
公益財団法人仙台ひと・まち交流財団 総務課 022-268-4789
仙台市太白区文化センター 022-304-2211

お問い合わせ先

公益財団法人仙台ひと・まち交流財団 設立 30周年記念事業
～第10 回 ダンス・フェスティバル in 仙台 プレイベント～

吹奏楽の名門校がインターネットにより
音楽のすばらしさを伝えます

吹奏楽の名門校がインターネットにより
音楽のすばらしさを伝えます

仙台市太白区文化センター 楽楽楽ホール（仙台市太白区長町 5-3-2）　

宮城県仙台向山高等学校

全日本吹奏楽コンクール第61回東北大会より

聖ウルスラ学院英智高等学校

第24回定期演奏会より

福島県立湯本高等学校

第43回定期演奏会より

いわき芸術文化交流館「アリオス」より
インターネットを通じて生出演

●主　催 : 公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団　　総務課　　太白区文化センター　　若林区文化センター

●協　力 : NPO 法人 フラガールズ甲子園

●運営ボランティア : 聖ウルスラ学院英智高等学校 JRC　　東北工業大学 学友会 報道部会　　東北生活文化大学

●後　援 : 仙台市　　仙台市教育委員会　　（公財）宮城県文化振興財団

福島民友新聞社

6月 13:30～
令和 3年19日 開演土 開  場

13:00

会　場

出演校
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ご　あ　い　さ　つ

　本日は、「吹奏楽フェス Web響演」にご来場いただき、誠にありがとうございます。

　今年の３月で、東日本大震災から10年が経過いたしました。この間、仙台市内では、復興計画
のもとに復興プロジェクトが着実に実施され、仙台のまち、暮らしなどの再建、災害に強いまち
づくりなどが進み、さらには、震災の経験と教訓を後世に伝える取り組みが行われております。
　また、東日本大震災からの復興に当たりましては、地域を越えた多方面からの「ひと」による
ご支援が大きな力になりました。フラガールの故郷である「福島県いわき市」からは、思いを込
めたフラダンスを仙台の「ダンス・フェスティバル」において披露していただくなど、文化的な
側面から長期にわたりご支援をいただきました。心から感謝を申し上げます。
　そうした中、2019年12月以降に短期間で全世界に広がった新型コロナウイルス感染症の爆発
的な流行によって、日本でも緊急事態宣言が出されるなど、これまで当たり前であった日常生活や、
文化センターや市民センターにおける各団体の活動が制限されるなど、かつて経験したことがな
いような事態が続いております。

　このような状況の中ではありますが、仙台ひと・まち交流財団は、今年1月に設立30周年を迎
えることとなりました。これもひとえに地域の皆様、日頃、各施設をご利用いただく皆様からの
温かいご支援、ご協力によるものと感謝申し上げます。
　この度、開催する「吹奏楽フェス Web響演」は、財団設立30周年記念の感謝とともに、第
10回目を迎える「ダンス・フェスティバル」のプレイベントとして東北地方の吹奏楽を代表する「仙
台市」と「いわき市」の高校生によるインターネット上の『響演』の場を設けることにより、新
型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、音楽の素晴らしさを広く発信し、地域を越えた交
流の場を創出するために開催するものです。
　各団体の活動などの賑わいが戻り、文化センターや市民センターも以前の姿を取り戻せること
を祈って、明日への希望につながる高校生達の活力と元気が満ちあふれるひと時をお楽しみいた
だければ幸いです。

　最後になりましたが、本日の演奏会の開催にあたり、ご支援・ご協力をいただきました関係者
の皆様に心から御礼申し上げます。

公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団
理事長　板橋　秀樹

タイムスケジュール 及び 出演校の紹介

第１部 ク ラ シ ッ ク 編　（13：30～）
 宮 城 県 仙 台 向 山 高 等 学 校 吹奏楽部
 聖ウルスラ学院英智高等学校 吹奏楽部
 福 島 県 立 湯 本 高 等 学 校 吹奏楽部
 （いわき芸術文化交流館 アリオス より、インターネットを通じて生出演）

第２部 交　　流　　編　（14：30～）
 出演３校による交流会

第３部 ポップス・マーチング編　（14：40～）
 福 島 県 立 湯 本 高 等 学 校 吹奏楽部
 （いわき芸術文化交流館 アリオス より、インターネットを通じて生出演）

 宮 城 県 仙 台 向 山 高 等 学 校 吹奏楽部
 聖ウルスラ学院英智高等学校 吹奏楽部

●司会者　　髙野 真弓
フリーアナウンサー、アニバーサリーMC、対人力アップコミュニケーション講師
略歴　宮城県仙台市出身

1995年、TBCラジオ「おはようワイドGood Morning」ラジオカーのリポーターでデビュー。
TBCラジオ「週刊ラジオシティ」メインパーソナリティーを始め、ミヤギテレビ「OH!バンデス」、
仙台放送「mimiよりマーケット」、KHB東日本放送「突撃！ナマイキTV」等、TVリポーター
として数多くの情報番組に出演。
現在は、式典・イベント・ブライダル（300組以上）等の司会をしながら、企業・自治体・学校
等でコーチングやコミュニケーション等の研修講師も行っている。

●運営ボランティアの皆様
 聖ウルスラ学院英智高等学校　JRC　（受付、出演者誘導）
 
 

 東北工業大学 学友会 報道部会　（YouTubeライブ動画撮影）　
 

 東北生活文化大学　（ポスター・チラシ等のデザイン制作、YouTubeライブ動画撮影）
 

 　制作アドバイス：

●舞台・音響・照明・映像協力
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●福島県立湯本高等学校　吹奏楽部
　全日本吹奏楽コンクール全国大会において、「三出制度休み」（３年連続で全国大会に出場した団体が
翌年の大会に出場できない制度で、2013年度より廃止）を除き初出場から第62回大会まで、10大会連
続出場を果たし、全国大会において最高位となる金賞を2回受賞（第52回及び第56回大会）しており
ます。

部長あいさつ
　今回はコロナ禍の中、このようなオンラインによる交流の機会を頂き、ありがとうございます。昨年
は定期演奏会が延期となり、またコンクールも中止となるなど、皆様にお会いすることができる貴重な
機会が次から次へと無くなってしまいました。しかし、そのような状況でも日々の練習を怠らず頑張っ
てまいりました。そんな中、録音審査で開催された日本管楽合奏コンテスト全国大会や日本学校合奏コ
ンクール全国大会2020グランドコンテストに出場することができ、また、今年の3月の定期演奏会では、
You Tubeライブ配信にてたくさんの方々に湯高サウンドをお届けすることができました。第44回湯本
高校吹奏楽部定期演奏会も例年とは異なる形ではありますが、無事開催することができるよう、現在準
備をしております。
　このたび、宮城県仙台向山高等学校吹奏楽部の皆さんや、聖ウルスラ学院英智高等学校吹奏楽部の皆
さんと演奏会を開催することができ、本当に嬉しく思います。
　本日は、お互いに良い刺激を与えあい、これからの成長につなげていけるような良い演奏会にできた
らと思います。短い時間ではありますが、どうぞ最後までお楽しみください。

部長
〇演奏曲目

クラシック編
　１曲目　華麗なる舞曲 作曲／C.T.スミス
　２曲目　黎明のエスキース 作曲／阿部 勇一
ポップス・マーチング編
　１曲目　トランペット吹きの休日 作曲／L.アンダーソン
　２曲目　オーメンズ・オブ・ラブ 作曲／和泉 宏隆（真島 俊夫）
　３曲目　サウス・ランパート・ストリート・パレード
 作曲／R.ボーダック、B.ハガート（岩井 直溥）

〇パート別　メンバー紹介
指　揮
Flute

Oboe
Fagotto
Clarinet

Bassclarinet
Altosax
Tenorsax
Baritonesax
Trumpet
Horn
Trombone
Euphonium
Tuba
Contrabass
Percussion

●宮城県仙台向山高等学校　吹奏楽部
　全日本吹奏楽コンクール東北大会に22回出場し17回金賞受賞、内６回の全国大会出場を果たしてお
ります。

　この度は、貴重な演奏会、またオンラインによる交流の機会を頂き、本当に有り難うございます。
　私たち仙台向山高等学校吹奏楽部は、１年生25名、２年生17名、３年生25名、計67名の部員で部訓「一
期一会」のもと、聴いてくださっているみなさまに少しでも元気を届けられるよう、毎日の基礎を大切
にしながら練習に励んでいます。
　昨年はコンクールの中止や定期演奏会が会場の変更や延期となり、本当に寂しい１年を過ごしてきま
した。そんな中でも、部員同士で励まし合いながら、今できることを少しでも増やしていこうと日々努
力をしてきました。先月の5月には、何とか定期演奏会を開催することができ、久しぶりにお客さまの
前で演奏することの喜びを感じる素敵な時間を味わうことができました。
　本日は、福島県立湯本高等学校さんや聖ウルスラ学院英智高等学校さんとの演奏会を通して、様々な
ことを勉強し、自分たちの成長につなげることができるよう、頑張っていこうと思います。まだまだ至
らない事がたくさんありますが、精一杯演奏いたします。どうぞ、お聴きください。

〇演奏曲目
クラシック編
　１曲目　吹奏楽のための「エール・マーチ」  作曲／宮下 秀樹
　２曲目　五つの沖縄民謡による組曲より「芭蕉布」  作曲／真島 俊夫
　３曲目　科戸の鵲巣～吹奏楽のための祝典序曲  作曲／中橋 愛生
ポップス・マーチング編
　１曲目　雨のち晴レルヤ 作曲／北川 悠仁・佐藤 和哉　　編曲／宮川 成治
　２曲目　世界に一つだけの花 作曲／槇原 敬之　　編曲／郷間 幹男
　３曲目　サンバ・エキスプレス 作曲／真島 俊夫

〇パート別　メンバー紹介
指　揮
Piccolo
Flute
Oboe
Fagotto
E♭Clarinet
Clarinet 

Altoclarinet
Bassclarinet
Altosax
Tenorsax
Baritonesax
Trumpet

Horn

Trombone
Euphonium
Tuba
Stringbass
Percussion
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●聖ウルスラ学院英智高等学校　吹奏楽部
　全日本吹奏楽コンクール東北大会において、2013年から７年連続で金賞を受賞し、これまで全日本吹
奏楽コンクールに５回、全日本マーチングコンテストに４回、全日本アンサンブルコンテストに４回の
全国大会出場を果たしております。特に、2018年、2019年の3大会同時全国大会出場は東北初の快挙
となりました。また、2018年には宮城県内では初めてとなるJAPAN BAND CLINICモデルバンドに選
出されました。

　本校吹奏楽部は、1988年に創部し、学校、保護者、地域の皆様の温かいご支援のもと、顧問の先生
方と約160名の部員で活動しています。私たちのモットーは「日々感謝」「己に勝つ」「執念」です。部
員全員で切磋琢磨し合いながら、皆様に感動していただける音楽を目指すことはもちろん、日々の活動
を通して社会性と人間性を養うことも大切にしています。
　私たちの主な活動は、吹奏楽コンクール、マーチングコンテストをはじめ、演奏会・各種イベントや
地域行事への出演です。大会においてもイベントにおいても、皆様に音楽の楽しさを伝えたいという思
いで演奏しています。「杜の都から音楽で笑顔を届ける！」を目標に歩み続けておりますので、皆様から
の応援、よろしくお願い致します。

〇演奏曲目
クラシック編
　１曲目　大序曲「1812年」 作曲／チャイコフスキー　　編曲／木村 吉宏
ポップス・マーチング編
　１曲目　シュガーソングとビターステップ 作曲／田淵 智也　　編曲／宮川 成治
　２曲目　O　H　!　 作曲／宮崎 朝子　　編曲／郷間 幹男
　３曲目　宝　　島 作曲／和泉 宏隆　　編曲／真島 俊夫

〇パート別　メンバー紹介
指　揮
Piccolo
Flute

Oboe

Fagotto
E♭Clarinet
Clarinet

Altoclarinet
Bassclarinet

Altosax

Tenorsax
Baritonesax
Trumpet

●協力：NPO法人フラガールズ甲子園
　「文部科学大臣杯　全国高等学校フラ競技大会 フラガールズ甲子園」の2020年度
第10回大会は新型コロナウイルス感染症の影響により延期となりましたが、2021年
８月22日に開催することになりました。ライブ配信予定！

2021年8月22日（日）開場10：00　開演10：40
第10回フラガールズ甲子園 競技大会

会場：いわき芸術文化交流館アリオス・大ホール（有料）
◆高校生による課題曲（フラ）・自由曲の競技
◆ゲスト演技、演奏等
◆表彰式・エンディング
◆インターネット放送ライブ中継（NTTサーバー使用）

パブリックビューイング
会場：いわき芸術文化交流館アリオス・中劇場（無料）
◆大ホール演技の映像をリアルタイムにスクリーン放映

2021年8月23日（月）開場10：30
入賞校によるエキシビション

会場：スパリゾートハワイアンズ

YouTube公式チャンネル登録はこちらから→

Horn

Trombone

Euphonium

Tuba

Stringbass
Percussion



YouTube公式チャンネルのご紹介
（部の活動紹介をしておりますので、是非ご登録お願いします）

●宮城県仙台向山高等学校　吹奏楽部
宮城県仙台向山高等学校吹奏楽部の公式アカウン
トです！
日々の練習風景やイベントなど、行事での演奏を
アップロードしています。

登録はこちらから

●福島県立湯本高等学校　吹奏楽部
定期演奏会や地域密着型演奏会そして日常の活動
など、湯高吹部の魅力を余すところなく発信して
おります。吹奏楽の活動の楽しさが、次世代を担
う子供達に伝わりますように。

登録はこちらから

●聖ウルスラ学院英智高等学校　吹奏楽部
「杜の都から音楽で笑顔を届ける！」を目標に、
これからも歩み続けたいと思います。
私たちの吹奏楽活動動画を紹介しておりますの
で、ぜひ、ご覧下さい。

登録はこちらから

チャンネル登録お願いします

●公益財団法人仙台ひと・まち交流財団
「仙台ひと・まちチャンネル」では、市民の皆様の地域活動などの魅力を伝えるための
動画を配信しております。


