石巻市民交響楽団

1989 年（平成元年） 事務局

阿部康彦氏，木村裕氏両氏が運営

11 月 12 日（日） 第 16 回定期演奏会
指揮：高木和男氏

これまでの活動記録

石巻市民会館

ワーグナー「ニュルンベルクノマイスタージンガー」前奏曲

ピアノ：吉田香子氏

グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調 Op.16

ドヴォルザーク：交響曲第８番ト短調 Op.88
1990 年（平成２年） 事務局（トレーナー兼）宮腰州章氏就任
10 月 21 日（日） 第 17 回定期演奏会

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業）

※県民文化祭として
指揮：高木和男氏，司会：藤沢智子氏

池辺晋一郎：「独眼流政宗」のテーマ

ソリスト：山田正明氏

シモンズ：ピーナッツ・ベンダー

ソリスト：渡辺正二氏

ビゼー：組曲「カルメン」より第１幕フィナーレ・前奏曲・アルカラの

竜騎兵・ジプシーの歌・アラゴネーズ・闘牛士の歌
タ・ルチア

カプリ：オーソレミオ

ナポリ民謡：サン

チャイコフスキー：交響曲第５番 （客員として新日フィル７名招いた）

1991 年（平成３年）
11 月 17 日（日） 第 18 回定期演奏会
指揮：高木和男氏

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業）

シベリウス：交響詩「フィンランディア」

ヴァイオリン：菊池恭江氏

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲

シベリウス：交響曲第２

番
1992 年（平成４年）
11 月 15 日（日） 第 19 回定期演奏会
指揮：高木和男氏

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業）

ヴェルディ：
「運命の力」序曲

ソプラノ：菅英三子氏

イタリアオペラアリア特集・ヴェルディ「リゴレット」より「慕わしき

御名」
・ヴェルディ「椿姫」より「ああ，
そは彼の人か」
・ヴェルディ「椿姫」より前奏曲・プッチー
ニ「ラ・ボエーム」より「私の名はミミ」
・プッチーニ「ラ・ボエーム」より「ミミの告別」・マ
スカーニ「カヴァレリア・スルティカーナ」より間奏曲・プッチーニ「蝶々夫人」より「ある晴
れた朝に」 ブラームス：交響曲第１番ハ短調 Op.68

ヴェルディ：「アイーダ」より大行進曲

1993 年（平成５年）
６月 20 日（日） 第 20 回定期演奏会
指揮：高木和男氏

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業）

ブルックナー：交響曲第４番「ロマンティック」

ピアノ：内海由貴子氏

メンデルスゾーン：ピアノ協奏曲

1993 年（平成５年）
10 月 31 日（日） 石巻市市政施工 60 周年事業
指揮：北村協一氏

ソプラノ：菅英三子氏

カンタータ「大いなる故郷石巻」 石巻市民会館

バリトン：大島幾雄氏

合唱：カンタータ「大いなる故郷石巻」を歌う会

朗読：坂本益夫氏

管弦楽：石巻市民交響楽団

1994 年（平成６年）
11 月６日（日） 第 21 回定期演奏会

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業・トヨタ自動

車助成事業） ※第１回石巻市芸術祭参加
指揮：高木和男氏
ピアノ

ドヴォルザーク：スラブ舞曲第１番

宇都宮由貴氏

サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第５番 Op.103「エジプト風」

ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」 ※ NHK のドキュメンタリー番組になる全国放映。
1995 年（平成７年）
11 月５日（日） 第 22 回定期演奏会

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業・トヨタ自動

車助成事業） ※ NHK 東北ふるさと賞受賞記念
指揮：高木和男氏

※第２回石巻市芸術祭参加

ベートーベン：交響曲第５番「運命」

フルート：榎本正一氏

モーツァルト：フルート協奏曲第２番

ロッシーニ：「セミラーミデ」

序曲
1996 年（平成８年 )
11 月３日（日） 第 23 回定期演奏会

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業） ※第３回石

巻市芸術祭参加
指揮：高木和男氏

ベートーベン：ロマンス

第４番ヴァイオリン

菊池恭江氏

シュトラウス：稲妻と雷鳴

サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

ブラームス：交響曲
ベートーベン：ロマン

ス
1997 年（平成９年）
11 月９日（木） 第 24 回定期演奏会

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業・トヨタ自動

車助成事業） ※第４回石巻市芸術祭参加
指揮：高木和男氏

ヴェルディ：
「ナブッコ」序曲

チェロ：川上徹氏

サン＝サーンス：チェロ協奏曲第１番

ベートーベン：交響曲第６番「田園」

1998 年（平成 10 年）
４月 19 日（日） 室内楽コンサート
ベルゴレージ：フルート協奏曲

矢本コミュニティーセンター

エルガー：愛の挨拶

ミヨー：ルネ王の暖炉

バッハ：G 線上のアリア

他

1998 年（平成 10 年） 事務局（インスペクター兼）足立岳志氏
11 月８日（水） 第 25 回定期演奏会

実行委員長として運営

石巻市民会館（トヨタ自動車助成事業）

※第５回石巻市芸術祭参加
指揮：高木和男氏

クラリネット：武田忠喜氏

モーツァルト：クラリネット協奏曲

ベートーベン：交響曲第３番「英雄」 シベリウス：悲しきワルツ
1999 年（平成 11 年）
４月 18 日（日） 室内楽コンサート
ドップラー：アメリカ小二重奏曲
ト短調

矢本コミュニティーセンター
ヒル：ハッピーバースデイ変奏曲

ハイドン：ディヴェルティメント

ダンツィ：木管五重奏曲

モーツァルト：ディヴェルティメントニ長調

1999 年（平成 11 年） 事務局（インスペクター兼）足立岳志氏就任
11 月 14 日（日） 第 26 回定期演奏会

石巻市民会館（トヨタ自動車助成事業）

※第６回石巻市芸術祭参加
指揮：高木和男氏

ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲

ドヴォルザーク：交響曲第８番

ドヴォルザーク：スラブ舞曲

2000 年（平成 12 年）
４月 23 日（日） 室内楽コンサート

矢本コミュニティーセンター

ドップラー：ハンガリー田園幻想曲
滝廉太郎：花

クライスラー：愛の喜び

クンマー：フルートトリオ

ウール：ディヴェルティメント
ベートーベン：ロマンス

グランドマン：バガデル

クヴァンツ：トリオソナタ

イワーノフ：酋長の行列

ヴィヴァルディ：四季より春

ヴァイオリン独奏：長尾浩行氏

2000 年（平成 12 年）
11 月 12 日（日） 第 27 回定期演奏会

石巻市民会館（トヨタ自動車助成事業）

※第７回石巻市芸術祭参加
指揮：高木和男氏

ボロディン：中央アジアの草原にて

ピアノ：庄子みどり氏

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番

ブラームス：交響曲第１番

アンダーソン：ブルータンゴ
2001 年（平成 13 年）
４月 15 日（日） 室内楽コンサートスプリングコンサート
クーラウ：トリオ作品 119 番

フラッケンポール：フルートラグ

ガーシュウィン：アイガット・リズム
主よ人の望みの喜びよ
ン

矢本コミュニティセンター

シュトラウス：雷鳴と電光より

クライスラー：愛の喜び

カーマイケル：スターダスト

グランドマン：カプリス
バッハ：G 線上のアリア，

ル・ジャックフィルモアラッサス・トロンボー

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲より第２楽章

シュ

トラウス：ラデツキー行進曲
2001 年（平成 13 年）
11 月 18 日（日） 第 28 回定期演奏会
市政功労賞受賞

石巻市民会館（トヨタ自動車助成事業）

※第８回石巻市芸術祭参加

指揮：高木和男氏

チャイコフスキー：スラブ舞曲

ヴァイオリン：菊池恭江氏

ブラームス：交響曲第２番

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲

2002 年（平成 14 年）
11 月 17 日（日） 第 29 回定期演奏会

石巻市民会館（宮城県文化振興財団助成事業・トヨタ自動

車助成事業） ※第９回石巻市芸術祭参加
指揮：上羽広明氏

ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲

ピター」 ビゼー：カルメン組曲

モーツァルト：交響曲第 41 番「ジュ

ラベル：亡き王女のためのパヴァーヌ

2003 年（平成 15 年）
８月 30 日（日） 第 30 回定期演奏会ファミリーコンサート
指揮：山田正明氏
２楽章

司会：後藤優子氏

石巻市民会館（トヨタ自動車助成事業）

スッぺ：軽騎兵序曲

ベートベン：交響曲第５番「運命」より第１楽章

ハイドン：交響曲「驚愕」より第

世界より」より第２楽章
ンドール

ブラームス：ハンガリー舞曲第５番

エルガー：威風堂々

ペールギュント

ドヴォルザーク：交響曲第９番「新
ビゼー：アルルの女よりファラ

ヴォーンウィリアムス：グリーンスリーブス幻想曲

シベリウス：フィンランディア

グリーグ：

レンジャー：ロンドンデリーエアー 「オー

ケストラを指揮してみよう！」
2003 年（平成 15 年）
11 月 16 日（日） 石巻市市政施行 70 周年事業
指揮：岡光治氏

ソプラノ：菅英三子氏

カンタータ「大いなる故郷石巻」 石巻市民会館

バリトン：鹿又透氏

合唱：カンタータ「大いなる故郷石巻」を歌う会
会

舞

朗読：米澤牛氏

カンタータ「大いなる故郷石巻」を踊る

管弦楽：石巻市民交響楽団

2004 年（平成 16 年） 宮城県北部地震被災地支援コンサート（トヨタ自動車助成事業）
４月 10 日（土） 開演 18:00

南郷町立南郷中学校体育館

４月 11 日（日） 開演 14:00

矢本コミュニティーセンター

指揮：山田正明氏
スッぺ：軽騎兵

独唱：菅原朋子氏
ハイドン：驚愕

シベリウス：フィンランディア

司会：後藤優子氏

ブラームス：ハンガリー舞曲第５番

ベートーベン：田園

宮崎駿アニメ曲＊「天空の城ラピュタ」より「君をのせて」
・
「千

と千尋の神隠し」より「いつも何度でも」 花・おぼろ月夜・浜辺の歌・荒城の月・この道・ふ
るさと

指揮者体験コーナー

2004 年（平成 16 年）
７月 30 日（金） 初代団長

伊藤規氏

死去

11 月 14 日（日） 第 31 回定期演奏会
指揮：山田正明氏，佐々木克仁氏
プロコフィエフ：ピーターと狼
モーツァルト：魔笛序曲

石巻市民会館

ナレーション：後藤優子氏
ワーグナー：ニュルンベルグのマイスタージンガー

ベートーベン：交響曲第７番

※伊藤規氏にアンコール捧ぐ。ベト７「２楽章」
2005 年（平成 17 年）
５月８日（日） 新生石巻市合併記念事業「第九で手をつなごう」公演
指揮：末廣誠氏

ベートーベン：交響曲第９番「合唱付き」

2005 年（平成 17 年） 団長

山田元郎氏

11 月 13 日（日） 第 32 回定期演奏会
指揮：瀧澤寛氏
ヴァイオリン

石巻市民会館

就任
石巻市民会館

ベートーベン：エグモント序曲
飯塚麻里子氏

ブラームス：交響曲第３番

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第５番「トルコ風」

2006 年（平成 18 年）
６月６日（火） 石巻市民交響楽団設立貢献者

阿部元氏

死去

2006 年（平成 18 年） 石巻市民交響楽団創立 30 周年記念

第１回ファミリーコンサート（トヨタ自

動車助成事業）
６月 10 日（土） 開演 18:30

石巻市こもれびの降る丘遊楽館

６月 11 日（日） 開演 14:00

石巻市民会館

指揮：山田正明氏

司会・語り：後藤優子氏

ピアノ

境美佳子氏

星由貴氏

ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲

サン＝サーンス：動物の謝肉祭

チャイコフスキー：バレエ組

曲「白鳥の湖」より「情景」 チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より「花のワルツ」
シュトラウス：ラデツキー行進曲

ムソルグスキー：交響詩「禿山の一夜」 久石譲：「ハウルの

動く城」より「人生のメリーゴーランド」 久石譲：「天空の城ラピュタ」より「君をのせて」
木村弓：
「千と千尋の神隠し」より「いつも何度でも」 岡野貞一：故郷

成田為三：浜辺の歌

山田耕作：赤とんぼ
2006 年（平成 18 年）
11 月 12 日（日） 石巻市民交響楽団創立 30 周年記念

第 33 回定期演奏会

石巻市民会館（芸術

文化振興基金助成事業）
ビゼー：演奏会形式オペラ「カルメン」全４幕
指揮：佐々木克仁氏
カルメン：小島りち子
代将孝

フラスキータ：山下由佳

ド：山田大輔
合唱

ドン・ホセ：有銘哲也

ミカエラ：栗田真希子

メルセデス：宮田桂子

ビゼー／ナビゲーター：丹野六右衛門

石巻合唱連盟

石巻少年少女合唱隊

舞踊

エスカミーリョ：大田

ダンカイロ：小林秀史

レメンター

フラメンコ：桜井みやぎ（各氏）

スタジオみやぎ

2007 年（平成 19 年） 第２回ファミリーコンサート
５月５月（土） 開演 18:00

桃生公民館

５月６日（日） 開演 14:00

石巻市民会館

指揮：葛西孝之氏

司会・語り：後藤優子氏

J．ウィリアムズ：スターウォーズ

R．ロジャー

ス：サウンドオブミュージック

E．モリコーネ：ニューシネマパラダイス

ン：ウェストサイドストーリー

P．チャイコフスキー：バレエ音楽「くりみ割り人形」より抜

粋

L．バーンスタイ

久石譲：
「天空の城ラピュタ」より「君をのせて」 久石譲：「ハウルの動く城」より「人生

のメリーゴーランド」 木村弓：
「千と千尋の神隠し」より「いつも何度でも」 BIGIN：涙そう
そう

見岳章：川の流れのように

成田為三：浜辺の歌

岡野貞一：故郷

2007 年（平成 19 年）
11 月 18 日（日） 第 34 回定期演奏会
指揮：上羽広明氏

石巻市民会館

B．スメタナ：交響詩「我が祖国」より「モルダウ」

C．ドビュッシー：小組曲
レリア・スルティカーナ

J．ブラームス：交響曲第４番ホ短調 Op.98

マスカーニ：カヴァ

2008 年（平成 20 年） 第３回ファミリーコンサート
６月 21 日（土） 開演 18:00

石巻市河北総合センタービッグバン

６月 22 日（日） 開演 13:30

女川生涯学習センター（トヨタコミュニティーコンサート・トヨタ

自動車助成事業）
指揮：佐々木克仁氏

ナビゲーター：丹野六右衛門氏

『映画音楽，お楽しみ体験コーナー，日本の歌』 サウンド・オブ・ミュージック
人

〜指揮者体験・楽器体験〜

歌劇「カルメン」第１幕への前奏曲

オペラ座の怪

故郷（ふるさと） 浜辺

の歌
『きっと，どこかで聞いたことがあるクラシック』 J．シベリウス：交響詩「フィンランディア」
G.F. ヘンデル：水上の音楽より「アラ・ホーンパイプ」 J.S. バッハ：カンタータ 147 番「主よ，
人の望みの喜びよ」 P．マスカーニ：
「カヴァレリアスルティカーナ」より間奏曲
J．シュトラウス：ワルツ「春の声」より抜粋

A．ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」

より第２楽章
2008 年（平成 20 年） 合併３周年記念事業

第 35 回定期演奏会「音を楽し夢・たすけ愛」 〜クリネッ

クスの響き〜（石巻市地域づくり基金助成事業・日本製紙協賛事業）
11 月９日（日） 開演 14:00

石巻市民会館

指揮：上羽広明氏
ローッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲

シューベルト：交響曲第８番ロ短調 D.759「未

完成」 ドヴォルザーク：交響曲第９番ホ短調作品 95「新世界より」
2009 年（平成 21 年） 第４回ファミリーコンサート
６月 27 日（土） 開演 18:00

石巻市民会館

６月 28 日（日） 開演 14:00

石巻市雄勝公民館

指揮：佐々木克仁氏
「篤姫」メインテーマ

ナビゲーター：丹野六右衛門氏
パイレーツ・オブ・カリビアン

千の風になって

崖の上のポニョ

ヨハン・シュトラウス II 世：ワルツ「春の声」 ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーベン：交響曲
第７番イ長調第１楽章
ティング・キャット

ルロイ・アンダーソン：トランペット吹きの休日

舞踏会の美女

ヨハネス・ブラームス：交響曲第１番ハ短調第４楽章より抜粋

ワル

