
9999 月月月月 28282828 日（日（日（日（土土土土））））                                                                                                                                                                                    

仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅 

公演時間 出演 プログラム 

11:00～11:30 佐々木真美、齋藤みずほ、 

菅野千尋 

フルート･ピアノ ジミー・ドッド：ミッキーマウス・マーチ  

クーラウ：三重奏曲 op.119 第 1 楽章  

ニューシネマパラダイス・メドレー 

日本の四季・メドレー 

ドップラー：アメリカ小二重奏曲 op.37  

12:30～13:00 Tempo di Camerata 合唱･ピアノ 秋のメドレー(里の秋～紅葉～七つの子～赤とんぼ) 

ヘンデル：歌劇≪リナルド≫より「私を泣かせて下さい」  

ガーシュイン：パリのアメリカ人  

グノー：歌劇≪ロミオとジュリエット≫より「私は夢に生きた

い」 

ビゼー：歌劇≪カルメン≫より「友よ、祝いの酒を～闘牛

士の歌」  

F.Chiara/E.Morricone：Nella Fantasia(ネッラ ファンタジア) 

13:30～14:00 アクロス･ザ･ウォーター ギター･ブズーキ･ 

ヴァイオリン 

アーカディのジグのセット 

Windkils 

アイルランド民謡：ダニー・ボーイ(ロンドンデリーの歌)   

ソーラス：Doireann's Waltz  

ター・ロード・トゥ・スライゴー 

ポルカ 

岩田唯男 作詞/菅野栄 作曲：土湯賛歌  

14:30～15:00 フルートアンサンブル･ 

ラ･フォンテーヌ 

フルート フルーツパフェ 

J.S.バッハ：主よ人の望みの喜びよ  

J.S.バッハ：目覚めよと呼ぶ声あり  

チャイコフスキー/Morland 編曲：くるみ割り人形  

カーペンターズ：トップ・オブ・ザ・ワールド 

三浦真理：想い出は銀の笛  

菅野よう子：花は咲く  

15:30～16:00 木管五重奏 エマイヨン フルート･オーボエ･

ファゴット･ホルン 

大友良英/市川克明 編曲：ＮＨＫ連続テレビ小説「あまち

ゃん」オープニングテーマ  

チャイコフスキー/Guy de Cheyron 編曲：バレエ音楽≪くる

み割り人形≫組曲より「序曲」、「行進曲」、「金平糖の踊

り」、「トレパーク」、「葦笛の踊り」、「花のワルツ」  

久石譲/大森洋一 編曲：スタジオジブリ・メドレー  

 

 



9999 月月月月 29292929 日（日（日（日（日日日日））））    

仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅 

11:00～11:30 Vinculum 合唱･ピアノ 工藤直子 作詞/木下牧子 作曲：いっしょに  

木下牧子：ロマンチストの豚 

ヴェルディ：歌劇≪ナブッコ≫より「行け、わが想いよ黄金

の翼に乗って」 

讃美歌：アヴェ・ヴェルム・コルプス(まことのおからだ)   

聖歌：Hail Holy Queen   

菅野よう子：花は咲く  

なかにしあかね：今日もひとつ 

12:30～13:00 仙台ジュニアオーケストラ 

団員有志 

ホルン･フルート･ 

弦楽合奏 

【弦楽アンサンブル】 

W.A.モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより第 1

楽章  

【ホルンアンサンブル】 

作曲者不詳：狩りの家路  

シューベルト：菩提樹 

ウェーバー/「魔弾の射主」より 狩人の合唱 

【フルートアンサンブル】 

伊藤康英：『フルーツ・パフェ～4 本のフルートのための組

曲～』より「チョコレート・ダモーレ」  

八木澤教司：コロラトゥーラ  

13:30～14:00 仙台ギターデュオ クラシックギター   ファン・カルロス・コビアン/飯泉昌宏 編曲：酔いどれたち  

アンヘル・ビジョルド/飯泉昌宏 編曲：エル・チョクロ 

長岡克己：kaze   

長岡克己：Rui 

14:30～15:00 アンサンブル プティ･フール フルート・ヴァイオリ

ン・チェロ・チェンバ

ロ(クラビノーバ) 

J.J.クヴァンツ：フルート、ヴァイオリンと通奏低音のため

のトリオソナタ ト長調  

パッヘルベル：カノン  

J.S.バッハ：G線上のアリア  

J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ  

七つの子 

15:30～16:00 合唱団コール・ユーベル 合唱 さとうよしみ 作詞/大中恩 作曲：犬のおまわりさん  

田中 ナナ 作詞/中田喜直 作曲：おかあさん  

サトーハチロー 作詞/中田喜直 作曲：ベンのこうしのこ  

阪田寛夫 作詞/大中恩 作曲：おなかのへるうた  

小林 純一 作詞/中田喜直 作曲：もんく  

小田切清光 作詞/鈴木憲夫 作曲：混声合唱組曲『ほほ

えみ』より「ほほえみ」  

尾崎左永子 作詞/佐藤眞 作曲：混声合唱のための組

曲『蔵王』より「蔵王讃歌」 

山之井慎 作詞/佐藤 眞作曲/混声合唱のための組曲

『旅』より「村の小径で」  



坂村真民 作詞/鈴木憲夫 作曲：混声合唱組曲『二度と

ない人生だから』より「二度とない人生だから」  

10101010 月月月月 5555 日（日（日（日（土土土土））））    

仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅 

11:00～11:30 操春会 琴･尺八 瀧廉太郎/六月宗明 編曲：荒城の月  

野村正峰：紫の幻想  

野村正峰：篝火 

12:30～13:00 チルコロ･マンドリニスティコ･

フローラ 

マンドリン･マンドラ

テノール･マンドロン

チェロ･ギター 

高橋五郎 編曲：オー･ソーレ･ミオ  

高橋五郎 編曲：サンタ･ルチア 

成田為三：浜辺の歌 

滝廉太郎：荒城の月  

ヴィヴァルディ：マンドリン協奏曲ハ長調第 1 楽章  

古賀政男：丘を越えて  

リチャード・カーペンター：トップオブザワールド 

リチャード･カーペンター：青春の輝き  

13:30～14:00 ハンドベル クワイヤ  

ブルーベル 

ハンドベル   G.F ヘンデル l：Allegro Maestoso 

イギリス民謡：What Child Is This 

C.サン=サーンス：The Swan  

シューベルト/マーキュリオ編曲：天使の合唱  

スコットランド民謡：The Skye Boat Song 

J.S.バッハ：Blessed Assurance 

中田章、中田喜直：日本の四季 

14:30～15:00 オカリナ TS オカリナ・アコーディ

オン 

讃美歌：アメージンググレース  

アンデス民謡：コンドルはとんでいく  

小さなヨーデル 

ラ･フェスタ 

宗次朗：大黄河 

チャルダッシュ 

花まつり 

葉加瀬太郎：情熱大陸  

15:30～16:00 仙台オーボエクラブ「Aulos」 オーボエ･イングリッ

シュホルン 

4 羽の白鳥の踊り 

アメイジング・グレイス  

ハンガリーダンス No.5 

剣の舞 ほか 

    

    

    

    



旭ヶ丘駅旭ヶ丘駅旭ヶ丘駅旭ヶ丘駅 

11:45～12:15 菊池由梨、長岡亜紀子 フルート･ピアノ ビゼー：アルルの女  

P.ゴーベール：ファンタジー  

リムスキー・コルサコフ：熊蜂の飛行 

M.モンティ：チャルダッシュ 

12:30～13:00 江草･荒澤 トランペット 

デュオ 

トランペット･ピアノ おお シャンゼリゼ 

羊たちは安らかに草をはみ 

ラグタイム・ダンス 

いつくしみ 深き 

赤とんぼ 

アヴェ ヴェルム コルプス 

歌劇≪カルメン≫よりメドレー 

13:30～14:00 渡邊みづき、佐竹直美 ソプラノ・ピアノ   久石譲：Stand Alone NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」

メインテーマより  

野上彰 作詞/小林秀雄 作曲：落葉松   

林古渓 作詩/成田為三 作曲：浜辺の歌  

三木露風 作詞/山田耕筰 作曲：赤とんぼ  

北原白秋 作詞/山田耕筰 作曲：からたちの花  

新井満 日本語詞・作曲：千の風になって 

14:15～14:45 菊地拓郎 ピアノ J.パッヘルベル：パッヘルベルのカノン ：  

いずみたく：見上げてごらん夜の星を 

讃美歌：アメージンググレイス 

菊地拓郎：杜の風  

菊地拓郎：せせらぎ  

菊地拓郎：青葉の薫り 

 

15:15～15:45 しかし MP がたりない フルート･クラリネッ

ト･トランペット･トロ

ンボーン･ピアノ･キ

ーボード･ギター･ソ

プラノ 

≪ファイナルファンタジー X≫より：ザナルカンドにて  

≪モンスターハンター 3rd≫より：生命ある者へ  

≪クロノクロス≫より：時の傷痕  

≪ドラゴンクエスト V、VI、VII≫より：王宮メドレー 

≪スーパーマリオブラザーズ≫より：ステージ 1  

≪女神異聞録 ペルソナ≫より：全ての人の魂の詩  

≪ファイナルファンタジー IX≫より：Vamo' alla flamenco 

≪ファイナルファンタジー IX≫より：Melodies of life  

 

 

 

 

 

 



10101010 月月月月 6666 日（日（日（日（日日日日））））    

仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅 

11:00～11:30 ベル・ヴァン仙台 ラピス オカリナ・アコーディ

オン 

サイモン&ガーファンクル/信長高富 編曲：スカボロー・フ

ェア  

荒井由美：ユーミン・メドレー 

すぎやまこういち：恋のフーガ  

三木たかし：時の流れに身をまかせ 

シューベルト：アヴェ・マリア 

ヘンデル/榎本正一：バロック・メドレー 

12:30～13:00 Dozen Notes 

（ダーズンノーツ） 

クラリネット･キーボ

ード 

Sound of the Ground 

宮崎駿『となりのトトロ』より：トトロ・メドレー  

ブラームス：ハンガリー舞曲 第 5 番  

齋藤めぐむ：スカイスケッチ  

金田祐介：コーラルブルー 

アイルランド民謡：ダニーボーイ(ロンドンテリーの歌)   

色葉散る 

13:30～14:00 菊田美絵子、佐藤和貴 ソプラノ・ピアノ   山田耕筰：紅殻とんぼ(べにがらとんぼ) 

山田耕筰：あかとんぼ 

小林秀雄：落葉松 

Gounod：Le soir(夕暮れ) 

ビゼー：歌劇≪カルメン≫より「ハバネラ」 

ドボルザーク：歌劇≪ルサルカ≫より「月に寄せるうた」 

14:30～15:00 千田康司 アコーディオン ギュス･ヴィズール：甘い喜び  

ギュス･ヴィズール：漂泊の心  

ギュス･ヴィズール：モントーバンの火  

ペトリ・マッコネン：ディスコ･タンゴ  

15:30～16:00 混声合唱団  

クール･リュミエール 

合唱･ピアノ M.キュッス：アムール河の波  

菅野よう子：花は咲く  

小倉尚継：あいや節幻想曲 

高田三郎：どこかが違う  

J.シュトラウス：ラデツキー行進曲 

岡野貞一：ふるさと  

    

    

    

    

    

    

    



旭ヶ丘駅旭ヶ丘駅旭ヶ丘駅旭ヶ丘駅 

11:45～12:15 アンサンブル”J” トランペット・ピアノ ビゼー：歌劇≪カルメン≫より 

前奏曲、ハバネラ、衛兵の交代、セギディーリャ、アルカラ

の竜騎兵、ジプシーの踊り、間奏曲、アラゴネーズ、闘牛

士の歌 

12:30～13:00 高橋 咲千子 ピアノ ショパン：エチュード op.10-12「革命」  

ショパン：ノクターン op.9-2 

シューマン：『幻想小曲集』より「飛翔」 op.12-2  

ベートーヴェン：エリーゼのために WoO.59 

ショパン：子犬のワルツ op.64-1  

リスト：愛の夢 3番  

ショパン：幻想即興曲 op.66  

13:30～14:00 H2A 女子部 サックス･ピアノ   中田章/島津秀雄 編曲：早春賦  

中田喜直/島津秀雄 編曲：夏の思い出 

中田喜直/島津秀雄 編曲：ちいさい秋みつけた 

作曲者不詳/島津秀雄 編曲：冬景色  

山田耕筰/島津秀雄 編曲：からたちの花  

越谷達え助/島津秀雄 編曲：初恋  

アイルランド民謡/啼鵬 編曲：庭の千草  

14:15～14:45 ちーむ ぎゃっぱーず フルート･ピアノ J.P.スーザ：リバティ・ベル 

トラディショナル・チューン・オブ・スコットランド 

S.ジョプリン：エンターテイナー  

讃美歌：アヴェ・ヴェルム・コルプス 

L.アンダーソン：ワルツィング・キャット 

L.アンダーソン：シンコペーテッド・クロック 

R.ロジャース：サウンド・オブ・ミュージック  

伊藤康英：『フルーツ・パフェ～4 本のフルートのための組

曲～』より「チョコレート・ダモーレ」  

J.P..スーザ：星条旗よ永遠なれ  

15:15～15:45 CANARY (カナリー) ピアノ J.S.バッハ：目覚めよと呼ぶ声有  

W.A.モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより第 1

楽章 

G.ホルスト/坂本昌之 編曲：組曲≪惑星≫より「ジュピタ

ー」 

S.ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第 2番より第 1 楽章 

岡野貞一：故郷  

 


