
8/17（土）矢本東市民センターにて『きみつ少年少女合唱団 復
興応援コンサート～とどけ歌の力Ⅷ～東松島公演』をきみつ少
年少女合唱団主催、NPO 法人東松島市芸術文化振興会共催で開
催いたしました。
コンサートには千葉県君津市のきみつ少年少女合唱団さん、仙
台市の MMC♪天使合唱団さん、そして東松島市少年少女合唱
教室の生徒が出演いたしました。1 部、3 部をきみつ少年少女
合唱団さん、2 部で合唱教室も共演し「BELIEVE」や「パプリカ」

など全部で 5 曲を披露いたしました。合唱教室では幼稚園生
から中学生までの受講生 38 名。3 回目の参加となった子も初
めてとなった子どもたちも、きみつ少年少女合唱団さんや天使
合唱団さんとの共演で更に友情を深めることができました。
翌日には日立システムズホールでの仙台公演にも参加し、客席
1,000 人規模のホールで立派に歌い上げました。
きみつ少年少女合唱団常任指揮者の石川先生は「復興応援が
きっかけになった交流ですが、歌友の輪がこんなに広がりまし
た。これからもこのご縁を大切にしていきたい。」と語ってく
れました。

今年も『ひがしまつしま市民文化祭』が開催されます！そこで 8/15 から、各部門の出展・出演者を一斉募集いた
します。東松島市の文化を盛り上げるため、年に一度の舞台で日頃の成果発表をしてみませんか？みなさまのご
応募お待ちしております。　【申込受付期間：8/15 ～ 9/20】　※詳しくは申込書の要項を必ずご確認ください。

★ 『 Autumn Festival 』in 東松島市コミュニティセンター

開催日： 2019 年 9 月 21 日（土）　／　10 時 00 分 ～ 16 時 00 分 終了

会　場：東松島市コミュニティセンター

出店詳細：詳しくは、配布のチラシまたは蔵しっくパーク、コミセンの SNS をご覧ください。

入　場：無　料 ※各店舗をご利用の場合は、別途発生いたします。

お問合せ：蔵しっくパーク（TEL： 0225-84-2011 ）

　　　　　東松島市コミュニティセンター（TEL：0225-82-6969 ／ 9 時～ 17 時）

【お申込方法】：東松島市コミュニティセンターまたは最寄りの東松島市内市民センターにある申込書にご記入のうえ、
ご提出願います。 ※電話でのお申込は受付けておりません。問：0225-82-6969（文化祭実行委員会事務局）
※参加資格：東松島市民の方、芸術・文化活動拠点が東松島市内の方、東松島市内の学校及び勤務先に通学・通勤している方。
※出展料、出演料が発生いたします。詳しくはお問い合わせいただくか、申込書をご確認ください。

東日本大震災後の復興を通じて東松島市と絆を深
くする「歌のきずな」のメンバーがやって来ます！
ちょっと珍しい「落語オペラ」をはじめ、日本の
うたの楽しさをソリストしても活躍するみなさん
が会場いっぱいに響かせてくれます。お見逃しな
く！

★コミセン自主事業 『響け、心のうた ～歌のきずな with ハラハラシンガーズ』

開催日： 2019 年 9 月 28 日（土）　／　開場 13 時 30 分　開演 14 時 00 分

会　場：東松島市コミュニティセンター　多目的ホール

入　場：［前売］大人 1,000 円　中学生以下 500 円 ※当日各 500 円増

プレイガイド：東松島市コミュニティセンター　他

チケット発売：8 月 20 日（火）より

お問合せ：TEL 0225-82-6969　東松島市コミュニティセンター

9 月イベント情報

※2019 年 8 月 1日現在の情報です。予告なく変更となる場合もございますので、詳しい内容は各主催者様までお問合せ願います。

イベント

★ふれあい書道講座［時間］14：30 受付／ 15：00 ～ 17：00　［会場］会議室　［定員］30 名
　［講　師］大東文化大学副学長 河内利治 氏（書道学科教授）
　［持ち物］手ぶらで OK（お手持ちの書道道具をお持ちいただいても構いません）
　［参加方法］当日先着受付となります。参加無料。

★フレンドシップコンサート［時間］17：30 開場／ 18：00 ～ 19：30　［会場］多目的ホール
　［入　場］無　料 ※当日先着受付となります。 ※「お楽しみ企画」も開催予定♪

［お問合せ］ 03-5399-7399（大東文化大学 地域連携センター）／ 共催：大東文化大学・東松島市

【貸館】大東文化大学東松島『 フレンドシップｺﾝｻｰﾄ・ふれあい書道講座 』7 土

『きみつ少年少女合唱団コンサート』レポートレポート

［開　場］13：30　［開　演］14：00　［会　場］多目的ホール
［出　演］ 石巻きぼうゴスペルクワイヤ（IKG）、ジョン・ルーカス、雄勝町伊達の黒船太鼓保存会
［入　場］全席自由 1,000 円　［プレイガイド］ TEL：0225-83-4308（ギャルソン・リエ）
［お問合せ］ Mail： ikg.gospelchoir@gmail.com ／ 主催：石巻きぼうゴスペルクワイヤ 10 周年コンサート実行委員会

【貸館】『 石巻きぼうゴスペルクワイヤ 10 周年コンサート 』15 日

イベント

オータムフェスティバル 開催！イベント

『響け、心のうた』コンサート開催！イベント

市民文化祭 出展・出演者募集！

［テーマ］「眼が乾かないのにドライアイ？」
［講　師］ 横倉 俊二 先生（東北大学病院眼科講師）
［開　場］18：00　［開　演］18：30 ～ 19：30［入　場］無　料 ※どなたでもお入りいただけます。

［お問合せ］ TEL： 0225-82-7111 ／ 主催：医療法人医徳会 真壁病院

【貸館】真壁病院『 第 139 回 いきいき健康講座 』26 木

［開　場］13：00　［開　演］ 13：30　［会　場］多目的ホール　［入　場］無　料
［お問合せ］ 主催 HP： http:irbjazzorchestra.com/  ／ 主催：IRB ジャズオーケストラ

【貸館】IRB ジャズオーケストラ『 アニバーサリーライブ 2019 』29 日
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【展示の部】 【音楽の部】 【舞踊の部】

・10/26（土） ・10/27（日） 11/2（土） 11/3（日）

9時 30 分～
16 時 00 分

10 時 00 分～
15 時 00 分 10 時 00 分～ 10 時 00 分～

団体：15 分以内（3曲まで）

個人：5分以内（1曲まで）

団体：
・3演目または、連続 15 分以内
・2演目または、連続 10 分以内

ブース申込制
ブース（大）　幅180㎝×奥行90㎝
ブース（中）　幅180㎝×奥行50㎝
ブース（小）　幅120㎝×奥行50㎝
※申込ブース数制限なし
※ただし、申し込み多数の場合は調整あり。
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