。
　馬のお面をかぶって『道化師のギャロップ』を演奏し、子供たちの心をがっ
ちり掴んだあとは、ピアノの屋根を外したまま演奏をして音が鳴る仕組みを目
に見える形で説明したりと、子供たちに音楽の魅力を伝えてくださいました。

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

2/1( 月 ) ～ 29( 月 )

　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。
　※期間中はひとり１冊までの貸し出しとなります。

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。


