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催し物スケジュール　

※スケジュールは令和元年10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。　
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歌舞伎入門

　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。

おおふなとクラフトワーク展 2020

2/29( 土 ) ・3/1 日 ( 日 ) 開催

1０/12（土）「釣 女」
※未就学児の入場はご遠慮ください。

前売券発売中

募 集 事 項

大ホール／ 全席自由 ／ 2,500円 ／ 開演14：00（開場13：30）

出展者募集！！

＜出展申込応募要項＞
【出展資格】
・高校生以上で、手芸・工芸など手作り作品を製作している方。
・出展ジャンル、プロ・アマ及び団体・個人は問いません。
・展示品・販売品は製作者本人の手作りであること。
・イベント当日は、①製作・作業風景を見せるなどの実演コーナー、
②製作過程を体験できる来場者体験コーナー、③製作・作業風景の
写真展示のいずれかを行うこと。複数実施しても可。
【募集区画】
3×3メートルが 30 区画、1.5×3 メートルが 44 区画。合計 74 区画。
【出展料】
3×3メートル：2日間 5,000 円、1日のみ 3,000 円／ 1.5×3 メートル：2日間 3,000 円、1日のみ 2,000 円
販売の有無に関わらず出展料がかかりますので、ご注意ください。出展料は、準備日またはイベント当日
にお支払いただきます。
【申込方法】
リアスホールで配布する所定の申込用紙に必要事項を記入し、出展作品の写真（できるだけ作品を大きく
写してください）を用紙の所定の場所に 1 枚貼り付けの上、下記申込先まで郵送またはご持参ください。
申込用紙がリアスホールに到着した時点での受付となりますので、予めご了承ください。なお、電話・ファッ
クス・メールでの申込みはお受けできません。申込用紙はリアスホールホームページからもダウンロード
できます。
【応募受付期間】
令和元年 10 月 10 日（木）から 10 月 31 日（木）まで午後 5 時必着。詳しくは、リアスホールで配布する
出展申込応募要項をご覧ください。
【出展者決定・通知】
申込内容を精査した上で、選考委員会にて決定します。通知は、令和元年 11 月 11 日（月）以降に、文書
にて通知します。
【申込・問合せ先】
リアスホール大船渡市民文化会館
電話 0192-26-4478　ファックス 0192-26-5902　E メール rias-hall@city.ofunato.iwate.jp

　毎年多くで賑わうクラフトワーク展を、今年度も開催します。
　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販売会の出展者を大募集！！
　

開催日 催事名
開演時間

会場
入場 お問合せ先

5日(土)
第65回市民芸術祭

アロハを求めて～フラ・カメリア～ マルチスペース
入場無料 　090-7664-5323（鈴木）

5日(土)
輪楽い配達寄席（わらいはいたつよせ）

                                            in大船渡 マルチスペース

全席自由

 前売500円

  （当日1,000円）

リアスホール

6日(日）
第65回市民芸術祭

民謡とおどりの集い 大ホール

全席自由

前売500円

　（当日700円）

　090-7325-0801（近江）

12日(土) 歌舞伎入門「釣女」
大ホール

全席自由

2,500円

リアスホール

12日(土)
ドラッカーが認めた「二宮金次郎」から学ぶ

映画「二宮金次郎」上映とトークセッション マルチスペース

入場無料

　（先着150名）

※16時から整理券配布

大船渡テレワークセンター

（担当:佐藤・佐々木）

13日(日）
オールジャンル同人誌即売会

ポケットマニア☆33 マルチスペース

　パンフレット全員購入制

300円
ＰＭ企画

20日(日）
第65回市民芸術祭

茶会 会議室・和室

参加費

700円
　090-1067-7314（太田）

27日(日）
第49回大船渡市郷土まつり・三陸国際芸術祭連携

黄金けせん！民族芸能大祭Part5 大ホール

全席自由

前売1,000円

（当日1,500円）

※高校生以下無料

大船渡市郷土芸能

  活性化事業実行委員会

30日(水） 演歌！夢のビッグショー
大ホール

全席指定

Ｓ席5,500円

オカダプランニング

０９０-９０３４-４７６２

　０１９２-26-４４７８

　090-7060-3809

　0225-22-0934

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。

前売券発売中
コンサート金管五重奏団 バズ・ファイブコンサート

マルチ de サロンコンサート

【出演者】金管五重奏団バズ・ファイブ　
　　　　   トランペット : 上田じん、松山萌／ホルン : 友田雅美／トロンボーン : 加藤直明／テューバ : 石丸薫恵
【演奏予定曲目】
♪夢芝居…小椋佳 /安田健太郎編　　♪トッカータとフーガニ短調 BWV565…J.S. バッハ /F. ミルズ編
♪フニクリ・フニクラ…L. デンツァ　　♪歌劇「ポーギーとべス」組曲…G. ガーシュイン    ほか

11/30（土）

※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　にお問い
合わせください。（11/15（金）締切）

バズ ・ ファイブのみなさんに質問！！
Ｑ． 昨年から始まったマルチ de サロンコンサートのトップバッターでしたが、 コンサートの感想や印象に残ったこ

とがありますか。

　お客様と演奏者の距離がとても近く、アットホームな雰囲気でコンサートを行うことが出来まし
た（加藤）。

Ｑ． トランペットの松山さんは大船渡に来るのは初めてとのことですが、 楽しみにしていることはありますか？

　コンサートで大船渡の皆さんとお会いすることも楽しみですが、ホヤやカキなど新鮮な海産物を
食べてみたいですね。

Ｑ． 今回のコンサートの見どころ、 聴きどころをトランペットでリーダーの上田さんとトロンボーンの加藤さんにお

伺いしました。

　ガーシュイン作曲の「ポーギーとべス」というミュージカルナンバーを金管五重奏の演奏で皆さ
んに聴いていただこうと思います（加藤）。
　バズ・ファイブはコンサートで必ず金管五重奏のオリジナル作品を演奏しておりますが、今回は
ヨーロッパで大活躍しているトロンボーン奏者、エンリケ・クレスポさんが金管五重奏のために書
いた曲「アメリカ組曲」を演奏します。南米の民族音楽をモチーフにしたとても楽しい曲ですので
楽しみにしていてください。（上田）。

Ｑ.　大船渡の皆さんにメッセージをお願いします。

　楽しいコンサートですのでぜひお越しください。会場でお待ちしています！！

ー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　スーパー八兆屋 ( 住田町 )　ヤマザキＹショップリアス店（崎浜）
　( 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】　釡石市民ホール TETTO

マルチスペース ／ 全席自由 ／ 一般：3,000円 ／ 開演14：00（開場13：30）
演奏家との距離も近い空間で室内楽を身近に感
じていただくコンサートシリーズ「マルチ de
サロンコンサート」。
　今回は昨年好評を博した金管五重奏団バズ・
ファイブの登場です。クラシックはもとより
ジャズやポップスや演歌まで、幅広いジャンル
を自由自在に演奏する、華やかなブラスの響き
と彼らの息づかいまで感じることの出来る空間
でのコンサートをお楽しみください。


