
開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

2 7日 (日 ) リアス・ウェーブ・フェスティバル2017 10:00
全  館

無料
(一部有料イベント有 )

リアスホール
0192-26-4478

平成29年７月１日発行

催し物スケジュール　
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

vol.21

※スケジュールは平成29年 7月１日現在のものであり、都合により時間、料金等が変更になる場合があります。
　催物の詳細については、各主催者までお問い合わせください。

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。

★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　

7月

8月

9月

ミュージカル

大ホール／全席指定／①開演10：30（開場10：00） 　②開演14：00（開場13：30） 
2,500円  ※３歳以上有料（３歳未満は大人１名につき１名膝上鑑賞可）

9/23（土）劇団東少ミュージカル「眠れる森の美女」

劇団東少によるミュージカル、『眠れる森の美女』公演の開
催が決定しました。
主役の王女役を務める、元モ－ニング娘。の小川麻琴さん
をはじめとした、実力のあるキャストが今作品のテ－マで
ある「心の目覚め」を表現します。
歌・芝居・ダンス・アクションが織りなす感動の舞台は、
お子様から大人の方までお楽しみいただける内容となって
おります。
【出演】
　小川麻琴（王女）、渡辺和貴（王子）、高橋りな（白の妖精）

7/23（日）
前売券発売開始

＜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　スーパー八兆屋　ヤマザキＹショップリアス店
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）　
マイヤ５店舗【大船渡店・大船渡インター店・赤崎店・高田店・アップルロード店】

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

２日 (日 )

リアスホール新作シネマ上映会
①映画『クレヨンしんちゃん
　　　　　　襲来 ! !宇宙人シリリ』
②映画『名探偵コナン　から紅の恋歌』
③映画『帝一の國』

①  9 : 5 0
②12:20
③14:50
大ホール

高校生以上 :1 ,400円
中学生以下 :1 ,000円
60歳以上 :1,000円
特別割引券配布中

大船渡シネマ上映
実行委員会
0225-23-1888

８日 (土 )
９日 (日 )

平成29年度全日本吹奏楽コンクール
岩手県大会予選沿岸地区大会

8日 (土 )13:00
9日 (日 )10:00
大ホール

500円
未就学児入場不可

岩手県吹奏楽連盟
石気仙支部

1 5日 (土 ) がんばるママのカフェセミナーマネーのお悩み解決カフェ inリアスホール
10:00
会議室２

無料
(要事前申込 )

Cafe Katsu Iwate
事務局
090-9636-8317

1 6日 (日 ) 復興・大船渡  全国ちんどんまつり 10:40
大ホール 1,000円

事務局
(大船渡商工会議所内 )
0192-26-2141

1 7日 (月 ) 第２回  大船渡出身ピアニスト主催
ふるさと復興祈念コンサート

14:00
大ホール

無料
（要入場整理券）

朋の会
070-1459-1437

2 0日 (木 ) 演歌！ふたりのビッグショー千昌夫・石原詢子
11:00
大ホール

5,000円
（全席指定）

サン企画
090-8788-3839

3 0日 (日 ) 第35回いせや松扇流発表会 12:00
大ホール

1,000円
(当日1 ,200円 )

いせや会
0192-27-2273

開催日 催事名 開演時間
会場 入場 お問合せ先

3日 (日 )
大沢桃子とスーパーピンクパンサー
～ふるさとは負けない ! !～
チャリティコンサート2017

14:00
大ホール

1階席  4 ,000円
2階席  3 ,000円
（全席指定）

株式会社ビーエスプロ
ダクション
03-3847-3990

1 0日 (日 ) オールジャンル同人誌即売会ポケットマニア☆29
11:00

マルチスペース
パンフレット全員購入制

一般300円 ＰＭ企画

2 3日 (土 ) 劇団東少ミュージカル「眠れる森の美女」
①10:30
②14:00
大ホール

2,500円
（全席指定）

リアスホール
0192-26-4478



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

リアスホール申込みから本番まで

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。

お 祭 り 全館／入場無料（一部有料イベント有り）／10：00 ～ 15：00
リアス ・ ウェーブ ・ フェスティバル ２０１７

毎年恒例の、リアスホール全館祭り『リアス・ウェーブ・フェ
スティバル（RWF）』が開催されます。
今年もアマチュアバンドライブ・フリーマーケット・キッズ
茶会・一箱古本市・キッズ芝生広場・模擬店など様々な楽し
い企画を計画中です。
みなさま、ぜひお越しください。

フリ－マ－ケット・一箱古本市出店者募集
【募集期間】 ６月 11日（日）～８月６日（日）【必着】
【応募方法】 申込用紙に必要事項を記入の上、持参または郵送、ファックス、Eメ－ルでご応募ください。
　※申込用紙は、リアスホ－ルに備え付けているほか、ホ－ムペ－ジからダウンロ－ドできます。
◎ フリ－マ－ケット
【会場】 ２階大ホ－ルホワイエ
【募集区画数】 20区画（先着順）　※１区画当たりおおむね2.5m×1.5m
【出店料】 １区画当たり500円
◎ 一箱古本市
【会場】 ２階練習室・スタジオ付近通路
【募集区画数】 ５区画（先着順）　※１区画当たりおおむね1.5m×1.0m
【出店料】 １区画当たり200円
【応募資格】古本10冊以上（雑誌・漫画可）をみかん箱やダンボ－ル箱に入れて持参できる個人・団体

8/27（日）

施設紹介
聞き手に豊かな音を伝える役割を果たす、音響反射板を可動式にするこ
とで、クラシックコンサート、ピアノの発表会から、演劇、古典芸能、
講演会、映画など、ざまざまな催しに対応できる多機能ホールです。
客席数は、一般席1,082 席 (１階席 652席、２階席約430席 ) に加えて、
車いす・介添用席10席、親子鑑賞室８席を備え全部で約1,100 席となっ
ています。

舞台機構、照明・音響・映像設備を備えており、多様な用途にお使いい
ただけます。
可動式の間仕切りの移動により、周囲の展示ギャラリー、会議室、アト
リエ、和室と組み合わせて利用することもでき、講演会・演奏会・映写会・
演劇など、さまざまな催しに対応できます。

※各施設の使用料は使用目的によって異なります。施設の下見、御見積等も承っております。
　ご不明な点がございましたらお気軽にお問合わせください。

大ホール

マルチスペース 213.7㎡（138畳）

可動式の仕切りで２室に分割することが可能です。
キッチンセットが備え付けられており、会議以外の多様な活動に対応し
ます。
マルチスペースと一体的に利用することもできます。

会議室 69.5㎡（４５畳）


