令和元年 7 月 1 日発行

催し物スケジュール

リアスホール

７月
開催日

7日(日)

開演時間

催事名

入場料

会場

さすけ会おどりっこらいぶ七夕公演

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
全席指定:2,000円

大ホール

大船渡市盛町字下舘下 18-1
℡0192-26-4478

さすけ会
復興・大船渡

14日(日)

復興・大船渡 全国ちんどんまつり

全席自由:1,000円

大ホール

21日(日） いせや第37回 松扇流発表会

三陸防災復興プロジェクト２０１９

全国ちんどん祭り実行委員会
（大船渡商工会議所内）

コンサート

全席自由:1,000円

大ホール

佐渡裕&スーパーキッズオーケストラ２０１９東日本大震災復興祈念演奏活動

さんりく音楽祭２０１９ × こころのビタミンプロジェクト
7/31（水） 7 月 6 日 ( 土 )10 時から

いせや会会主

整理券配布開始

※三陸支所、吉浜・綾里地域振興出張所
は７月８日（月）から

指揮：佐渡裕
演奏：スーパーキッズ・オーケストラ
大船渡さんご合唱団
ぷなと音楽団有志

三陸防災復興プロジェクト2019

31日(水）

さんりく音楽祭2019
×

全席自由 無料

大ホール

佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラ2019

（要整理券）

リアスホール

こころのビタミンプロジェクト

8月
開催日

全席自由 : 無料（要整理券）／ 開演 19：00（開場 18：30）
以下の窓口で配布します（お一人様２枚まで）

開演時間

催事名

入場

会場

お問合せ先

12日(月）

①14:00 ②19:00

劇団壱劇屋公演 リアスホールダンジョン

＜入場整理券配布場所＞

リアスホール 三陸支所 綾里地域振興出張所 吉浜地域振興出張所 サン・リア

11日

11日(日)

入場料：一般1,000円

12日

：高校生以下500円

①11:00 ②14:00

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・高田店・アップルロード店】

③17:00

大ホール

25日(日)

リアス・ウェーブ・フェスティバル2019

31日(土） マリンバーズコンサート2019

アマチュアバンドライブ

大船渡市民文化会館

全席自由:500円

（リアスホール内）

マルチスペース 12:34~

全館

キッズ茶会:参加費350円

マルチスペース

全席自由：無料

演

劇

歌舞伎入門「釣

マルチde サロンコンサート今後の出演者

野尻小矢佳
パーカッション
コンサート

バズ・ファイブ
コンサート
ⓅKOJIMA
Ⓓechigo

２/８（土）

整理券配布場所
の休業日を除く
8 月 10 日 ( 土 )
前売券発売開始

歌舞伎をはじめてご覧になる方におススメの公演です。
前半は歌舞伎の動き、中でも戦いの場面を切り取った「立
ち廻り」の解説や実演を行います。お客様数名に立ち廻りを
体験していただくコーナーもあります。
後半は狂言をもとにしたユーモラスで明るく楽しい歌舞伎
「釣女」を上演します。

マリンバーズ

※開演はどちらの公演も 14 時を予定しています。

金管五重奏団

女」

1０/12（土）

自主事業実行委員会

※スケジュールは令和元年７月 1 日現在のものです。催し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。

11/30（土）

vol.38

全席自由：2,500 円 ／ 開演 14：00（開場 13：30）

※未就学児の入場はご遠慮ください。（無料託児サービスを実施します。詳しくはリアスホール
にお問合わせください。（9/27（金）締切））

＜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 ( 住田町 ) ( 一社 ) 大船渡市観光物産協会（大船渡駅）
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】 釜石市民ホール TETTO

11/30（土）

演

劇

劇団壱劇屋公演

リアスホールダンジョン

8/11（日）

8/12（月・祝）

入場料 ／一般 :1,000 円 高校生以下：500 円（各回 30 名の定員制）
リアスホールで発売中！
！
開演時間／ 8 月 11 日 ①14：00 ②19：00
8 月 12 日 ①11：00 ②14：00 ③17：00
メール、
電話での予約も出来ます！
開場は各開演時間の 30 分前
※約 70 分かけて劇場内をツアー形式で歩き回ります。動きやすい服装・靴でお越しください。

劇団壱劇屋(げきだんいちげきや）

ダンジョンと化したリアスホールを、少数
のチームを組んで俳優たちと一緒に移動する、
ツアー型演劇公演！
ホワイエ、二階、袖中、親子室、客席・・・
1,100 席ある大きなホール (= ダンジョン ) の
あちこちを探検しよう。あんなところで出会っ
たり、こんなところで追い掛けられたり！？
待ち受ける試練を乗り越えて、目的を達成す
ることはできるのか！
客席に座って舞台を眺めるだけが演劇じゃ
ない！気付けばあなたも物語の登場人物に！

リアスホール申込みから本番まで
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

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

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。

施設使用料の支払い

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

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

大阪と京都を結ぶ京阪沿線を根城とする劇団。2008 年に高校演劇全国大会出場メンバーで活動
開始。複数の演出家が在籍しており、パントマイムを使った「マイム演劇」、台詞を使わない「ワー
ドレス殺陣芝居」、劇場を飛び出してお客さんを連れまわす「ツアー型演劇」など、それぞれが様々
に作品をつくるという全国でも珍しい形の劇団。CoRich 舞台芸術アワード！ 2016、2017 全国一位。
壱劇屋公式ホームページ：https://ichigekiyaoﬃce.wixsite.com/ichigekiya

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。

劇団壱劇屋による演劇ワークショップ開催！！
関連事業として、劇団壱劇屋・座長の大熊隆太郎さんによる演劇ワークショップを開催します。
パントマイムをしてみたい人、体を動かしたい人、何かを表現してみたい人を募集してます！！

身体を使った表現ワークショップです。楽しく身体を動か
しましょう！
申込方法
日程

8 月 8 日（木）

時間

18 時～ 20 時（約 120 分）

開場

大船渡市民文化会館大ホール舞台

参加費

無料（定員 20 名：先着順）

講師：大熊隆太郎

お申込み

（劇団壱劇屋・座長）

お問合せ

大船渡市民文化会館リアスホール
℡：0192-26-4478/e-mail:rias-hall@city.ofunato.iwate.jp

お電話またはメールでお
申込みください。
メールでお申込みの場合
は 件 名 に「劇 団 壱 劇 屋 ワ ー
クショップ参加希望」。本文
に 住 所、氏 名、年 齢、連 絡
先 を 記 載 の う え、下 記 の ア
ドレスに送信してください。

○施設使用申請受付期間
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

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

