
西村元希後援会 共催

西村元希ピアノリサイタル

珠玉の玉手箱～名曲・小曲・大曲を～
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 16:30（開場 16:00）

11/29( 日 )
チケット

好評発売中！

　大船渡市三陸町出身で、第７回ブルクハルト国際音楽コンクールピアノ部門第１位
をはじめ、数々の受賞歴を持ち、地元大船渡でも精力的な音楽活動を行っている、西
村元希さんのピアノリサイタルがリアスホールで行われます。

【プレガイド】 
リアスホール　大船渡市三陸支所　綾里地域振興出張所　吉浜地域振興出張所　スーパーマーケット三陸屋
スーパー八兆屋　気仙管内マイヤ 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＞

マルチスペース／全席自由／入場無料／開演 13:30（開場 13:00）

　お気に入りコーデでファッションショー 進化の第 4弾！！！！
　リアスホールのキッズファッションショーが、今年もマルチスペー
スで行われます。
　プロの講師から指導を受けた子供たちが、ステージで表現する姿を、
是非ご覧ください。
　

ステージ

Kids☆Challenge.etc

おおふなと・キッズ・コレクション2015

リアスホールイベントインフォメーション
リアスホール

イベントインフォメーション vol.１

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

平成 27 年 11 月１日発行

ピアノ

西村元希 (Motoki Nishimura)
大船渡市三陸町出身。大船渡高校～東京音楽大学卒業。第７回ブルクハルト国際音楽コンクールピアノ部門第１位、
他多数受賞。( 社 ) 全日本ピアノ指導者協会 ( ピティナ ) 正会員。各種コンクールの審査員を務める。さんりく・
大船渡ふるさと大使。昨年度、文化庁補助事業「東京・渋谷から日本の文化を発信するミュージアム連携事業」
のピアニストに抜擢され、好評を博す。また、お子様からご年配の方々まで幅広い年齢層を対象に後進の指導を行っ
ている。一昨年から気仙地区合唱フェスティバル、大船渡市民芸術祭「コーラスの夕べ」で大船渡さんご合唱団
の伴奏を行うなど地域の音楽活動も精力的に行っている。

11/29( 日 )

【予定曲目】
　即興曲作品 90‐2（シューベルト）
　幻想小曲集作品 12‐2「飛翔」（シューマン）
　幻想即興曲作品 66（ショパン）
　ハンガリー狂詩曲第 12番（リスト）
　巡礼の年第２年「ダンテを読んで」（ソナタ風幻想曲）（リスト）

１１月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２７年１１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。

開催日 催事名
開演時間
会場

入場 お問合せ先

１日(日)
第61回大船渡市民芸術祭
日本舞踊のつどい

12:00
大ホール

無料
(要入場整理券)

大船渡市生涯学習課
0192-27-3111

１日(日) 「検査と健康展」in大船渡 10:00
マルチスペース

無料
地ノ森クリニック
0192-26-5021

６日(金) 第14回気仙地区中学校総合文化祭
9:30

大ホール
無料

気仙地区中学校文化連盟
0192-55-3921

７日(土)
食生活改善講演会
「牛乳で減塩!?
　誰でもできるかんたん！乳和食」

10:00
マルチスペース

無料(要申込）
大船渡市健康推進課
0192-27-1581

８日(日) 映画「UFO学園の秘密」上映会
14:00
大ホール

無料
幸福の科学出版(株)
奥州平泉支社
0197-51-6237

８日(日)
第61回大船渡市民芸術祭
大正琴の集い

13:00
マルチスペース

無料
大船渡市生涯学習課
0192-27-3111

11日(水)
こころのフォーラム2015
「依存するココロ～ギャンブル依存症～」

13:00
マルチスペース

無料(要申込）
大船渡市地域福祉課
0192-27-3111

15日(日)
第61回大船渡市民芸術祭
コーラスの夕べ

14:00
大ホール

500円
大船渡市生涯学習課
0192-27-3111

16日(月) 中村文昭講演会 18:00
マルチスペース

2,000円
中村文昭講演会実行委員会
0192-27-2585

22日(日)
第61回市民芸術祭
クラシックバレエコンサート

13:30
大ホール

無料
大船渡バレエ教室
080-6049-9007

23日(月)
因幡晃 40th ANNIVERSARY
アコースティックコンサート2015

15:00
マルチスペース

4,000円
まっさきの花屋さかきだ
0192-29-2693

28日(土)
大船渡ユネスコ協会40周年記念事業
日本フィルハーモニー交響楽団
親子で楽しむ[動物の謝肉祭]コンサート

18:30
大ホール

無料
(要入場整理券)

大船渡ユネスコ協会(山口)
090-2272-0161

29日(日)
西村元希ピアノリサイタル
珠玉の玉手箱～名曲・小曲・大曲を～

16:30
大ホール

一般:前売1,500円
高校生以下:500円

(当日200円up)

西村元希後援会
0192-27-1000

主 催 事 業



参加者
募集
概要

映　画

昭和名作映画劇場
大ホール／全席自由／１作品 500 円（未就学児無料）／各回入替制

12/12( 土 )・13( 日 )
チケット

好評発売中！

　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

新崎誠実ピアノコンサート

お菓子たちの音楽教室
～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

12/20( 日 )
チケット

好評発売中！

　ピアニスト新崎誠実さんが、湯山昭作曲の組曲「お菓子の世界」（ピアノ小曲集／全
26 曲）を曲の特徴や作曲技法などで分類、並べ替えをし、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で、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！

ピアノ

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）

【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）

　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ので、
是非ご参加ください。
【場所】マルチスペース　【時間】16：30 ～ 17：00（予定）

劇団ゆうミュージカル

プリンセス・マーメイド １/24( 日 )
12 ／ 19（土）

整理券配布開始

　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。気仙の子供たちの熱演を是非ご覧ください。
　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予定です。

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）

＜出演者募集＞
【募集期間】：平成 27年 11 月１日（日）～ 11月 30 日（月）　
　　　　　　※応募多数の場合は、先着順とさせていただきます。
【参加募集人数】50名（初心者の方でも大丈夫です！）
【参加対象者】大船渡市、陸前高田市、住田町に在住する小学生・中学生
　　　　　　  ※高校生、一般の方で出演を希望される方は、ご相談ください。
【事業概要】劇団ゆうと一定期間練習を行い、１月 24日 ( 日 ) に交流公演を実施します。
【申込方法】
　リアスホールで配布している所定の応募用紙にて、FAX または郵送でお申込みくだ
さい。（応募用紙はホームページからもダウンロードすることができます。） 
　 その他、練習日程など詳しい情報は、リアスホールへお問い合わせください。　　  
　本物のミュージカルの中で実際に演じることができる貴重な機会です。  
　たくさんの応募が予想されますので、ご応募はお早めに。

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の展示が行われる予定です。
　当日は、出展者による実演販売や、体験教室も予定しており、今
年度も盛りだくさんの内容を計画中です。
　詳細について決まりましたら、改めてお知らせをします。
　どうぞお楽しみに。

展　示

おおふなとクラフトワーク展２０１6 ２/13( 土 )・14( 日 )

図書館からのお知らせ

　10 月 27 日～ 11 月 9 日の読書週間にあわせて、『図書館職員のお
すすめ本展』を開催しています。当館の職員が選んだおすすめの本
を、コメントを添えて展示しております。
　ぜひ、お手に取ってご覧ください。

【アフタートークイベント】

＜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　　　
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】

＜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】

＜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】


