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エル・パーク仙台 エル・パーク仙台 太白区文化センター 仙台銀行ホール イズミティ21日立システムズホール仙台（青年文化センター）

コンサートホール
（指定・796席）

パフォーマンス広場
（指定・200席）

シアターホール
（指定・494席）

交流ホール
（指定・250席）

ギャラリーホール
（自由・248席）

スタジオホール
（自由・120席）

展示ホール
（自由・120席）

楽楽楽ホール
（指定・544席）

ら   ら   ら

小ホール
（指定・403席）

大ホール
（指定・1450席）A B C D E F G H I J

※出演者、曲目等は変更になることがございます。変更の場合は、公式ホームページにてお知らせいたします。※公演によって、料金、公演時間、入場できる年齢が異なりますので、公演スケジュールをお確かめください。※残席がある場合、当日券は会場もしくは    チケットぴあにてご購入できます。

Pコード：597-740 Pコード：597-741 Pコード：597-744 Pコード：597-745 Pコード：597-748 Pコード：597-749Pコード：597-747Pコード：597-746Pコード：597-742 Pコード：597-743

開場は開演時間の30分前の予定です。3歳から有料です。 3歳以上入場可

3歳以上は有料、専用の座席を使用しない満3歳未満の方は、大人1名につき1名のみ無料です。0歳以上入場可
当日券は大人（高校生以上）のみ

各料金200円増

2 1,500円 小学生以上入場可

14：30～15：30

舘野 泉（ピアノ）
ヤンネ 舘野（ヴァイオリン）

舘野泉＆ヤンネ舘野 
デュオ・リサイタル
～ピアノソロ～
J.S.バッハ/ブラームス：シャコンヌ
スクリャービン：前奏曲と夜想曲 Op.9
光永浩一郎：サムライ
光永浩一郎：組曲「オルフェウスの涙」
より 第3曲アリア
～ヤンネ舘野とともに～
谷川賢作：スケッチ・オブ・ジャズ2より
アンリーズナブル・パッション　
エンドレス・エクスキューズ　
ア・ソング・アフター・ダーク
ピアソラ/帝鵬：ブエノスアイレスの夏
ピアソラ/帝鵬：悪魔のロマンス　　

3 1,500円 小学生以上入場可

19：00～20：00

山下 洋輔（ピアノ）

山下洋輔クラシカル・ナイト
サプライズ・プログラム!
山下洋輔 インプロヴィゼーションの世界
クラシックの曲を素材にインプロヴィ
ゼーション（即興）を繰り広げます!

4 1,000円 3歳以上入場可

13：15～14：00
助川ブラザーズ（アンサンブル）
（ギター：助川太郎、コントラバス：助川龍）

響きあう日本とブラジルの唄
助川ブラザーズ - 謡 UTAI -
昭和の名曲、唱歌～サウダージへ
中田章：早春賦
宮川泰：恋のバカンス
米山正夫：リンゴ追分
岡野貞一：朧月夜
服部良一：蘇州夜曲
ヴァジーコ：ヴィラの魅惑
ピシンギーニャ：カリニョーゾ
ほか

5 1,000円 3歳以上入場可

17：45～18：30
神谷 未穂、小池 まどか（ヴァイオリン）
エマニュエル・ジラール（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
梅津 樹子（チェンバロ）

テレマンが憧れた
18世紀のパリ黄金期へ!
テレマン：
パリ四重奏曲 第2番
パリ四重奏曲 第3番

6 1,000円 3歳以上入場可

15：45～16：30
西村 悟（テノール）
加耒 徹（バリトン）
石野 真穂（ピアノ）

アモーレ!西村悟&加耒徹の
イタリア 愛の歌
トスティ：マレキアーレ
トスティ：理想の人
トスティ：最後の口付け
ジョルダーニ：カーロミオベン
カルディッロ：カタリカタリ
デ・クルティス：勿忘草
ディ・カプア：マリア・マリ!
ディ・カプア：オー・ソーレ・ミオ
プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より もうミミは帰らない

7 1,000円 3歳以上入場可

18：00～18：45
スギテツ（アンサンブル）
浅野 祥（津軽三味線）

スギテツ＆浅野祥の
ザッツ・サムライ・クラシック!
北辰一刀流の舞
ラ・津軽じょんガネラ
日本舞曲第5番
民謡メドレー
ほか

8 1,000円 3歳以上入場可

12：15～13：00
Legacy of Act（アンサンブル）
（ヴィオラ：井野邉大輔、クラリネット：鈴木雄大、
  ピアノ：三輪郁）

Legacy of Act
-受け継がれていくもの-
名曲は“有名曲”のみならず!
ブルッフ：8つの小品
ほか

10 1,000円 3歳以上入場可

11：30～12：15
藤原 道山（尺八）
村澤 寶山（尺八、箏）

藤原道山が贈る「和の響き」
邦楽プログラム!
流祖 中尾都山：慷月調
杵屋正邦：明鏡
作者不詳：アメージング･グレイス
藤原道山：空

11 1,000円 0歳以上入場可

14：00～14：45
神田 将（エレクトーン）

神田将 0歳からのコンサート
エレクトーンで感じるクラシック
のはじけるビート
ハチャトゥリアン：剣の舞　
ビゼー：「アルルの女」より ファランドール
チャイコフスキー：バレエ「眠れる森の美女」より ワルツ
ロジャース：「サウンド・オブ・ミュージック」 メドレー
ラヴェル：「マ・メール・ロワ」より 妖精の園
ホルスト：組曲「惑星」より 木星
ほか　

12 1,000円 3歳以上入場可

16：15～17：00
イリーナ･メジューエワ（ピアノ）
イリーナ・メジューエワ ピアノ名作集
ショパン：幻想即興曲
ショパン：小犬のワルツ 
ショパン：ワルツ Op.64-2
メンデルスゾーン：ヴェネツィアの舟歌 
メンデルスゾーン：春の歌 
グリーグ：アリエッタ 
グリーグ：子守歌 
グリーグ：蝶々 
グリーグ：春に寄す 
ドビュッシー：「ベルガマスク組曲」より 月の光
ドビュッシー：沈める寺
ラフマニノフ：プレリュード Op.3-2

13 1,000円 3歳以上入場可

18：30～19：15

三宅 進（チェロ）
美野 春樹（ピアノ）

MIYAKE’s BAR
ベートーヴェン：ソナチネ 「マンドリンのた
めのソナチネ」より
チャイコフスキー：「四季」より 10月「秋の歌」
ボズ・スキャッグス：We're All Alone
バーンスタイン/美野春樹：「ウエスト・サ
イド・ストーリー」より Maria
ほか

14 1,000円 0歳以上入場可

10：30～11：15
音楽隊うたうたう（アンサンブル）
（ソプラノ：草刈理恵子、バリトン：草刈伸明、
 ピアノ：庄司美知子）

“音楽隊うたうたう”
0歳からのコンサート
みんなで歌おう懐かしい童謡・歌
い継ぎたい名曲たち
谷口國博：バスに乗って
楽しくうたおう動物の歌! ぞうさん～小鳥
のうた～
こぶた・たぬき・きつね・ねこ ほか
童謡メドレー：ドロップの歌～アイスクリー
ムの歌～おもちゃのチャチャチャ～トマト
野口雨情/本居長世：七つの子
モーツァルト：歌劇「魔笛」より
パパパの二重唱
レハール：メリー・ウィドウ・ワルツ
荒木とよひさ/三木たかし：心の瞳
ほか

17 1,000円 0歳以上入場可

10：30～11：15
神谷 未穂（ヴァイオリン）
望月 優芽子（ピアノ）

神谷未穂の0歳からのコンサート
～素敵な音楽の世界へ マーチ!
イエッセル：おもちゃの兵隊の行進曲　
エルガー：愛の挨拶　
ドビュッシー：「子供の領分」より ゴリ
ウォーグのケークウォーク　
ディニーク：ひばり　
ショパン：小犬のワルツ（ピアノソロ）
リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行　
モーツァルト：トルコ行進曲
ドビュッシー：「ベルガマスク組曲」より 月の光
～みんな大好きアニメメドレー～
久石譲：さんぽ
三木たかし：アンパンマンマーチ
黒須克彦：夢をかなえてドラえもん
モンティ： チャールダーシュ

15 1,000円 3歳以上入場可

11：45～12：30
溝口 肇（チェロ）
山口 ちなみ（ピアノ）

「世界の車窓から」でお馴染み
溝口肇チェロ・リサイタル Vol.1
溝口肇：世界の車窓から
カタロニア民謡/カザルス：鳥の歌
モリコーネ：「ニュー・シネマ・パラダイス」　
メドレー　
ほか

16 1,000円 3歳以上入場可

15：00～15：45
藤原 道山（尺八）
SINSKE（マリンバ）

和 ★SHOWA★
～尺八とマリンバによる世界最小
オーケストラ～
ドヴォルザーク：交響曲 第9番「新世界より」
伊福部昭：「ゴジラ」より メインテーマ
米山正夫：リンゴ追分
時代を彩ったCMソングメドレー
ほか

19 1,000円 3歳以上入場可

17：00～１7：45
原田 博之（リコーダー）
田代 七菜美（ヴァイオリン）
尾留川 諒子（ソプラノ）
宮城教育大学リコーダーず
（加藤 優花、木村 侑矢、齋藤 寛、
田中 李奈、真崎 奈実、松橋 孝二）

放課後の音楽室Ⅴ
～リコーダーのホントのステキな
ところ～
栗原正己：ピタゴラスイッチ・オープニング
藤原豊：パストラーレ
ゴンチチ：放課後の音楽室
スーザ：星条旗よ永遠なれ
ほか

20 1,000円 3歳以上入場可

12：00～１2：45

イリーナ･メジューエワ（ピアノ）

イリーナ・メジューエワ　
ベートーヴェン2大ソナタ「悲愴」
「テンペスト」
ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」
ピアノ・ソナタ 第17番 「テンペスト」

1 1,500円 小学生以上入場可

11：00～12：00
福田 進一（ギター）
川久保 賜紀（ヴァイオリン）
長谷川 陽子（チェロ）
横山 幸雄（ピアノ）
青柳 晋（ピアノ）

せんくらの豪華幕開け!!
オープニング名曲ガラコンサート
[福田進一]
J.S.バッハ/福田進一：シャコンヌ
[長谷川陽子]　
サン＝サーンス：「動物の謝肉祭」より 白鳥
ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ
[川久保賜紀]
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
[横山幸雄]
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番「熱情」

21 1,000円 3歳以上入場可

14：30～１5：15
仙台フィル・シュランメルン（アンサンブル）
（ヴァイオリン：西本幸弘、山本高史、
 ヴィオラ：山中保人（ゲスト）、コントラバス：名和俊）

ウィーンアンサンブル
～仙台フィル・シュランメルン～
クライスラー：愛の喜び、愛の悲しみ、
美しきロスマリン
J.シュトラウス2世：皇帝円舞曲
ほか

22 1,000円 3歳以上入場可

18：00～18：45
リチャード・リン（ヴァイオリン）
ロバート・リン（ピアノ）

リン兄弟が贈る フランス名曲集
サン＝サーンス：死の舞踏
ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ 第2番
マスネ：瞑想曲
フバイ：カルメンによる華麗なる幻想曲

23 2,000円 小学生以上入場可

19：00～20：00
藤田 真央（ピアノ）
竹澤 恭子（ヴァイオリン）
高関 健（指揮）
仙台フィルハーモニー管弦楽団

チャイコフスキー、メンデルス
ゾーンの協奏曲の饗宴
竹澤恭子・藤田真央と仙台フィル
の豪華コンサート!
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲

9 1,000円 3歳以上入場可

16：45～17：30
川久保 賜紀（ヴァイオリン）
青柳 晋（ピアノ）

川久保賜紀
～フランスゆかりの作曲家を奏でる
ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ
ラヴェル：ツィガーヌ　
ほか

18 1,000円 3歳以上入場可

13：45～14：30
米元 響子（ヴァイオリン）
菊池 洋子（ピアノ）

米元響子＆菊池洋子による
ベルギーの巨匠イザイと仲間たち
フランク：ヴァイオリン･ソナタ
クライスラー：愛の悲しみ、愛の喜び
イザイ：無伴奏ヴァイオリン･ソナタ
第2番 第1楽章「妄執」ほか
ワーグナー：アルバムブラット～ロマンス

みんなで演奏する
コーナーがあります。

ぜひ、
ソプラノリコーダーを
ご持参ください！

パロディが満載!

0歳から楽しめる公演 イタリア共和国ホストタウン記念公演ヴァイオリン チェンバロ エレクトーン オーケストラアンサンブル 声楽マリンバ 尺八 箏ピアノギターチェロ ヴィオラ・ダ・ガンバ 津軽三味線

公演会場 託児施設
託児時間

10/4（金） 10/5（土） 10/6（日）

10：45～20：10

10：15～19：25

10：15～17：55

11：45～20：10

日立システムズホール仙台

エル・パーク仙台

太白区文化センター

仙台銀行ホール イズミティ21

和室（3階）

子どもの部屋（5階）

和室（4階）

和室（2階）

10：15～21：10

10：15～19：10

10：15～18：10

10：15～20：55

10：15～18：25

10：15～17：40

10：15～17：40

10：45～20：55

仙台クラシックフェスティバルでは、事前申込制・有料の
託児サービスをご用意しております。

運営：子育て支援「わらべっこ」

9月25日（水）までに、公式サイト内の申込みフォームまたは下記電話番号
までお申し込みください。※会場ごと、時間帯ごとに定員になり次第締め切らせていただくことがございます。
申込受付

当日、お子様の体調がすぐれない場合は、お預かりできないことをあらかじめご了承ください。留意事項

※保護者が鑑賞する公演会場の託児サービスをご利用いただけます。※公演毎の申込みとなります。
※託児ご利用中に食事時間をはさむ場合は、保護者からお預かりする食事（またはミルク）をご提供いたします。

対 象 生後6ヶ月～未就学児 

1公演につき700円（傷害保険料、消費税込み）料 金
※当日託児受付の際にお支払いください。※お預かりは、開演15分前～終演10分後までとなります。

申込・問い合わせ先▶せんくら事務局（仙台市市民文化事業団内）
（平日9：00～17：00）TEL 022-727-1872

託児サービスの
ご案内

9 10

SIMC142
取り消し線

SIMC142
取り消し線

SIMC142
タイプライターテキスト

SIMC142
タイプライターテキスト

SIMC142
タイプライターテキスト

SIMC142
タイプライターテキスト

SIMC142
タイプライターテキスト
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エル・パーク仙台 エル・パーク仙台 太白区文化センター 仙台銀行ホール イズミティ21日立システムズホール仙台（青年文化センター）

コンサートホール
（指定・796席）

パフォーマンス広場
（指定・200席）

シアターホール
（指定・494席）

交流ホール
（指定・250席）

ギャラリーホール
（自由・248席）

スタジオホール
（自由・120席）

展示ホール
（自由・120席）

楽楽楽ホール
（指定・544席）

ら   ら   ら

小ホール
（指定・403席）

大ホール
（指定・1450席）A B C D E F G H I J

※出演者、曲目等は変更になることがございます。変更の場合は、公式ホームページにてお知らせいたします。※公演によって、料金、公演時間、入場できる年齢が異なりますので、公演スケジュールをお確かめください。※残席がある場合、当日券は会場もしくは    チケットぴあにてご購入できます。

Pコード：597-740 Pコード：597-741 Pコード：597-744 Pコード：597-745 Pコード：597-748 Pコード：597-749Pコード：597-747Pコード：597-746Pコード：597-742 Pコード：597-743

開場は開演時間の30分前の予定です。3歳から有料です。 3歳以上入場可

3歳以上は有料、専用の座席を使用しない満3歳未満の方は、大人1名につき1名のみ無料です。0歳以上入場可
当日券は大人（高校生以上）のみ

各料金200円増

26 1,500円 小学生以上入場可

16：15～17：15
安井 陽子（ソプラノ）、中島 郁子（メゾソプラノ）
西村 悟（テノール）、加耒 徹（バリトン）
石野 真穂（ピアノ）
ブラボー、イタリア!
オペラ・アリア ガラ・コンサート
ロッシーニ：「セヴィリアの理髪師」より
 私は町の何でも屋
 今の声は
 それじゃ私だわ…嘘じゃないわね
プッチーニ：「トスカ」より 妙なる調和
プッチーニ：「ジャンニ・スキッキ」より 私のお父さん
ドニゼッティ：「ドン・パスクアーレ」より 天使のように美しい
プッチーニ：「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
マスカーニ：「カヴァレリア・ルスティカーナ」より

ママも知るとおり
ヴェルディ：「ドン・カルロ」より 我らの胸に友情を
ヴェルディ：「リゴレット」より 慕わしき名　

美しい恋の乙女よ

25 1,500円 小学生以上入場可

13：15～14：15
西江 辰郎（ヴァイオリン）
原田 哲男（チェロ）
ジュゼッペ・アンダローロ（ピアノ）

ラヴェル、ドビュッシー
～時代に翻弄された作曲家たち
ラヴェル：クープランの墓より 
第6曲 トッカータ
ドビュッシー：チェロ・ソナタ
ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ
ラヴェル：ピアノ三重奏曲

41 1,000円 3歳以上入場可

17：15～18：00
池山 由香（アルパ・メゾソプラノ）
中村 愛（ハープ）
美炎miho（馬頭琴）

3つの琴で奏でる異国の調べ
～南米のアルパ、西洋のハープ、
東洋の馬頭琴
メンケン：アンダー・ザ・シー
ガルデル：想いの届く日
モンゴル民謡：四歳の栗毛の子馬～天上の風～
ジェローム・カーン：煙が目にしみる
美炎：蒼い炎
ロブレス：コンドルは飛んで行く
ロジャース：サウンド・オブ・ミュージック メドレー

40 1,000円 3歳以上入場可

14：15～15：00

溝口 肇（チェロ）
山口 ちなみ（ピアノ）

溝口肇チェロ・リサイタル Vol.2
溝口肇：世界の車窓から
カタロニア民謡/カザルス：鳥の歌
モリコーネ：映画「ニューシネマパラダイ
ス」メドレー
ほか

39 1,000円 3歳以上入場可

11：30～12：15
平野 公崇（サクソフォン）
三舩 優子（ピアノ）

平野公崇＆三舩優子
サックスで聴くオール・バッハ・プ
ログラム
J.S.バッハ：
「フランス組曲」より サラバンド
主よ、人の望みの喜びよ
G線上のアリア 
目を覚ませと呼ぶ声がきこえ（ブゾーニ編）
「ゴールドベルク変奏曲」より
第26、7、19、30変奏

42 1,000円 0歳以上入場可

10：30～11：15
大谷 康子（ヴァイオリン）
中野 翔太（ピアノ）

幼児体験が人生を変える!
0歳児のお子さんから、ご家族一緒に
楽しむコンサート♪
エルガー：愛の挨拶
ドヴォルザーク：ユーモレスク　
～参加体験コーナー～　
ディズニー音楽より：イッツ・ア・スモール・
ワールド、星に願いを　
槇原敬之（SMAP）：世界に一つだけの花
葉加瀬太郎：情熱大陸のテーマ
ほか

43 1,000円 3歳以上入場可

13：15～14：00
村治 奏一（ギター）

47 1,000円 3歳以上入場可

14：45～15：30
麻衣（ヴォーカル）
中島 剛（ピアノ）

麻衣
よろこびかなしみ、歌の今昔
麻衣/松本俊明：よろこびかなしみ
中山晋平：ゴンドラの唄
麻衣/久石譲： I will be
デイヴィッド・ラング：Sleeper’s Prayer
映画「サウンド・オブ・ミュージック」より
私のお気に入り
久石譲：Stand Alone

46 1,000円 3歳以上入場可

11：30～12：15
スギテツ（アンサンブル）
溝口 肇（チェロ）

スギテツ with 溝口肇
～クラシックで遊ぼう～
リベルタンゴ
だったん人の踊り
世界の車窓から
暴れん坊ウィリアムテル
ほか

49 1,000円 3歳以上入場可

10：30～11：15
新倉 瞳（チェロ）
青柳 晋（ピアノ）

せんくら初登場!
新倉瞳 チェロ名曲集
～スイスの風を奏でて～
サン＝サーンス：「動物の謝肉祭」より 白鳥
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
ラフマニノフ：チェロ・ソナタより 第3楽章
ヴィヴァルディ：チェロ・ソナタ 第5番
ウェーベルン：チェロとピアノのための
3つの小品
ポッパー：ハンガリアン狂詩曲

51 1,000円 3歳以上入場可

16：00～１6：45
後藤 真美（ソプラノ）
矢崎 貴子（ピアノ）

こころ歌～日本の心を歌う～
高野辰之/岡野貞一：紅葉
三木露風/山田耕筰：赤とんぼ
北原白秋/山田耕筰：待ちぼうけ
土井晩翠/瀧廉太郎：荒城の月 
鎌田忠良/中田喜直：霧と話した 
山村暮鳥/中田喜直：たあんき ぽーんき
三好達治/中田喜直：桐の花 
古謝美佐子/佐原一哉：童神～天の子守唄～ 
武満徹：小さな空
野上彰/小林秀雄：落葉松  

50 1,000円 3歳以上入場可

13：15～14：00

浅野 祥（津軽三味線）

浅野祥 津軽三味線
津軽じょんから節
秋田荷方節
津軽三下り
ほか

28 1,000円 3歳以上入場可

12：15～13：00
山田姉妹（ソプラノ・デュオ）
内門 卓也（ピアノ）

山田姉妹～華麗なるソプラノ・
デュオ・コンサート～
クラシックの名曲から、日本の名
曲まで
高野辰之/岡野貞一：故郷
江間章子/中田喜直：おかあさん
プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」よ
り 私のお父さん
カッチーニ：アヴェ・マリア
モーツァルト：トルコ行進曲
ほか

31 1,000円 3歳以上入場可

12：00～12：45
福田 進一（ギター）

福田進一ギター・リサイタル
～マチネの終わりに～
バリオス：大聖堂     
レノン＆マッカートニー/武満徹：イエスタデイ  
ヴィラ＝ロボス：ブラジル民謡組曲より 
ガヴォット・ショーロ
タンスマン：組曲「カヴァティーナ」より   
J.S.バッハ/福田進一：チェロ組曲
第3番より プレリュード 
カステルヌオーヴォ＝テデスコ：ソナタよ
り ヴィヴォ・エネルジコ 
タレガ：アルハンブラの思い出    
映画「禁じられた遊び」より 愛のロマンス
ほか

32 1,000円 3歳以上入場可

14：45～15：30
渡辺 玲子（ヴァイオリン）
青柳 晋（ピアノ）

必聴!渡辺玲子のカルメン幻想曲!!
プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ 第2番
ファリャ/コハンスキー：スペイン民謡組
曲より
ワックスマン：カルメン幻想曲

34 1,000円 3歳以上入場可

20：15～21：00
山下 洋輔（ピアノ）

山下洋輔ジャズナイト
オリジナル曲やジャズのスタンダード・ナ
ンバーを中心に山下洋輔のピアノ・ソロ
の世界をお楽しみください。

33 1,000円 3歳以上入場可

17：00～17：45
三浦 一馬（バンドネオン）
村治 奏一（ギター）

三浦一馬＆村治奏一　
バンドネオン＆ギター スーパー・
デュオ
ファリャ：スペイン民謡組曲より
武満徹：島へ
武満徹：翼
小林秀雄：落葉松
ディアンス/三浦一馬：タンゴアンスカイ
トロイロ/飯泉昌宏：ラ・トランペーラ
ピアナ&C.カスティーリョ：シルバンド
（口笛を吹きながら）
ピアソラ/モンテス、鈴木大介：リベルタンゴ

29 1,000円 3歳以上入場可

15：15～16：00
上野 星矢（フルート）
佐野 隆哉（ピアノ）

若手ナンバー・ワン!
上野星矢フルート・リサイタル
J.S.バッハ：無伴奏フルートのためのパ
ルティータ
R.シュトラウス：ソナタ 変ホ長調 作品18

35 1,000円 3歳以上入場可

10：45～11：30

SINSKE（マリンバ）

Prays Ave Maria 　
～マリンバによるプレイズ・アヴェ・
マリア～
シューベルト：アヴェ・マリア
エルガー：威風堂々
ほか

38 1,000円 3歳以上入場可

19：15～20：00
平野 公崇（サクソフォン）
三舩 優子（ピアノ）

平野公崇＆三舩優子
古典からジャズまで
～珠玉の名曲 on Sax
ヘンデル：歌劇「リナルド」より 私を泣か
せてください
ドビュッシー：「ベルガマスク組曲」より 
月の光
J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
ハーライン：星に願いを
平野公崇：東風
ほか

37 1,000円 3歳以上入場可

16：30～17：15

ジュゼッペ･アンダローロ（ピアノ）

ジュゼッペ・アンダローロ 
オペラ座の夜
クイーン/G.アンダローロ：クイーンの
アルバム「オペラ座の夜」より 
ボヘミアン・ラプソディ
うつろな日曜日
リスト：リゴレット・パラフレーズ
リスト：イゾルデの愛の死
ほか

36 1,000円 3歳以上入場可

13：30～14：15
伊藤 圭（クラリネット）
榊原 紀保子（ピアノ）

ロマンティック・クラリネット
～大崎市出身・N響クラリネット首席 
伊藤圭リサイタル待望の第2弾～
シューマン：アダージョとアレグロ
ブラームス：クラリネット・ソナタ 第2番 より
ピアソラ：アヴェ・マリア
モリコーネ/内田祥子：モリコーネ・メド
レー
真島俊夫：レ・ジャルダン

44 1,000円 3歳以上入場可

15：45～16：30
菊池 洋子（ピアノ）

菊池洋子 ベートーヴェンを弾く
「告別」「熱情」
ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ 第26番「告別」
ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ 第23番「熱情」

48 1,000円 3歳以上入場可

17：15～18：00
及川 浩治（ピアノ）

45 1,000円 3歳以上入場可

18：15～19：00
青柳 晋（ピアノ）

青柳晋 オール･リスト･プログラム 
リスト：
コンソレーション 第3番
泉のほとりで
ラ・カンパネラ
オーベルマンの谷
愛の夢 第3番
ハンガリー狂詩曲 第2番

及川浩治 「名曲の花束」　
トーク＆コンサート
J.S.バッハ/ヘス：主よ、人の望みの喜びよ
エルガー：愛のあいさつ
リスト/ブゾーニ：ラ・カンパネラ
ドビュッシー：「ベルガマスク組曲」より 月の光
サティ：ジムノペディ 第1番
ラヴェル：ラ・ヴァルス

53 1,000円 3歳以上入場可

13：15～14：00
大谷 康子（ヴァイオリン）
中野 翔太（ピアノ）

大谷康子のヴァイオリン三昧！
ミュージカル×映画×クラシック音楽
映画「屋根の上のヴァイオリン弾き」より 
テーマ、サンライズ・サンセット
映画「ウエスト・サイド・ストーリー」より
マンボ、トゥナイト
映画「シンドラーのリスト」より テーマ
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

55 1,000円 3歳以上入場可

18：45～19：30

西江 辰郎（ヴァイオリン）
菊地 裕介（ピアノ）

西江辰郎の世界
～フランス・ロマンの薫り
サン＝サーンス：ロマンス
フォーレ：ヴァイオリンとピアノのためのソ
ナタ 第1番

54 1,000円 3歳以上入場可

15：45～１6：30
Quartet PaToNa（アンサンブル）
（ヴァイオリン：神谷未穂、小川有紀子、
 ヴィオラ：井野邉大輔、チェロ：三宅進）

Quartet PaToNa
－今年はパトナホールを飛び出して
【Music from せんくら】!!－
ヴォルフ：イタリアン・セレナード
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲「アメリカ」

57 2,000円 小学生以上入場可

17：15～18：15
1966カルテット（アンサンブル）、
山田姉妹（ソプラノ・デュオ）、内門 卓也（ピアノ）
溝口 肇（チェロ）、山下 洋輔（ピアノ）
加羽沢 美濃（ピアノ）、バクコメ（MC）

エンジョイ the ミュージック!
バラエティ溢れるガラ・コンサート
クイーン：ボヘミアン・ラプソディ
カッチーニ：アヴェ・マリア
モーツァルト：きらきら星変奏曲
加羽沢美濃編曲：ショパン名曲メドレー
溝口肇：世界の車窓から
ほか

58 2,000円 小学生以上入場可

19：45～20：45

横山 幸雄（ピアノ）
高関 健（指揮）
仙台フィルハーモニー管弦楽団

横山幸雄×ショパンのピアノ協奏曲
ショパン：ピアノ協奏曲 第1番
ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗
なる大ポロネーズ

56 2,000円 小学生以上入場可
14：15～15：15

高関 健（指揮）
仙台フィルハーモニー管弦楽団

Viva!イタリア
ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」 序曲
ロッシーニ：歌劇「ブルスキーノ氏」 序曲
ヴェルディ：歌劇「運命の力」 序曲
ヴェルディ：歌劇「椿姫」より 第3幕への前奏曲
ヴェルディ：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」 序曲
プッチーニ：歌劇「マノン・レスコー」より 
第3幕の間奏曲

52 1,000円 3歳以上入場可

10：30～11：15

舘野 泉（ピアノ）

舘野泉 左手の名曲集
～一期一会の感動～
久保禎：左手の祈り
エスカンデ：松尾芭蕉による「3つの俳
句」（舘野泉に捧げる/舘野泉左手の文
庫助成作品）
ノルドグレン：振袖火事～小泉八雲の「怪
談」による（舘野泉に捧げる）
マグヌッソン：アイスランドの風景（舘野泉
に捧げる/舘野泉左手の文庫助成作品）
月足さおり：雫、風の彩（いろ）

27 1,500円 小学生以上入場可

19：00～20：00
せんくら・フェスティバル･ソロイスツ
リチャード・リン、西本 幸弘、渡辺 玲子、
米元 響子、ヤンネ 舘野、井野邉 大輔、
山中 保人、吉岡 知広、原田 哲男、
名和 俊、梅津 樹子

一夜だけのドリーム・チーム
「せんくら・フェスティバル・ソロ
イスツ」による
クラシック界ベストヒット曲　
ヴィヴァルディの四季!
ヴィヴァルディ：4つのヴァイオリンのた
めの協奏曲
ヴィヴァルディ：「四季」

村治奏一 珠玉のギター名曲集
アルベニス：コルドバ
タレガ：アルハンブラの思い出
アルベニス：アストリアス（伝説）
村治奏一：虹
藤倉大：チャンス・モンスーン
J.S.バッハ：パルティータ 第2番より
シャコンヌ 

24 1,500円 小学生以上入場可

10：30～11：30
藤田 真央（ピアノ）
小井土 文哉（ピアノ）
髙木 竜馬（ピアノ）
オール・ショパン・プログラム!!
若き3人の天才たちの競演
[藤田真央]
アンダンテ・スピアナートと華麗なる
大ポロネーズ
[小井土文哉]
幻想ポロネーズ
[髙木竜馬]
練習曲 第3番「別れの曲」
練習曲 第12番「革命」
英雄ポロネーズ

30 1,000円 3歳以上入場可

18：00～18：45
尾尻 雅弘（ギター）
助川 太郎（ギター）
助川 龍（コントラバス）

ベーシスト助川龍が2人のギタリ
ストと贈る、夜空を彩るコンサート
《星影のステラ》
尾尻雅弘、助川太郎を迎えて
モリコーネ/尾尻雅弘：映画「ニューシネ
マパラダイス」メドレー
映画「禁じられた遊び」より
カタロニア民謡：アメリアの遺言
スペイン伝承曲：愛のロマンス
林光：2つのギターのためのエチュード
ジスモンチ：2つのギター
映画「ディアハンター」より
マイヤーズ：カヴァティーナ
ヴィクター・ヤング：星影のステラ
ほか

菓匠三全コンサート

協賛：

日立システムズコンサート

サントリーコンサート

協賛：

協賛：

杜の都信用金庫コンサート

協賛：

丸木医科器械コンサート

協賛：

TSUTAYAスペシャルコンサート

協賛：

リードホームコンサート

協賛：

協賛：

「暮らしをもっと、炎JOYガス♪」
仙台市ガス局コンサート

アンコールでは“あの名曲”
が聴けるというウワサも！？

声楽 オーケストラ 0歳から楽しめる公演アンサンブルアルパ ハープピアノギター クラリネットフルート 津軽三味線サクソフォンマリンバヴァイオリン チェロ コントラバスヴィオラ チェンバロ バンドネオン イタリア共和国ホストタウン記念公演馬頭琴 MC

11 12

SIMC142
取り消し線

完売
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エル・パーク仙台 エル・パーク仙台 太白区文化センター 仙台銀行ホール イズミティ21日立システムズホール仙台（青年文化センター）

コンサートホール
（指定・796席）

パフォーマンス広場
（指定・200席）

シアターホール
（指定・494席）

交流ホール
（指定・250席）

ギャラリーホール
（自由・248席）

スタジオホール
（自由・120席）

展示ホール
（自由・120席）

楽楽楽ホール
（指定・544席）

ら   ら   ら

小ホール
（指定・403席）

大ホール
（指定・1304席）A B C D E F G H I J

※出演者、曲目等は変更になることがございます。変更の場合は、公式ホームページにてお知らせいたします。※公演によって、料金、公演時間、入場できる年齢が異なりますので、公演スケジュールをお確かめください。※残席がある場合、当日券は会場もしくは    チケットぴあにてご購入できます。

Pコード：597-740 Pコード：597-741 Pコード：597-744 Pコード：597-745 Pコード：597-748 Pコード：597-749Pコード：597-747Pコード：597-746Pコード：597-742 Pコード：597-743

開場は開演時間の30分前の予定です。3歳から有料です。 3歳以上入場可

3歳以上は有料、専用の座席を使用しない満3歳未満の方は、大人1名につき1名のみ無料です。0歳以上入場可
当日券は大人（高校生以上）のみ

各料金200円増

64 1,000円 3歳以上入場可

16：00～16：45
原田 哲男（チェロ）
ロバート・リン（ピアノ）

原田哲男とロバート・リン
音楽がつなぐ仙台と台湾の
絆コンサート
ショパン：ノクターン 作品72-1
ショパン：チェロ・ソナタ 作品65
ポッパー：ハンガリー狂詩曲 作品68
菅野よう子：花は咲く

62 1,000円 3歳以上入場可

10：45～11：30
長谷川 陽子（チェロ）
青柳 晋（ピアノ）

長谷川陽子 チェロで奏でる
ロマン派音楽の世界!
ブラームス：チェロ・ソナタ 第1番
ドヴォルザーク：森の静けさ
シューマン：アダージョとアレグロ

59 1,500円 小学生以上入場可

11：45～12：45
鈴木 優人（チェンバロ）

朝のバロック
ヘンデル：「水上の音楽」 第1組曲 HWV348
より アレグロ
スウェーリンク：「若き日は終わりぬ」による変
奏曲
J.S.バッハ：カンタータ「楽しき狩こそ我が悦
び」BWV208より 羊は安らかに草を食み
J.S.バッハ：パルティータ 第1番 BWV825
ヘンデル：「水上の音楽」第1組曲 HWV348
より パスピエ

60 1,500円 小学生以上入場可

14：45～15：45
西江 辰郎（ヴァイオリン）
上野 星矢（フルート）、平野 公崇（サクソフォン）
ジュゼッペ・アンダローロ（ピアノ）
佐野 隆哉（ピアノ）、バクコメ（MC）

スイートな音色にうっとり!
貴公子たちのガラ・コンサート
[アンダローロ]
リスト：ラ・カンパネラ
[西江辰郎]
バッハ：無伴奏パルティータ 第2番より シャコンヌ
[上野星矢、佐野隆哉]
タファネル：ミニヨンの主題によるグランドファンタジー
[平野公崇]
ヒンデミット：ヴィオラ・ソナタ 作品11-4（サクソフォン版）

72 1,000円 3歳以上入場可

13：45～14：30せんくら･うた劇場
吉川 和夫（作曲・監修・指揮）、中村 優子（ソプラノ）
髙山 圭子（アルト）、原田 博之（テノール）
草刈伸明（バリトン）、倉戸 テル（ピアノ）

あの名作童話をせんくらうた劇場で!
新美南吉作『手ぶくろを買いに』
新美南吉作/吉川和夫作曲：合唱劇『手
ぶくろを買いに』

美術：アトリエ・コパン

71 1,000円 0歳以上入場可

11：30～12：15

加羽沢 美濃（ピアノ）

キッズ コンサート
みんな大好きジブリ&ディズニー
～名曲コンサート～
「となりのトトロ」より さんぽ、となりのトトロ
「魔女の宅急便」より 海の見える街
「崖の上のポニョ」より 崖の上のポニョ
加羽沢美濃：テキサス
「ピノキオ」より 星に願いを
加羽沢美濃のリクエストコーナー
「美女と野獣」より 美女と野獣  
ミッキーマウス・マーチ

76 1,000円 3歳以上入場可

15：15～16：00
福原 佳三（ピアノ）

福原 佳三
魂を揺さぶるその音色に込められた
希望への響き
ドビュッシー：「ベルガマスク組曲」より 月の光
ラフマニノフ：前奏曲 作品3-2 「鐘」、作
品32-12
シューマン：幻想曲より  第1楽章
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第17番
「テンペスト」より 第3楽章
リスト：ラ・カンパネラ

75 1,000円 3歳以上入場可

12：45～13：30
髙木 竜馬（ピアノ）

グリーグ国際ピアノコンクール優勝
の若き天才 髙木竜馬
オール･グリーグ･プログラム
グリーグ：
叙情小曲集 第10集より 第1番「その
昔」、第2番「夏の夕べ」
叙情小曲集 第8集より 第6番「トロルハウ
ゲンの婚礼の日」
ホルベルク組曲
民族生活の情景「ピアノのためのユモレス
ク」より 第3番「謝肉祭より」

74 1,000円 0歳以上入場可

10：30～11：15Ariete（アンサンブル）
（コントラバス：小宮 正寛、ハープ：中村 愛）

音楽動物園
～コントラバス×ハープ
アンダーソン：ワルツィング・キャット
アンドリュー・ロイド・ウェバー：ミュージカル
「キャッツ」より メモリー
カタロニア民謡/カザルス：鳥の歌
サン＝サーンス：「動物の謝肉祭」より 象、白鳥
本居長世：七つの子
新実徳英：アルデバラン
山田耕筰：赤とんぼ
リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行
ムソルグスキー：「展覧会の絵」より 牛車
グランジャニー：
「子供の時間」より 
ハイヨー、ポニー! 

77 1,000円 3歳以上入場可

11：45～12：30
三浦 一馬（バンドネオン）
山中 惇史（ピアノ）

三浦一馬・山中惇史デュオ
情熱のタンゴ ピアソラ～マルコーニ
プラサ：ダンサリン
ビジョルド：エル・チョクロ
マルコーニ：さよならのワイン
マルコーニ：モーダ・タンゴ
ピアソラ：ブエノスアイレスの冬
ピアソラ：アディオス・ノニーノ
ピアソラ：アレグロ・タンガービレ

79 1,000円 3歳以上入場可

16：45～17：30
麻衣（ヴォーカル）
中島 剛（ピアノ）

麻衣～アンセム（anthem）、
世界のうた
ブレンダン・グラハム/ロルフ・ラヴランド：
You raise me up
宮崎駿/久石譲：ひまわりの家のロンド
麻衣/久石譲：I will be
デイヴィッド・ラング：Sleeper's Prayer
映画「サウンド・オブ・ミュージック」より
私のお気に入り
久石譲：Stand Alone

78 1,000円 3歳以上入場可

14：15～15：00
加羽沢 美濃（ピアノ）

加羽沢美濃の楽しい楽しい音楽会!
映画「ピノキオ」より 星に願いを
カッチーニ：アヴェ・マリア
ショパン：ノクターン
加羽沢美濃：出口のない海
加羽沢美濃：やさしい風
リクエストコーナー
加羽沢美濃：24のプレリュードより
ほか

81 1,000円 3歳以上入場可

13：00～13：45美炎miho（馬頭琴）
前田 仁（打楽器）
竹井 美子（ピアノ）

草原のチェロ～馬頭琴の調べ
モンゴル民謡：四歳の栗毛の仔馬・天上の風
チ・ボラグ：スーホの白い馬
美炎：風の馬
美炎：森の名前
カッチーニ：アヴェ・マリア
美炎：レッドロックスピリット
チ・ボラグ：万馬の轟
美炎：ポラリス

80 1,000円 3歳以上入場可

10：30～11：15
ピアノデュオ・リブラ（アンサンブル）
（文京華、三又瑛子）

ピアノデュオ・リブラの連弾七変化！
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲
モーツァルト：トルコ行進曲
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
ラヴェル：スペイン狂詩曲より
サン＝サーンス：「動物の謝肉祭」より 白鳥
ハチャトリアン：剣の舞

83 1,000円 3歳以上入場可

11：00～11：45
竹澤 恭子（ヴァイオリン）
津田 裕也（ピアノ）

竹澤恭子 ヴァイオリン・リサイタル
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第1番
「雨の歌」
クライスラー：愛の悲しみ、愛の喜び

85 1,000円 3歳以上入場可

16：00～16：45西本 幸弘（ヴァイオリン）
三浦 一馬（バンドネオン）
高杉 健人（コントラバス）
山中 惇史（ピアノ）

Crossover 四楽士
～リターンズ～
アイルランド民謡：サリーガーデン
ロドリゲス：ラ・クンパルシータ
ピアソラ：ブエノスアイレスの夏
ガーシュウィン：アイ・ガット・リズム
ほか

86 1,000円 3歳以上入場可

18：30～１9：15
小池 まどか、門脇 和泉、叶 千春、古関 奏絵、
遠藤 佑太朗、菊地 花音、夛田 一二三、
田中 知子、中舘 真生、中村 隆人、片倉 宏樹、
阿部 友紀、大久保 龍太、佐沼 萌花、濵地 宗
賛助出演：百  々暁子、水野 一英、倉戸 テル

仙台ジュニアオーケストラ
設立30周年記念ガラ・コンサート
［小池まどか、古関奏絵、倉戸テル］
J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための
協奏曲
［中村隆人、倉戸テル］
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
サン＝サーンス：「動物の謝肉祭」より 白鳥
［ソリスト：濵地宗］
モーツァルト：ホルン協奏曲 第1番

84 1,000円 3歳以上入場可

13：45～14：30
大江 馨（ヴァイオリン）
小井土 文哉（ピアノ）

世界に飛び立つ若き2人
大江馨＆小井土文哉 
デュオ・リサイタル
ラヴェル：ヴァイオリン･ソナタ
ブラームス：ヴァイオリン･ソナタ 第3番

87 2,000円 小学生以上入場可
14：45～15：45

渡辺 玲子（ヴァイオリン）、長谷川 陽子（チェロ）、
青柳 晋（ピアノ）、横山 幸雄（ピアノ）
We♥ベートーヴェン
ベートーヴェン・ガラ・コンサート
[渡辺玲子、青柳晋]
ヴァイオリン･ソナタ 第5番「春」 第1楽章
［長谷川陽子、青柳晋］
チェロ・ソナタ 第3番 第1楽章
[横山幸雄]
ピアノ・ソナタ 第14番「月光」　
[渡辺玲子、長谷川陽子、横山幸雄、青柳晋]
三重協奏曲 第3楽章

89 2,000円 小学生以上入場可

19：45～20：45
安井 陽子（ソプラノ）、中島 郁子（メゾソプラノ）、
西村 悟（テノール）、加耒 徹（バリトン）、せんくら合唱団、
高関 健（指揮）、仙台フィルハーモニー管弦楽団
グランド・フィナーレ
華やかなるオペラ名曲の数々と第九!
モーツァルト：
交響曲 第32番
歌劇「魔笛」より 夜の女王のアリア
歌劇「皇帝ティトの慈悲」より この今の時だけでも
ベートーヴェン：
交響曲 第9番「合唱付」より 第4楽章
エルガー：威風堂々 第1番

69 1,000円 3歳以上入場可

15：00～15：45
ピーター・リンク（テューバ）
清水 初海（ピアノ）

テューバはうたう!
ピートがうたう!
ガーシュウィン：3つの小品 
ラフマニノフ：ヴォカリーズ 
プロコフィエフ：組曲「ロミオとジュリエッ
ト」より抜粋
ヴォーン・ウィリアムズ：テューバ協奏曲
より 「ロマンツァ」 
ピアソラ：3つのタンゴ
I-天使のミロンガ
II-インフェルノ
III-アディオス・ノニーノ

68 1,000円 3歳以上入場可

12：15～13：00
二木 てるみ（朗読）
池山 由香（アルパ・メゾソプラノ）

語りと音楽の小部屋
～宮沢賢治を読む
宮沢賢治 作：『永訣の朝』、『やまなし』

61 1,500円 小学生以上入場可

17：30～18：30

横山 幸雄（ピアノ）

横山幸雄 The ショパン!
ショパン：
アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロ
ネーズ　
バラード 第1番　
ノクターン 第20番「遺作」
幻想即興曲
スケルツォ 第2番
子守歌 作品57　
ポロネーズ 第6番「英雄」

65 1,000円 3歳以上入場可

10：30～11：15
1966カルテット（アンサンブル）

1966カルテット 
情熱のUKロック!
ザ・ローリング・ストーンズ：シーズ・ア・レ
インボー
レッド・ツェッペリン：天国への階段
エリック・クラプトン：いとしのレイラ
ディープ・パープル：紫の炎
レディオヘッド：クリープ
ほか

67 1,000円 3歳以上入場可

16：15～17：00
加耒 徹（バリトン）
鈴木 優人（チェンバロ）

加耒徹＆鈴木優人
バリトン＆チェンバロの
華麗なる古楽の世界
ヘンデル：歌劇「セルセ」より オンブラ・
マイ・フ
ヘンデル：歌劇「ロデリンダ」より 暴虚が
彼に王権をもたらしたのだ
ヘンデル：歌劇「リナルド」より 私を泣か
せてください 
ボノンチーニ：歌劇「グリゼルダ」より
お前を讃える栄光のために
J.S.バッハ：イタリア協奏曲 
J.S.バッハ：カンタータ BWV203 裏切
り者なる愛よ、われ試みんと欲す、愛に
執心する運命ならば

66 1,000円 3歳以上入場可

13：30～14：15
津田 裕也（ピアノ）

津田裕也
ショパン、ベートーヴェン 幻想の世界
ショパン：ノクターン 第2番
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第14番
「月光」
ショパン：子守歌
ショパン：幻想ポロネーズ

70 1,000円 3歳以上入場可

17：15～18：00及川浩治と
宮城学院女子大学の仲間達（アンサンブル）
及川 浩治、猪狩 綾、佐藤 晴香、庄子 三未（ピアノ）
白戸 美帆（フルート）、副島 謙二（クラリネット）
松山 裕美子（進行）

及川浩治と宮城学院女子大学の
仲間達が贈る《三巨匠の名旋律》
[庄子三未、 及川浩治]
ブラームス：ハンガリー舞曲 第1番、第4番
[猪狩綾、及川浩治]
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ
第2楽章 「ワルツ」
[佐藤晴香、及川浩治]
チャイコフスキー：バレエ「くるみ割り人
形」より 花のワルツ
[白戸美帆、及川浩治]
フォーレ：シシリエンヌ
[副島謙二、及川浩治]
フォーレ：夢のあとに 
[及川浩治、猪狩綾]
ブラームス：交響曲 第4番 第4楽章 

73 1,000円 3歳以上入場可

16：45～17：30
神田 将（エレクトーン）

1台のエレクトーンで奏でる
フル・オーケストラ
ドラマチック・クラシック
J.シュトラウス：喜歌劇「こうもり」より 序曲
ベートーヴェン：交響曲 第5番「運命」 第1楽章
シベリウス：交響詩「フィンランディア」
ムソルグスキー：交響詩「禿山の一夜」
ラヴェル：ボレロ

82 1,000円 3歳以上入場可

15：45～16：30
會田 瑞樹（ヴィブラフォン）

會田瑞樹 
ヴィブラフォンのあるところ
エルガー/白藤淳一：ニムロッド
白藤淳一：あやかしの余韻
J.S.バッハ/白藤淳一：サラバンド
佐原詩音：Petorunkamuy
吉川和夫：六丁目の青空
名倉明子：夢虫
水野修孝：ヴィブラフォン独奏のための三章
ビゼー：歌劇「美しきパースの娘」より セレ
ナード

63 1,000円 3歳以上入場可

13：15～14：00
米元 響子（ヴァイオリン）
菊池 洋子（ピアノ）

米元響子＆菊池洋子が贈る
「モーツァルトのヴァイオリン･ソナタ」
の世界 
モーツァルト：
ヴァイオリン・ソナタ 第34番
ヴァイオリン・ソナタ 第42番

88 2,000円 小学生以上入場可

17：15～18：15新倉 瞳（チェロ）
リチャード・リン（ヴァイオリン）
高関 健（指揮）
大江 馨（客演コンサートマスター）
仙台フィルハーモニー管弦楽団
チャイコフスキーの祭典!
2人の若き俊英の熱演　
リチャード・リンと新倉瞳
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲

HITACHIコンサート

協賛：

協賛：

日専連スペシャルコンサート

ワオ・コーポレーション スペシャルコンサート

協賛：

損保ジャパン日本興亜
「ひまわり」コンサート

泉パークタウン
45th anniversaryコンサート

協賛：

協賛：

ヴァイオリン ピアノ チェンバロチェロ コントラバス フルートサクソフォン アンサンブル 声楽 オーケストラ 0歳から楽しめる公演 イタリア共和国ホストタウン記念公演バンドネオン エレクトーン ヴィブラフォンテューバ 朗読馬頭琴 打楽器 MCアルパ
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	更新日: 更新日：10月6日(日)15:00　▲：残席30席未満


