
平成２９年度 事業報告 

（敬称略） 

１．楽団経営安定化への取り組み 

  

平成２９年度は、楽団常任指揮者であるパスカル・ヴェロの最終契約年度と

なったことで、１２年間の集大成とも言える曲目を披露した一年となりまし

た。これまでにない音楽を、情熱をもって仙台フィルに取り入れてきた同氏の

功績は、お客さまからも高い評価をいただき、楽団からは、創立以来初めての

「桂冠指揮者」称号の授与をおこなっております。 

また平成２９年度は、経営面でも大きな転換を図る大切な年度となり、これ

までの「経営改善計画」を見直し、新年度からの「経営健全化に向けた新たな

取り組み」を策定し全楽団員、事務局職員で取り組んでいくことを確認してお

ります。 

事業面では、前年度に音楽事業提携を結んだ名取市において、継続的な演奏

会開催が実現したほか、名取市内全１１小学校で４年生を対象とした学校訪問

コンサートを行なっており、若年層が音楽に親しむ機会を積極的に創出してま

いりました。 

なお、仙台市花き市場の協力のもと、演奏会ロビーを季節の花々で飾り、お

客さまにもプレゼントする企画は大勢の方々の共感を集めており、今後に繋げ

ていきたいと考えております。 

楽団の体制については、平成２９年度、オーディションを経てクラリネッ

ト・鈴木雄大を採用しました。近年、世代交代が加速しつつある仙台フィルの

なかで、次世代の仙台フィルを担う中核として活躍が期待されます。 

 今後も、ご支援を頂戴している地域の皆様をはじめ、助成や協賛をいただい

ている企業や団体からの仙台フィルへのご期待にお応えできるよう、事業運営

の基盤となる経営の安定化、組織の充実に向けた諸施策に楽団全体で鋭意取り

組んでまいります。 

 

 

 

２．交響管弦楽等の演奏 

（１）定期演奏会（１８日：１８ステージ） 

平成２９年度は常任指揮者パスカル・ヴェロの最終シーズンとなり、ヴェロが

近年シリーズ化しているロシアの音楽、アメリカの音楽、フランスの音楽で１２

年の在任シーズンを締めくくりました。 

５月の第３０９回定期演奏会では、第６回仙台国際音楽コンクールピアノ部

門第３位の北端祥人を迎え、当楽団トランペット首席の森岡正典とともにショ

スタコーヴィチの難曲ピアノ協奏曲第１番を取り上げました。その他近代ロシ

ア音楽を代表するシチェドリンやシュニトケの優れた作品を紹介するとともに、

ショスタコーヴィチの秀作交響曲第９番では、仙台フィルが持つ多彩な表現力



を最大限に引き出しました。 

６月の第３１０回定期演奏会ではドレスデン州立歌劇場管弦楽団の首席オー

ボエ奏者セリーヌ・モワネをソリストに、モーツァルト「オーボエ協奏曲」を取

り上げました。また後半には仙台フィルには常連の下野竜也が得意とするドヴ

ォルザーク「交響曲第６番」で叙情溢れる演奏を繰り広げました。 

７月の第３１１回定期演奏会では、ドイツで活躍する中堅のガブリエル・フェ

ルツを客演指揮者に迎え、パガニーニ国際コンクールの覇者で、チャイコフスキ

ーコンクール第３位の実力派有希マヌエラ・ヤンケと共にブラームス「ヴァイオ

リン協奏曲」を骨太に聴かせたほか、定期演奏会では暫くぶりとなるベートーヴ

ェンの交響曲第５番「運命」で満場のお客様を沸かせました。 

９月の第３１２回定期演奏会は、小泉和裕の首席客演指揮者としての最後の

公演となりました。１２年間におよぶ仙台フィルとの緊密な関係を生かした小

泉が得意とするシェーンベルク「浄められた夜」、シューマン「交響曲第４番」

というドイツ音楽プログラムで退任記念公演を見事に締めくくりました。 

１０月の第３１３回定期演奏会では再びパスカル・ヴェロの指揮のもと、アメ

リカ音楽プログラムを取り上げました。クラリネット首席ダビット・ヤジンスキ

ーをソリストに、難曲コリリアーノ「クラリネット協奏曲」に挑戦いたしました

が、８ヶ月におよぶ事前準備を経て臨んだヤジンスキーの熱演は作品の巨大さ

とあいまって無限の広がりを感じさせるものとなり、客席は大きな感動に包ま

れました。また本公演は、NHK･FM ラジオにより平成 30 年 3 月 26 日に放送

され、パスカル・ヴェロの退任とともに全国的に話題となりました。アンコール

でのバーンスタイン「ウェスト・サイド・ストーリー」では、会場を彩るハロウ

ィーンムードのなか、ステージも客席も一体となって「マンボ」を大合唱しまし

た。 

 １１月の第３１４回定期演奏会では、次期常任指揮者飯守泰次郎が登場。緻密

なリハーサルを積み重ねて濃密なモーツァルトの後期３大交響曲を熱演し、次

シーズンへの期待を大いにアピールしました。 

 翌年１月の第３１５回定期演奏会では、第６回仙台国際音楽コンクールヴァ

イオリン部門第３位の青木尚佳が登場し、超絶技巧を駆使したハチャトリアン

「ヴァイオリン協奏曲」を披露したほか、次期レジデント・コンダクター高関健

がシベリウスの傑作交響曲第５番で仙台フィルからロマンティックな表現を引

き出し、次シーズンに向けた仙台フィルの新たな方向性を感じさせる公演とな

りました。 

 ２月の第３１６回定期演奏会では、若手実力ピアニストとして人気の牛田智

大をソリストに迎え、自身初めてとなるリストのピアノ協奏曲第１番に挑みま

した。ベテラン渡邊一正の好サポートを得て持てる力を全て出し切った牛田の

演奏には大きな拍手が贈られました。後半、オーケストラの多彩な音色を駆使し

たシェエラザードでは、渡邊が仙台フィルを巧みに導き、ダイナミックレンジの

広い表現力を引き出しました。 

 ３月の第３１７回定期演奏会は、文字通り常任指揮者パスカル・ヴェロのさよ

ならコンサートとして、自国フランス楽曲の集大成プログラムとなりました。最



後のボレロでは、ソリストとなる楽団員ひとりひとりと別れを惜しみながら、ま

るで対話をするかのような光景が多くのお客さまの心を捉えました。定期演奏

会では異例のアンコールとしてシャブリエのハバネラが演奏された後、スペシ

ャルアンコールとしてシャンソン「枯葉」をヴェロが独唱すると自然に客席から

も歌声が加わりました。 

 

 

（２）特別演奏会（１０日：１１ステージ） 

７月に開催したサマーフェスティバルでは、デビュー１５周年を迎えた宮城

県気仙沼出身の実力派ヴォーカリスト畠山美由紀をゲストに迎え、「ふるさとへ

の想い」をテーマに全１４曲をお届けしました。異色のコラボということもあり、

新聞、雑誌、ラジオ、ネットニュースで広く紹介されたほか、公演の模様は NHK

総合テレビ情報番組で取り上げられ、東北６県に放送されました 

８月に岩沼・栗原で開催したマイタウンコンサートでは、名作として広く知ら

れるドヴォルザーク交響曲第９番「新世界より」を久しぶりに取り上げ、本格的

なシンフォニーを堪能していただきました。 

１０月には、多忙のため３月に惜しまれながらミュージック・パートナーを退

任した山田和樹が久しぶりに登場し、シベリウス「交響曲第２番」で、彼方まで

延びる北欧の大地を思わせるような表現を仙台フィルから引き出しました。 

１２月の第九特別演奏会には、巨匠尾高忠明を招聘し、充実したリハーサルの

もと、緊密なアンサンブルによる構築力に富んだ第九が展開されました。 

１月には、名曲コレクション（盛岡、福島、いわき）に、実力派として引く手

あまたの若手角田鋼亮が登場、次期指揮者としての契約を公表後初の共演とな

りました。今回から装いを新たに本格的交響曲作品を加えた第１弾チャイコフ

スキー「交響曲第５番」では、仙台フィルの持てる力の１２０％を常に求め続

け、今後の共同作業に期待感を醸成しました。 

 

平成２９年度に開催した主な特別演奏会は以下のとおりです。 

・オーケストラと遊んじゃおう 

・サマーフェスティバル２０１７ 畠山美由紀×仙台フィル 

・マイタウンコンサート 

・山田和樹×仙台フィル Vol.5 「ホライズン」 

・仙台フィル第九特別演奏会 

・名曲コレクション ｉｎ 盛岡・福島・いわき 

 

 

（３）依頼演奏会（７５日：８５公演） 

平成２９年度には、秋田県大仙市、大館市や福島県白河市など他県からの依頼

公演を数多く受注したほか、文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」（学

校訪問）を本年も１７公演受注。また仙台市教育委員会との連携による「青少年

のためのオーケストラ鑑賞会」をはじめとして、年末１２月にはソニー･ミュー



ジック・ファンデーションの招きにより読売日響との合同演奏による「第九」に

出演した他、映画音楽界の巨匠として知られる久石譲がプロデュースする公演

に出演、久石譲との初のコラボが実現しました。 

 

 

（４）室内楽（９０公演） 

平成２９年度も、オーケストラの演奏活動と共に、室内楽での演奏活動を仙台

市内のみに止まらず東北各地で行いました。また地域に根ざした音楽活動とし

て泉パークタウンにおいて多彩な室内楽コンサートを展開。宮城県内以外でも

岩手県、福島県の被災地域を中心とした室内楽コンサートを展開いたしました。 

 

 

 

３．青少年の音楽鑑賞及び演奏等に関する指導およびその普及 

（１）青少年のためのオーケストラ鑑賞会 

 仙台市教育委員会との連携により平成２９年度も日立システムズホール仙

台・コンサートホールを会場とし「青少年のためのオーケストラ鑑賞会」を    

１４回開催しました。 

 

（２）次代を担う子どもの文化芸術体験事業 

文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」（学校巡回公演）については、

栃木県、埼玉県、群馬県、福島県の小中学校１７校を訪れ、楽団員による事前の

ワークショップを含め多くの子供たちに生演奏の感動を届けました。 

 

 

 

４．その他目的達成のために必要な事業 

（１）演奏に必要な調査、研究 

８月に大阪で全国のオーケストラのステージマネージャーが集まり、それぞ

れのオーケストラにおける問題点を討議し、また、有益な情報を交換するステー

ジマネージャー会議が開催され、本会議に参加し情報交換をしました。 

 

 

（２）仙台フィルと第九をうたう合唱団等 

平成２９年も１０月に開催された「せんくら」と年末の「仙台フィル第九」に

向けた「仙台フィルと第九をうたう合唱団」を公募しました。その上で、オーデ

ィションの合格者で合唱団を編成し指導育成することで、アマチュアコーラス

の発展に寄与しました。 

 

 

（３）クリニック等 



例年通り、中学生、高校生に管楽器を中心として講習会などで実技指導を行っ

ており、８月には岩沼市、栗原市の中高校生を中心として、事前指導を行いマイ

タウンコンサートで地域の青少年との共演を行いました。 

 

 

（４）仙台ジュニアオーケストラ 

音楽監督平川範幸を迎え、新体制のもと１０月８日に定期演奏会を、そして平

成３０年３月２５日にスプリングコンサートを開催しました。加えて、平成２９

年度は８月８日から１０日にかけて岩手県花巻市における夏期合宿に参加、ジ

ュニアオーケストラのメンバーの指導を行いました、 

 

以 上 
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【参考資料】 

 

（１）定期演奏会（18 公演） 

・第 309 回～317 回（金・土・２回公演）  

会場：日立システムズホール仙台・コンサートホール 開演：金曜日午後 7 時 土曜日午後 3 時 

 

 

 

回 開催日 出 演 者 演 奏 曲 目  

309 5.19(金) 

20(土) 

指揮：パスカル・ヴェロ 

ピアノ：北端 祥人 

トランペット：森岡 正典 

シチェドリン：管弦楽のための協奏曲第 3 番 

ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第 1 番 ハ短調 作品 35 

シュニトケ：「道化師と子供たち」より 

ショスタコーヴィチ：交響曲第 9 番 変ホ長調 作品 70 

310 6.9(金) 

10(土) 

指揮：下野 竜也 

オーボエ：セリーヌ・モワ

ネ 

ロッシーニ：歌劇「アルジェのイタリア女」序曲 

モーツァルト：オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 

ドヴォルザーク：交響曲第 6 番 ニ長調 作品 60 

311 7.21(金) 

22(土) 

指揮:ガブリエル・フェルツ 

ヴァイオリン：有希 マヌエ

ラ・ヤンケ 

ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲 作品 56a 

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品 77 

ベートーヴェン：交響曲第 5 番 ハ短調 作品 67 「運命」 

312 9.15(土) 

9.16(日) 

指揮：小泉 和裕 モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲 

シェーンベルク：浄められた夜 作品 4 

シューマン：交響曲第 4 番 ニ短調 作品 120 

313 10.27(土) 

10.28(日) 

指揮：パスカル・ヴェロ 

クラリネット：ダビット・

ヤジンスキー 

バーバー：序曲「悪口学校」作品 5 

コリリアーノ：クラリネット協奏曲 

コープランド：バレエ組曲「ビリー・ザ・キッド」 

バーンスタイン：「ウェスト・サイド・ストーリー」より “シ

ンフォニック・ダンス” 

314 11.17(土) 

11.18(日) 

指揮：飯守 泰次郎 モーツァルト：交響曲第 39 番 変ホ長調 K.543 

モーツァルト：交響曲第 40 番 ト短調 K.550 

モーツァルト：交響曲第 41 番 ハ長調 K.551 「ジュピター」 

 

315 2017 年 

1.19(土) 

1.20(日) 

指揮：高関 健 

ヴァイオリン：青木 尚佳 

ベートーヴェン：序曲「レオノーレ」第 3 番 

ハチャトゥリアン：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 

シベリウス：交響曲第 5 番 変ホ長調 作品 82 

316 2.16(土) 

2.17(日) 

指揮：渡邊 一正 

ピアノ：牛田 智大 

リスト：交響詩「レ・プレリュード」 

リスト：ピアノ協奏曲第 1 番 変ホ長調 

リムスキー=コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」作品

35 

317 3.16(土) 

3.17(日) 

指揮：パスカル・ヴェロ 

ピアノ：横山 幸雄 

サティ：グノシエンヌ第 1 番、第 3 番 

   ジムノペディ第 1 番、第 2 番 

ダンディ：フランスの山人の歌による交響曲 作品 25 

ラヴェル：高雅で感傷的なワルツ 

ラヴェル：ラ・ヴァルス 

ラヴェル：ボレロ 



  

（２）特別演奏会（11 公演）   

 

 開催日 出 演 者 演 奏 曲 目  

オーケストラと

遊んじゃおう 

4.2(日) 

[２回] 

指揮：岩村 力 

ゲスト：中村 萌子   

スーザ：星条旗よ永遠なれ 

萌子おねえさんと遊んじゃおう 

芥川也寸志：Do・Re・Mi・Fa・Sol・La・Si・Do    

他 

※開演前に楽器博物館を開催。 

ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

2017 

7.29(土) 

 

指揮：鈴木織衛 

ゲスト：畠山美由紀 他 

わが美しき故郷よ 

歌で逢いましょう 

ウィスキーがお好きでしょ 

テネシーワルツ   他 

マイタウン 

コンサート 

In 岩沼 In 栗原 

 

 

8.26(土) 

8.27(日) 

 

指揮：平川 範幸 

フルート：戸田 敦（仙台

フィル首席） 

ホルン：須田 一之（仙台

フィル首席） 

スッペ：喜歌劇「詩人と農夫」序曲 

ドップラー：ハンガリー田園幻想曲 

モーツァルト：ホルン協奏曲第 1 番ニ長調 

ロバート・Ｗ・スミス：エンカント（地元中高生と仙

台フィルとの共演） 

ドヴォルザーク：交響曲第 9 番「新世界より」 

山田和樹 

「ホライズン」 

10.22(日) 

 

指揮：山田和樹 

ピアノ：キム・ヒョンジュ

ン 

シベリウス：「カレリア」組曲 

グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調 

シベリウス：交響曲第２番ニ長調                     

もりのみやこの 

ふれあい 

コンサート 

12.8(金) 指揮：平川 範幸 

 

モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲 

エルガー：愛の挨拶 

外山雄三：管弦楽のためのラプソディ 

グリーク：ペールギュント組曲第一番                     

他 

第九特別 12.18(日) 

 

指揮：尾高 忠明 

ｿﾌﾟﾗﾉ：伊藤 晴 

ﾒｿﾞ・ｿﾌﾟﾗﾉ：金子 美香 

ﾃﾉｰﾙ：升島 唯博 

ﾊﾞﾘﾄﾝ：山下 浩司 

合唱：第九を歌う合唱団他 

ベートーヴェン：バレエ音楽「プロメテウスの創造物」

序曲 作品 43 

ベートーヴェン：交響曲第９番ニ短調 作品 125 

                      

名曲ｺﾚｸｼｮﾝ 2018 年 

1.6(土)

盛岡 

1.7(日)

福島 

1.8(祝)

いわき 

指揮：角田 鋼亮 

 

J.シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲 

J.シュトラウスⅡ：ポルカ「雷鳴と電光」 

ヨーゼフ・シュトラウス：ポルカ「鍛冶屋」 

J.シュトラウスⅡ：エジプト行進曲 

J.シュトラウスⅡ：ワルツ「ウィーン気質」 

チャイコフスキー：交響曲第 5 番 ホ短調 作品 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（３）依頼演奏会（85 公演） 

 

主  催  者 公 演 数 備 考 

文化庁（文化芸術による子供の育成事業） 17 公演  

仙台市教育委員会等 

（青少年のためのオーケストラ鑑賞会） 
14 公演  

仙  台  市  (含む関係団体) 

     
 6 公演  

宮  城  県（芸術銀河スペシャルコンサート 

ほか） 

（地方音楽会） 

 2 公演 

 

2 公演 

 

東北電力（親子コンサート） 2 公演  

七十七銀行（スターライトシンフォニーほか）  3 公演  

藤 崎  （ニューイヤーコンサート）  1 公演  

一 般 依 頼  各種コンサート 38 公演  

  
 

依頼公演合計 85 回  

   

 



  

依頼演奏会（85 公演） 

開催日 演奏会名 出 演 者 主催者等 

4.14(金) 
NHK チャリティコンサート 

 (郡山市民文化センター) 

指揮：藤野浩一 

ゲスト：石川さゆり 

他 

主催：NHK 仙台放送局 

4.24(月) 
樋口達哉 (CD 録音) 

(日立システムズホール仙台） 
樋口達哉 依頼：樋口達哉 

4.26(水) 
県民ロビーコンサート 

(宮城県庁ロビー) 

指揮：佐々木新平 

 
主催：宮城県 

4.30(日) 
ハウス食品コンサート 

(東北大学萩ホール) 

指揮：竹本泰蔵 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：寺下真理子 

ﾋﾟｱﾉ：CHIAKi 

主催：ハウス食品 

5.26(金) 

5.27(土) 

5.28(日) 

[３公演] 

杜の都のコンサート 

(ＪＲ仙台駅構内) 

 

指揮：新田ユリ 

ｿﾘｽﾄ：藤元高輝 他 
主催：東日本鉄道文化財団 

6.2(金) 
七十七ふれあいコンサート 

 (多賀城市立天真小学校) 
指揮：松井慶太 主催：七十七銀行 

6.4(日) 
名曲が紡ぐ“愛”の物語 

 (石巻遊楽館) 

指揮：角田鋼亮 

司会：柳生聡子 
主催：石巻市芸術文化振興財団 

6.14(水) 

15(木) 

16(金) 

［３公演］ 

文化芸術による子供の育成事業 

(栃木県立盲学校) 

(宇都宮短期大学付属中学校) 

(高崎市立新町第二小学校) 
 

指揮：松村秀明 主催：文化庁 

6.19(月) 

20(火) 

21(水) 

22(木) 

23(金) 

［5 公演］ 

文化芸術による子供の育成事業 

(越谷市立北陽中学校) 

(美里町立大沢小学校) 

(秩父市立荒川東小学校) 

(皆野町立国神小学校) 

(行田市立中央小学校) 

指揮：松村秀明 主催：文化庁 

6.29(木) 

ベガルタ仙台スペシャルゲーム用 

映像作品収録 

(交流ホール) 

指揮：平川範幸 主催：ベガルタ仙台 

7.3(月) 
仙台市市制施行記念演奏会 

(イズミティ２１・大ホール) 

指揮：石川星太郎 

ピアノ：ｴｳﾞｧﾝ･ｳｫﾝ 
主催：仙台市 

7.5(水) 

6(木) 

7(金) 

[6 公演] 

青少年のためのオーケストラ鑑賞会 

(日立システムズホール仙台） 

指揮：鈴木織衛 

 
主催：仙台市市民文化事業団 

7.9(日) 
オーケストラとあそぼう 

(いわきアリオス) 
指揮：岩村 力 主催：いわき芸術文化交流館 

7.12(水) 
大沢中学校創立 70 周年記念演奏会 

(仙台市立大沢中学校) 
指揮：村松秀明 主催：大沢中学校 OB 

7.17(月) 
ｸﾞﾘｰﾝ･ｳｯﾄﾞ･ﾊｰﾓﾆｰ第 65 回記念定期演奏会 

（東北大学萩ホール） 

指揮：今井邦男 

ｿﾌﾟﾗﾉ：渡辺まゆみ 

       他 

主催：ｸﾞﾘｰﾝｳｯﾄﾞﾊｰﾓﾆｰ 

8.5(土) 
オーケストラと遊ぼう！ 

(白河文化交流館コミネス) 
指揮：田中祐子 主催：白河文化交流館 



  

9.2(土) 

3(日) 

仙台オペラ協会公演 

(東京エレクトロンホール宮城) 

指揮：船橋洋介 

共演：仙台ｵﾍﾟﾗ協会 
主催：仙台オペラ協会 

9.7(木) 
酒田共同火力仙台フィルコンサート 

(酒田ホール) 

指揮：小泉和裕 

ｿﾘｽﾄ：ﾛｼﾞｪ･ﾑﾗﾉ 
主催：酒田共同火力 

9.10(日) 
北海道新幹線開業1周年記念仙台ﾌｨﾙｺﾝｻｰﾄ 

(函館市民会館) 

指揮：広上淳一 

ｿﾘｽﾄ：岡田奏 
主催：函館市民会館 

9.18(月) 
野草園萩祭りコンサート 

(仙台市野草園) 

指揮：高井優希 

共演：仙台童謡愛好

会 

主催：仙台市野草園 

9.23(土) 
仙台フィル＆秀光ジョイントコンサート 

(ゼルコバホール) 

指揮：ｼｽﾞｵ・Z・ｸﾜﾊﾗ 

ｿﾌﾟﾗﾉ：田村祐子 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：神谷未穂 

主催：仙台育英学園 

9.29(金) 

9.30(土) 

10. 1(日) 

［5 公演］ 

仙台クラシックフェスティバル 

(イズミティ 21) 

指揮：現田茂夫 

ｿﾘｽﾄ：上原彩子 

      渡辺玲子 他 

主催：仙台市市民文化事業団 

10.10(火) 

10.11(火) 

10.12(火) 

10.13(火) 

［４公演］ 

文化芸術による子供の育成事業 

(遊佐町立藤崎小学校) 

(古殿町立古殿小学校) 

(いわき市立小名浜第三小学校) 

(小野町立小野新町小学校) 

指揮：平川範幸 主催：文化庁 

10.16(月) 

17(火) 

18(水) 

19(木) 

［４公演］ 

文化芸術による子供の育成事業 

(白河市立大屋小学校) 

(郡山市立逢瀬中学校 会場は多田野小学校) 

(石川町立野木沢小学校) 

(館林市立第三小学校) 

指揮：平川範幸 主催：文化庁 

11.3(金) 
大仙市音楽祭 0 歳児からのオーケストラ 

(大曲市民会館) 
指揮：松村秀明 主催：大仙市総合市民会館 

11.4(土) 

[２公演] 

大仙市音楽祭中学生のためのｵｰｹｽﾄﾗ 

(大曲市民会館) 
指揮：松村秀明 主催：大仙市総合市民会館 

11.5(日) 
大仙市音楽祭市民のためのオーケストラ 

(大曲市民会館) 
指揮：飯守泰次郎 主催：大仙市総合市民会館 

11.7(火) 

8(水) 

9(木) 

10(金) 

［8 公演］ 

青少年のためのオーケストラ鑑賞会 

(日立システムズホール仙台) 
指揮：鈴木織衛 

主催：仙台市 

   仙台市市民文化事業団 

11.23(木) 

名取市文化会館開館 20 周年記念仙台フィ

ルコンサート 

(名取市市民会館・大ホール) 

指揮：角田鋼亮 

ｿﾘｽﾄ：三宅進 
主催：名取市文化振興財団 

11.25(土) 
JAF コンサート音楽日和 

(イズミティ２１） 

指揮：鈴木織衛 

ｿﾘｽﾄ：秋川雅史 
主催：日本自動車連盟 

11.28(火) 
七十七ふれあいコンサート 

(松島中学校) 
指揮：平川範幸 主催：七十七銀行 

11.29(水) 

文化庁追加公演 

(幸手市立さくら小学校 会場はｱﾙｶｽ幸手

さくらﾎｰﾙ) 

指揮：平川範幸 主催：文化庁 



  

12.3(日) 
東北文化学園大学第九演奏会 

 (東京エレクトロンホール宮城) 

指揮：飯森範親 

ｿﾘｽﾄ：早坂智子 他 
主催：東北文化学園大学 

12.10(日) 
東北電力ファミリー名曲コンサート 

 (聖篭町文化会館) 

指揮：鈴木織衛 

 
主催：東北電力 

12.14(木) 
七十七スターライトシンフォニー 

 (東京エレクトロンホール宮城) 

指揮：柳澤寿男 

ゲスト：八神純子 
主催：七十七銀行 

12.17(日) 
岩沼第九演奏会 

(岩沼市民会館) 

指揮：岩村力 

ｿﾌﾟﾗﾉ：今野沙知恵 

他 

合唱：みんなでうたう

第九の会 

主催：みんなで歌う第九の会 

12.20(水) 
久石譲コンサート 2017in 仙台 

(東京エレクトロンホール宮城) 

指揮：久石譲 

ｿﾌﾟﾗﾉ：安井陽子 他 

合唱：仙台宗教音楽

合唱団    他 

主催：キョードー東北 

12.27(水) 
仙台ﾌｨﾙ×読響「第九ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ」 

(東京オペラシティ) 

指揮：山田和樹 

ｿﾌﾟﾗﾉ：澤江衣里  

       他 

合唱：東京混声 

合唱団 他 

主催：ソニーミュージックファ

ンデーション 

12.31(日) 

東北放送開局 65 周年記念 

ジルベスター・ガラ・コンサート 2017 

 (萩ホール) 

指揮：園田隆一郎 

ｿﾌﾟﾗﾉ：林正子 

 

主催：東北放送、河北新報 

2018 年 

１.9(火) 

藤崎「ニューイヤーコンサート 2018」 

(電力ホール) 
指揮：角田鋼亮 主催：藤崎 

 

1.13(土) 

大館市民文化会館 35 周年記念 

ニューイヤーコンサート 

(大館市民文化会館) 

指揮：角田鋼亮 

ｿﾘｽﾄ：須川展也 
主催：大館市民文化会館 

1.28(日) 大船渡第九演奏会(大船渡リアスホール) 

指揮：山本一史 

ｿﾘｽﾄ：土井尻明子 

     他 

主催：けせん第九を歌う会 

1.30(火) 
オーケストラ・スタンダード Vol.20 

 (日立システムズホール仙台） 
指揮：山本一史 主催：仙台市市民文化事業団 

2.3(土) 
新進演奏家育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／ｵｰｹｽﾄﾗｼﾘｰｽﾞ 

(日立システムズホール仙台） 

指揮：鈴木織衛 

ｿﾘｽﾄ：小野綾子 他 
主催：日本演奏連盟 

2.10(土) 

 

宮城県地方音楽会 

 (気仙沼市民会館) 
指揮：平川範幸 主催：宮城県、気仙沼市 

2.11(日) 
宮城県地方音楽会 

 (七ヶ浜国際村ホール) 
指揮：平川範幸 主催：宮城県、七ヶ浜町 

2.20(火) 
芸術銀河スペシャルコンサート 

 (東京エレクトロンホール宮城) 

指揮：鈴木織衛 

ｿﾘｽﾄ：佐藤彦大 他 
主催：宮城県 

2.25(日) 
コンサートオペラ Vol.5 

 (秋田アトリオン) 

指揮：村上寿昭 

ｿﾘｽﾄ：大山大介 他 
主催：秋田アトリオン事業部 

2.28(水) 
オーケストラ・スタンダード Vol.21 

 (日立システムズホール仙台） 
指揮：角田鋼亮 主催：仙台市市民文化事業団 

3.4(日)  
東北電力ファミリー名曲コンサート 

(白石ホワイトキューブ) 
指揮：鈴木織衛 主催：東北電力 

3.10 (土) 
みんなでつくる復興コンサート 

 (東北大学萩ホール) 

指揮：田中祐子 

ゲスト：井上芳雄 

合唱：仙台南高校合

唱部 

主催：東北放送、河北新報社、

OTTAVA 



  

3.18(日) 
仙台フィル上田公演 

 (上田市サントミューゼ) 

指揮：ﾊﾟｽｶﾙ･ｳﾞｪﾛ 

ｿﾘｽﾄ：横山幸雄 

主催：上田市交流文化芸術セン

ター 

3.21(水) 
晋平・辰之メモリアル/仙台ﾌｨﾙコンサート 

(中野市民会館) 

指揮：松井慶太 

ｿﾘｽﾄ：戸田敦 
主催：中野市 

 


