ぷなと音楽団
■ 活動の 目的
市内 で楽 器の 演奏 をし たい

な演 奏を 届け たい と思 って い
ます。
■市民 の皆 さん に一言
当 団で は、 一緒 に演 奏す る

人 が集 まり 、音 楽を 楽し みな
が ら技 術の 向上 を目 指し 、地

第68回大船渡市民芸術祭「吹奏楽のひととき」

ぷなと音楽団第10回定期演奏会のお知らせ

渇日時＝11月３日
（木・祝）
午後２時開演
渇会場＝リアスホール 大ホール
渇入場料＝無料
※入場整理券が必要です。整
理券は、リアスホールの受 昨年度の演奏会を
け付けで配布しています。 ご覧いただけます
渇曲目＝ MY FAVORITE THINGS、フラワー・クラ
ウン、宮崎駿アニメメドレー ほか
渇問い合わせ先
【Blog】https://blog.goo.ne.jp/punatoongakudan
ぷなと音楽団 菅野
（察090-5837-1223）
【Twitter】＠ punatoongakudan

市は、 共に 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

▽練 習日 程・ 場所

音 楽が 好き な人 、吹 奏楽 を

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
体 やイ ベン ト情 報な どを 紹介
しま す。
第１０２回は、「ぷなと音楽
団」 の紹 介で す。

れど 、ま た始 めて みた い人 、

仲間 を募 集し てい ます 。所 属

楽器 を買 って みた もの の１ 人

毎週水 曜日 午後７ 時～ ９時 、

域 に親 しま れる 楽団 にな るこ

市内 で吹 奏楽 とい えば 、中

での 演奏 では 物足 りな い人 な

カメ リア ホー ル、 リア ス

する 吹奏 楽団 をお 探し の人 、

高 生の 部活 動し かあ りま せん

ど、一 緒に 演 奏し てみ ませ ん

ホー ルほ か（本 番 近く は土

と を目指 して いま す。

で した 。他 の町 には 社会 人の

か？お 気 軽に 問い 合わ せ、 見

学生 時代 に吹 奏楽 部だ った け

吹 奏楽 団が ある と知 り、 大人

学にお 越し くだ さい。

■ どんな 団体

に なっ ても 吹奏 楽を 演奏 した

曜日 にも 練習 を行 う場 合が

い。打 楽器 もあり ます 。

い と思い 、立 ち上 げまし た。

▽入団 条件

の参加（定期演奏会）や依頼演

や って みた い人 。未 経験 者

月 額 １，０ ０ ０ 円（別 途 集

現在 は、 秋の 市民 芸術 祭へ
奏（イベントアトラクション）、

大 歓迎 。高 校生 以上 （未 成

金する 場合 があり ます ）

ありま す）

各 種演 奏会 への 参加 、ア ンサ

年 は保護 者の 同意が 必要 ）

▽団 費

ン ブル コン テス トへ の出 場な

ぷなと音 楽団

▽問 い合 わせ 先
吹 奏楽 編成 の全 パー トを 募

９０‐５８３７‐１２２３）

▽募集 パー ト

コロ ナ禍 で演 奏の 機会 は減

集 して いま す。 楽器 を持 っ

ど が主な 活動 です 。
少 して いま すが 、市 民の 皆さ

て いな い人 はご 相談 くだ さ

菅 野（察０

ん に楽 しん でい ただ ける よう

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

（6）

※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

皆さんに親しまれる楽団を
目指し日々練習しています

