■ 活動 内容

大船渡にオーケストラを作る会
■ 活動の 目的
人程 度ま で増 え、

オ ーケ スト ラと して ２回 の発

会員 は

三 陸地 方に 、弦 楽器 の種 を蒔
表 を行 いまし た。

長年 、弦 楽指 導者 が不 在の
く こと を目 標に 、オ ーケ スト

と して オー ケス トラ の第 一歩

昨 年、「リ ア ス オ ー ケ ス ト ラ」

グ ルー プ演 奏や 個人 演奏 など

重 ねた とこ ろ、 初回 と比 べ、

演 奏家 を講 師に 依頼 し練 習を

２回 目の 発表 では 、プ ロの

を 踏み出 すこ とが できま した 。

演 目も 増え 、難 しい 合奏 曲に

ラ の結成 を目 指し 活動を 続け 、

現在 は、 クラ ッシ ック 音楽

市 は、 とも に協 働す るま ち
づく りを 目指し てい ます 。
こ のコ ー ナー では 、大船 渡

催 を目 指し 、楽 しみ なが ら練

お り、年 に一 度 の発 表会 の開

▽問 い合 わせ 先
大船 渡に オー ケス トラ を作

午後６時
【月～金曜日
（祝日を除く）】 渇ホームページ＝http://ofunatocity.com/ 渇Ｅメール＝shimin@ofunatocity.jp

市市 民活 動支 援セ ンタ ーの 協
力の も と、市 内の 市民 活動 団
回 は、「 大船 渡

体や イベ ント 情報 など を紹 介
し ます 。第

にオ ー ケス トラ を作 る会 」の
紹介 です 。

また 、最 近で は大 船渡 市、

習し てい ます 。

が ３日 間滞 在し 指導 を行 って

陸 前高 田市 内の 小学 校で バイ

も 挑戦 しまし た。

を 通し 、豊 かな 情緒 の発 展に

オ リン 体験 会を 行い 、子 ども

の 指導 を受 けら れ、 演奏 活動
貢 献し たい とい う新 たな 目標

作 る 会 」で は 、皆 と 一 緒 に

「 大船 渡 にオ ーケ スト ラを
を 弾く 事が特 別な 事では なく 、

オ ーケ スト ラを 盛り 上げ てく

達 に喜 ばれ てい ます 。弦 楽器
日 常で 合奏 を楽 しめ るよ うな

れ る仲 間を 募集 して いま す。

リアスホールでの発表会
お気 軽に 問い 合わせ くだ さい 。

環 境と 活動を 目指 してい ます 。
■ 皆さ んに一 言
今年 で３ 年目 の活 動に なり

る会

佐 藤（察 ０ ９ ０‐３
ま すが 、月 に一 度関 東圏 から

３６６‐２０５５）

渇時間＝午前10時～

渇所在地＝大船渡町字野々田10-3（キャッセン・モール＆パティオＢ棟５２２０） 渇電話＝頴5702
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バ イオ リニ スト ・チ ェリ スト

渇日時＝８月６日
（土）
午後３時30分
※開場は午後３時
渇会場＝リアスホール 大ホール
渇入場料＝無料（整理券を発行します）
渇その他＝新型コロナウイルス感染症の影響
により、内容が変更となる場合があります。
渇問い合わせ先
大船渡にオーケストラを作る会
（佐藤察090-3366-2055／桑原察090-5398-1511）

新型コロナウイルス感染症の影響により来日
できなかったベルリン在住のバイオリニスト、
滝千春さんをゲストに迎え、かっこいいヴァイ
オリンの演奏をお送りします。バイオリン演奏
の新しい魅力をご堪能ください。
また、地元の名バンド
「サンドパイパース」
の
演奏と、念願のバイオリン、ピアノデュオの共
演も行い、リアスから新しい音楽の輪を発信し
ます。リアスオーケストラがどんな形で共演す
るのか、どうぞご期待ください。

（4）

※フェイスブック、ブログ、ツイッターを随時更新中

■大船渡市市民活動支援センター

Germinate 芽生え in リアス

大船渡にオーケストラを作る会
よりコンサートのお知らせ
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を 持って 活動 して います 。

バイオリニスト
による指導

