平成 27 年 12 月２日発行

12月・
１月催し物スケジュール

リアスホール

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。

イベントインフォメーション vol.２

12月
開催日

催事名

開演時間
会場

入場

午前の部10:30

6日(日)

お楽しみ親子劇場

午後の部14:00

無料

マルチスペース

7日(月)

サン・アンドレス公園モニュメント

～12日(土)

タイムカプセル一般公開

①西遊記 ②太陽の王子ホルスの大冒険
国立天文台副台長渡部潤一氏特別講演会
「宇宙生命は存在するのか
～天文学からのアプローチ～」
13日(日)

19日(土)

20日(日)

27日(日)

7日のみ14:00～

無料

アトリエ
①10:00

昭和名作映画劇場
12日(土)

9:00～19:00

②13:30

１作品500円

大ホール
14:00

無料

マルチスペース

(要入場整理券)

①10:00

昭和名作映画劇場
①長靴をはいた猫 ②銀河鉄道の夜
平成27年度全日本アンサンブルコンテスト
岩手県大会予選 気仙支部大会

②13:30
大ホール
10:15
大ホール

新崎誠実ピアノコンサート

14:00

「お菓子たちの音楽教室」

大ホール

愛知学泉大学・安城学園高校オーケストラ
コンサート～東日本と愛知をつなぐ～

１作品500円

14:00
大ホール

無料

一般:前売1,500円
高校生以下:500円
(当日200円up)

無料

大船渡市立図書館
0192-26-4478

大船渡青年会議所OB会
090-2023-9245

リアスホール
0192-26-4478

催事名

開演時間
会場

入場

31日(日)

大ホール／全席自由／１作品 500 円（未就学児無料）／各回入替制
今回の昭和名作映画劇場は、日本が世界に誇るアニメの基礎となっ
た、歴史に残る名作４作品をフィルム上映します。
お子様だけでなく、大人の方がご覧になってもお楽しみいただける
内容となっております。
リアスホールの大画面で名作アニメを是非ご覧ください。
【12 日 ( 土 )】
10：00 〜 11：20 『西遊記』手塚治虫／演出構成
13：30 〜 14：52 『太陽の王子 ホルスの大冒険』
高畑勲／監督 宮崎駿／原画・場面構成
【13 日 ( 日 )】
10：00 〜 11：20 『長靴をはいた猫』井上ひさし／脚色
13：30 〜 15：17 『銀河鉄道の夜』宮沢賢治／原作 細野晴臣／音楽

リアスホール
0192-26-4478

岩手県吹奏楽連盟気仙支部
0192-26-4441

＜プレイガイド＞
リアスホール 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】
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

リアスホール
0192-26-4478

新崎誠実ピアノコンサート

愛知学泉大学オーケストラ

平成27年度大船渡市成人式

式典11:00

劇団ゆうミュージカル
プリンセス・マーメイド

第４回けせん「第九」演奏会

お問合せ先
大船渡市教育委員会

無料

生涯学習課
0192-27-3111

大ホール
24日(日)

映 画

チケット
好評発売中！

ピアノ

お菓子たちの音楽教室

12/20( 日 )

チケット
好評発売中！

～湯山昭「お菓子の世界」＆ピアノ名曲～ ピアノ × ろうどく × イラスト
大ホール／全席自由／一般 1,500 円 高校生以下 500 円（当日 200 円 up）／開演 14:00（開場 13:30）

記念事業9:40
10日(日)

12/12( 土 )・13( 日 )

昭和名作映画劇場

0192-26-3166

080-3066-1812(植田)

vol.１

主催事業

大船渡市立中央公民館

１月
開催日

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

お問合せ先

14:00

無料

大ホール

(要入場整理券)

14:00

前売2,500円

大ホール

(当日500円up)

リアスホール
0192-26-4478
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

※スケジュールは平成２７年12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。

ピアニスト新崎誠実さんが、様々なピアノの名曲や、音楽的な知識を楽しく理解できるように、
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プログラムとなっており、
湯山昭作曲の組曲「お菓子の世界」の中に色んなピアノの名曲８曲が組み込まれます。
音楽がちょっと苦手…という方にも朗読やイラストを交えてお楽しみいただけるほか、馴染み
のある方にも聴き応えのあるプログラムとなっています。
どうぞお楽しみに！
【出演】新崎誠実（ピアノ）／ 佐々木規子（朗読）
【予定曲目】愛の夢第３番（リスト）／ 前奏曲「鐘」
（ラフマニノフ）／ エリーゼのために（ベートー
ヴェン）／ 華麗な大円舞曲第１番（ショパン）／ ３つの前奏曲（ガーシュイン）／ 月の光（ドビュッ
シー）幻想曲「さくらさくら」（平井康三郎）／ 平均律 BWV.847 よりフーガ（J.S. バッハ）

【アフタートークイベント】

公演終了後、出演者によるプログラム解説、経緯や裏話を交えた、アフタートークイベントを開催します。
たくさんのご参加をお待ちしております。
【場所】マルチスペース 【時間】16：30 〜 17：00（予定）
＜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】

劇団ゆうミュージカル
ミュージカル

１/24( 日 )

プリンセス・マーメイド

12 ／ 19（土）
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 14:00（開場 13:30）
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 12 月 19 日 ( 土 ) より、下記のプレイガイドにて配布します。
※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。
＜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】

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、『まつぼっくり人形づくり』と『消しゴム
はんこづくり』を予定しております。
どうぞお楽しみに。

リアスホール申込みから本番まで
使用申請受付期間
施設名
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。

申込み

図書館からのお知らせ

クリスマス図書展

12/２( 水 ) ～ 25( 金 )

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。

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。

図書館メインカウンター付近展示スペース
クリスマスシーズンにおすすめの絵本 244 冊を展示します。
ご家族やお友達と過ごす楽しいクリスマスにお役立てください。

おたのしみ親子劇場
マルチスペース 他／入場無料／午前の部 10:30 ～ 11:30

施設使用料の支払い

12/６( 日 )
午後の部 14:00 ～ 15:00

読書ボランティア団体による読み聞かせや、人形劇サークルによる人形劇などが
れる他、NPO 絵本カーニバルの協力で、絵本展示『絵本の森』が行われます。
本を読むことの楽しさや素晴らしさを感じ、より本に親しみをもっていただける
内容となっております。
【出演団体】読書ボランティアおはなしころりん ( 大船渡市 )
人形劇サークルパペット夢ふうせん ( 大船渡市 )
NPO 絵本カーニバル ( 東京都 )
【その他】幼児・児童を中心に、どなたでもご観覧いただけます。
人形劇は、午前の部のみの上演となります。
午前の部と午後の部で、内容が若干異なります。

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
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。

