
後援 :大田区 日東松島市・大田区災害支援ボランティアセンター

特定非営利活動法人 大田まちづくり芸術支援協会(ASCA)

学校法人片柳学□東京工科大学・日本工学院専門学校・大田区東松島市友好交流協会



東日本大震災のボランティア活動がきつかけで、大田区と東松島市は、一昨年11月 に友好都市となり

新しい関係がスタートしました。

今年は友好都市協定締結の3年目となり、両都市が大切に育んでいるものの芽生えを迎えた、という

コンセプトで「めばえ」をテーマにして、わたしたちは音楽を通じて大田区民と東松島市民のひとりひとり

の交流をさらに深めたいと思います。

そして、あの大震災を風化させず、区民の皆さんと防災&減災を考えていきます。

CONNEC丁 【コネクト】
携帯 トイレの普及と販売

7女子校生プじゼンツ!

女子がら目線の

構帯トイレ

もしものために今できること

防災危機管理課

寿名の会 【じゅなのかい】

禾□物小物の販売

東松島市のお母さんたちが古布
を使つて縫つて小物をつくりました

松ぼつ<り の里帰 り大作戦

里帰りする松子たちを紹介

宮城県のを松ばつく種を採つた松ばつくり
りを貰つて種から松 で炭を作つてみました
を育てています

東松島市物産販売 ふ<しまの今

3.11後 の福島県の現状
をマップや写真で紹介し
ます

協資金・ご協力をいただいた皆さま

うまいもんや昭和 有限会社安久工機 東京土建大田支部 大田区立東調布中学校同憲会 大勝工務店 大勝不動産

ご協賛・ご協力に対して心より感謝を申し上げます。 ありがとうございました。

(敬称略、順不同 ご芳名に誤字脱字がございましたらご容赦願います。ご希望により掲載 していない方もございます )
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第7回 絆音楽祭プログラム
開始 団体名 地域 ご紹介

10:30り買
開会のご挨拶
大田区長 松原忠義
東松島市副市長 加藤慶太
学校法人片柳学園理事長 千葉茂
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10:45頃

民団東京大田支部
チャンゴチーム

大田区

在日本大韓民国民団東京大田支部チャンゴチームは、大田区を拠点
に農楽(サムルノリ)を演奏している団体です。韓国伝統の4つの打楽
器を打ち鳴らしながら農楽(サムルノリ)演奏を通じて地域住民との文
化交流を広げています。「演奏者と観客が一緒に楽しむ」をモットーに
活動しています。
※農楽(サムルノリ):韓国伝統の4つ の打楽器 ケンガリ(雷》チン
(風 )・ プク(雲 )・ チャング(雨 )を表す。
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11:25頃

大曲オカリナブリランテ 東松島市

2016年 6月 、東松島市大曲コミュニティーセンターで、オカリナサーク
ルを立ち上げました。オカリナのやわらかい音色を出したいと思いまし
たが、最初は楽譜も読めず、指も動かない私たちでしたが、やつと人
前で演奏できるようになりました。そして、あの3.1可 。一年後に再開
し、今は和気あいあいとなごやかに練習を重ね、地域の文化祭やお
祭りなどに出ています。
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12:05頃

日本工学院
RDスペシャルバンド

大田区

絆音楽祭のために結成された「日本工学院RDスペシャルバンド」。
RDとはReal Dreamsの意味で、本校エグゼクティブ・アドバイザーの武
部聡志さんによる命名です。
Real Dreamsを 追いかける日本工学院ミュージックアーティスト科・

ヴォーカリストコース2年の精鋭2名 と講師バンドによるスペシャルユ
ニットが、昭和・平成を代表する名曲をジャズテイストな音に乗せてお
届けします。是非お楽しみください。
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1240頃

つくし愛好会 東松島市

私たちつくし愛好会は、平成25年 10月 に発足しました。人数は少ない
のですが、それぞれ各地域のグループに所属しており、ボランティア
活動をしています。
舞踏を通じて仲のよい友だち同士で、互いの舞踏で高め合うことを目
的とした、月に一度だけの楽しい愛好会です。東松島市の航空祭や
地域の文化祭、老人ホームなどで活動しています。
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13:10頃

丁丁丁 阪デ1た言青言舌 東松島市

東松島市学生震災ガイド。発災時に小学校6年生だった6人が高校2

年生になった2015年に結成しました。
震災の風化を感じて自分自身の目的意識から活動を始めたので、大
人たちが話すのとは少し違つた展開になります。メンバーごとに自分
で記憶している震災体験が違うので、講話での話も違います。今回大
田区でお話しするのは結成メンバーのふたり(小 山綾さんと齋藤茉弥
乃さん)です。
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14:05り頁

大田区立東調布中学校
チアリーディング部
トレジャーズ

大田区

東調布中学校チアリーディング部トレジャーズです。創部3年 目、新一

年生を迎え、初めて3学年揃つて演技をします。現在は6月 末に行わ
れる関東大会に向けて、日々練習に励んでいます。今日は皆さんに
「元気・勇気口笑顔」を与えられるように精一杯頑張ります !
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14:40切頁

トロピカルムーン 東松島市

幅の広いレパートリーが売りの東松島市を根城に活躍している究極
のおやじバンドです。地元ではたくさんのイベントでお声がかかりま
す。今回は大田区の皆さんにぜひ私たちの音を聞いてほしいと思いま
す。楽しんでください。
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15:10頃

JMC
(城南信用金庫音楽部 )

大田区

私たち」MCは、城南信用金庫の部活動の一環として、様々なジャン
ルの音楽好きが集い、地元商店街のお祭りや地域のイベントに参加
させていただいております。部署や役職にとらわれず、また、年齢も二

十代前半の女性から還暦過ぎのおじさんまでと、幅広い部員が在籍し
ており、腕前はともかく、地域の皆様が「明るくハッピーに」なつていた
だけるような演奏が出来るよう頑張ります。

10
1545頃

フィナーレ(花は咲く)

16:00り買
閉会のご挨拶  絆音楽祭実行委員会 実行委員長 仙裕司

※時間はあくまで目安です。進行の都合により内容変更する場合がございます。
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在仙台名誉総領事館
T980-0014
宮城県仙台市青葉区
本町 2-17-15コ マツビル2F
丁EL:022…721-3961
FAX:022-721-3962

在仙台ミクロネシア連邦

名誉総領事館 (管轄地域―東北地方)

岩田 直行

東京連絡所
日本 設興業(株)内

T146…0084

東京都大田区
南久が原 1-8-1

丁EL:03-3751-2525
FAX:03-3752-1560
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