
No 承認月日 団　体　名 演奏会名称 開催日 開演時間 入場料 会場名 客演　他 指揮者 曲　　　目

1 H24,4/16 ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ･ｳｲﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ H24,6/3 14:00 無料 イズミティ２１小ホール なし  日比野　裕幸 ムーンリバー　ブラジル　他

2 H24,4/16 宮城県石巻西高等学校  第２４回定期演奏会 H24,5/20 14:00 無料 石巻市役所　河北総合支所 未定  菅原　拓也 セプテンバー　ｼﾝｸﾞｼﾝｸﾞｼﾝｸﾞ　他

3 H24,4/16 泉ｼﾝﾌｫﾆｯｸｳｨﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ  第３２回定期演奏会 H24,5/6 13:30 ¥800 仙台市民会館 なし  荒井　富雄 

 只野　俊幸 

4 H24,4/16 仙台市立幸町中学校  第８回定期演奏会 H24,8/12 13:30 無料 常磐木学園高等学校シュトラウスホール なし  大林　貴夫 

5 H24,4/16 宮城県石巻好文館高等学校  第７回定期演奏会 H24,5/19 17:00 ¥400 東松島市コミュニティーセンター なし  秋葉　広人 トゥーランドット　テキーラ　他

H24,5/20 14:00 同上 同上 なし  同上 課題曲Ⅱ　ディスコパーティー

6 H24,4/16 塩竈市立第三中学校  第１０回　ジョイフルコンサート H24,9/22 13:30 無料 塩竃市遊ホール なし  中舘　輝夫 さくらのうた　レッツスイング　他

7 H24,4/17 明成高等学校  第１４回定期演奏会 H24,6/30 17:30 無料 イズミティ２１大ホール チアリーディング部　コーラス同好会  大石　信彦 未定

8 H24,4/19 宮城県迫桜高等学校  吹奏楽部・合唱部　第１２回定期演奏会 H24,5/20 未記入 無料 若柳総合文化センター なし  高橋　靖祥 宝島　キャッツアイ　他

9 H24,4/19 宮城県名取北高等学校  第３１回定期演奏会 H24,5/20 未記入 無料 名取市文化会館大ホール なし  沼田　浩幸 ロマネスク　未来予想図Ⅱ　他

10 H24,4/19 宮城県佐沼高等学校  第４７回定期演奏会 H24,6/30 13:30 無料 登米祝祭劇場 なし  菅原　和幸 じゅげむ　ピンクレディーメドレー　他

11 H24,4/19 宮城県多賀城高等学校  第３５回定期演奏会 13:00/17:30 ¥500 多賀城市民会館大ホール なし  児玉　英誉 トッカータとフーガ　セプテンバー　他

12 H24,4/21 宮城県登米高等学校  合唱部・吹奏楽部　第１５回定期演奏会 H24,5/27 13:00 無料 登米祝祭劇場 登米／米山中学校吹奏楽部  林　良毅 家族になろうよ　魔女と聖者　他

13 H24,4/21 宮城県仙台第二高等学校  第２５回定期演奏会 H24,6/30 17:30 ¥400 東京エレクトロンホール宮城 なし  飛鳥　貴 赤いけしの花　ポップス　他

14 H24,4/21 塩竈市立第一中学校  定期演奏会 H24,8/19 未記入 無料 塩竃市壱番館遊ホール なし  太田　美樹 風は吹いている　ふるさと　他

15 H24,4/26 宮城県小牛田農林高等学校  第１１回定期演奏会 H24,5/20 未記入 無料 美里町文化会館 なし  千葉　敏明 民族舞踊　風になりたい　他

16 H24,4/26 宮城県大河原商業高等学校  プレコンサート H24,7/8 14:00 無料 槻木生涯学習センター なし  尾形　伸一郎 フライングゲット　他

17 H24,5/1 白石市民吹奏楽団  城下町コンサート（震災復興チャリティー） H24,10/8 未記入 無料 白石ホワイトキューブ 白石市民吹奏楽団　他  柳田　隆介 バンデルロースト・プスタ　他

18 H24,5/1 若林区吹奏楽団  第１１回定期演奏会 H24,10/14 13:30 無料 若林区文化センターホール なし  戸田　博美 カーペンターズフォーエバー　他

19 H24,5/2 東北学院榴ヶ岡高等学校  第１０回定期演奏会 H24,9/16 17:00 ¥500 イズミティ２１　大ホール なし  佐藤　善郎 アルセナール　トゥーランドット　他

20 H24,5/7 石巻市立女子高等学校  第１４回定期演奏会 H24,10/8 未記入 無料 東松島市コミュニティーセンター なし  未定 

21 H24,5/7 宮城県石巻高等学校  定期演奏会 H24,7/1 未記入 無料 宮城県石巻高等学校体育館 なし  武田　誠 

22 H24,5/7 若柳ウィンド・オーケストラ  第７回定期演奏会 H24,10/14 14:00 ¥300 栗原市若柳総合文化センター なし  畠山　喜礼 アパラチアン序曲　さくらのうた　他

23 H24,5/28 石巻市立石巻中学校 エンジョイコンサート２０１３ H25,3/24 13:30 無料 石巻市立石巻中学校　講堂 梅澤　裕子 嵐メドレー　吹奏楽のための民話　他

24 H24,5/28 石巻市立蛇田中学校 蛇田中学校吹奏楽部演奏会 H24,916 13:30 無料 桃生公民館　ホール 力山　美佐 希望の空　三つのジャポニズム　他

25 H24,5/28 利府吹奏楽団 第１４回定期演奏会 H24,6/24 未記入 ¥500 多賀城市民会館大ホール 宮城大学ウインドアンサンブル 瀧澤　卓郎　他

26 H24,5/29 宮城県岩出山高校吹奏楽部 H25,2/10 未記入 ¥300 岩出山文化会館　大ホール 岩出山高校吹奏楽部 佐藤　公一郎 きよしのズンドコ節　アンパンマンマーチ　他

スコーレハウス合唱団 大橋　靖彦

友川　廣人

27 H24,6/5 石巻市立住吉中学校 第８回スプリングコンサート H25,3/16 13:30 無料 石巻市立住吉中学校　体育館 なし 野口　裕衣　他 百年祭　ヒットメドレー　他

28 H24,6/5 亘理ウィンドシンフォニー 第１５回定期演奏会 H24,9/16 14:00 無料 亘理町　佐藤記念体育館 なし 坂本　登 フィンランディア　他

29 H24,6/5 槻木ウィンズサークル ２０１２秋の演奏会 H24,11/11 14:00 無料 槻木生涯学習センター　ホール なし 正金寺　学 バンドのための民謡　ジムアンディーコーディル　

30 H24,6/5 東北大学学友会　吹奏楽部 東日本大震災復興支援チャリティーコンサート H24,9/28 14:00 無料 長野県岡谷市　カノラホール 澤野　宏樹 自由の鐘は空に渡る　他

「第2弾　響け！復興のハーモニー」演奏会一覧　　　　　　　　　宮城県吹奏楽連盟
平成２４年7月26日現在

 11thコンサート　ミュージックキッチン 

情熱大陸　AKBﾒﾄﾞﾚｰ　他

H24年度コンクール課題曲　他

Ｈ24,6/10 

H24年度コンクール課題曲　他

H24年度コンクール課題曲　他

吹奏楽部OB・OG

吹奏楽部OB・OG

H24年度コンクール課題曲　他

OBOG会　第１４回定期演奏会

OBOG会

東北大学　信州大学　各50名程


