
東日本と愛知をつなぐコンサート　2011～2017
愛知学泉大学オーケストラ／安城学園高等学校 吹奏楽部・合唱部・弦楽部

2012.8.16　中日新聞朝刊

■主催　安城学園高等学校　〒446-8635　愛知県安城市小堤町4-25　TEL／（0566）76-5105（代）■後援団体一覧　愛知県吹奏楽連盟　安城ライオンズクラブ　大船渡ライオンズクラブ
　大船渡五葉ライオンズクラブ　陸前高田ライオンズクラブ
　住田ライオンズクラブ　大船渡ロータリークラブ　大船渡西ロータリークラブ
　陸前高田ロータリークラブ　大船渡市教育委員会　陸前高田市教育委員会　住田町教育委員会
　大船渡商工会議所　陸前高田商工会　住田町商工会
　東海新報社　岩手日報社

13:30開演〈13:00開場〉

12月28日水
2011年

大船渡市民文化会館リアスホール
会　場

平成24年度創立100周年　「教育にイノベーションを！」安城学園高等学校吹奏楽部大船渡東高等学校太鼓部・吹奏楽部高田高等学校吹奏楽部ジョイントコンサート

安城学園高等学校吹奏楽部平成２０年、２１年、２２年全日本吹奏楽コンクール3年連続出場
平成２３年度全日本マーチングコンテスト　（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）金賞受賞

大船渡東高等学校太鼓部・吹奏楽部 高田高等学校吹奏楽部安城学園高等学校吹奏楽部大船渡東高等学校太鼓部　　　　　　　  ・吹奏楽部高田高等学校吹奏楽部

演 奏 Program
セレモニアル•マーチ
いとしのエリー
上を向いて歩こう
虹の彼方に
ディスコキッド2011
翼をください

アルセナール
エルザの大聖堂への行進
長安寺ばやし
怒濤太鼓
祭り太鼓　他

主 催
協 力
問い合わせ先

学校法人安城学園
株式会社カメリア社中・（一社）気仙沼復興協会・気仙沼プラザホテル・気仙沼ホテル観洋・南三陸ホテル観洋（五十音順）
愛知学泉大学オーケストラ　TEL 080-3066-1812 （植田）　愛知県岡崎市舳越町上川成28

〒022-0003　岩手県大船渡市盛町字下舘下18-1
☎ 0192-26-4478

〒988-0014　宮城県気仙沼市柏崎1番1号
☎ 0226-23-1313

～東日本と愛知をつなぐ～
愛知学泉大学•安城学園高等学校
オーケストラコンサート2017

第6回

愛知学泉大学オーケストラ
安城学園高等学校弦楽部・安城学園高等学校合唱部

時間／14:00～15:30　入場無料
大船渡市民文化会館リアスホール

気仙沼プラザホテル
2階コンベンションホール飛天
時間／20:00～21:00　　入場無料

8 19月 日 土

8月18日（金）
  8：00～  8：30 南三陸ホテル観洋ロビー
  9：40～10：10 戸倉復興住宅集会所
11：10～11：40 伊里前復興住宅集会所
15：00～15：30 大船渡保育園　※関係者のみ
8月19日（土）
10:00～10:30 蔵ハウス　※関係者のみ

合唱部 演奏会
安城学園高等学校

弦楽部 演奏会
8月18日（金）
10：00～10：40 志津川東　西復興住宅集会所
11：50～12：20 南三陸さんさん商店街　※雨天中止
14：30～15：15 気仙沼市錦町コミュニティセンター

安城学園高等学校

8月19日（土）
10:00～10:40 南三陸志津川復興住宅集会所

オーケストラ
愛知学泉大学

その他の演奏会予定 　すべて入場無料

～東日本と愛知をつなぐ～

気仙沼ホテル観洋
コンベンションホールベルサイユ
14:00~15:30　入場無料

2015年

12月26日土

大船渡市民文化会館
リアスホール
15:00~16:30　入場無料

12月27日日
主　　　催
後　　　援
問い合わせ先

学校法人安城学園
中日新聞社、愛知県中学•高等学校オーケストラ連盟
愛知学泉大学オーケストラ　TEL 080-3066-1812 （植田）　愛知県岡崎市舳越町上川成28

愛知学泉大学•安城学園高校
オーケストラコンサート

演奏曲目
キラキラ星
フィンランディア
レ・ミゼラブル
そりすべり
クリスマスフェスティバル
ハレルヤ
let it go
花は咲く
ふるさと

･･･････････････････････････････････････････････････････････････井上あきは
･････････････････････････････････････････････････････Jean Sibelius
････････････････････････････････････････････････････BOB LOWDEN

･･･････････････････････････････････････････････････LEROY ANDERSON
････････････････････････････････LEROY ANDERSON

････････････････････････････････････････････････････････････････････ヘンデル
･････････････････････････････････････････････････Kristen Anderson-Lopes
･･････････････････････････････････････････････････････････････････菅野よう子
････････････････････････････････････････････････････････････････････石毛里佳

演　　奏
愛知学泉大学オーケストラ
安城学園高等学校弦楽部

～東日本と愛知をつなぐ～

主　　　催
後援団体

問い合わせ先

気仙沼市民会館大ホール
開演／14:00　（開場／13:30）入場無料（要整理券）

2012年

8月18日土

大船渡市民文化会館リアスホール
開演／14:00　（開場／13:30）入場無料（要整理券）

8月19日日

指　　揮
演　　奏

賛助出演

吉見　光三
愛知学泉大学オーケストラ
安城学園高等学校弦楽部
安城学園高校合唱部（大船渡公演のみ）
気仙沼市アマチュアコーラス連絡会

交響曲　第九番「新世界」より
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・／ドヴォルザーク
アルルの女 第2組曲
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・／ビゼー
パイレーツオブカリビアン
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・／クラウス・バデルト
見上げてごらん夜の星を
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・／いずみたく
しあわせ運べるように
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・／臼井 真
　他

プログラム

曲目は都合により変更になる場合があります

学校法人安城学園・愛知学泉大学・安城学園高等学校
中日新聞社、愛知県オーケストラ連盟、気仙沼復興協会、大船渡市、陸前高田市、住田町、気仙沼市教育委員会、大船渡市教育委員会、陸前高田市教育委員会、
住田町教育委員会、大船渡ライオンズクラブ、大船渡五葉ライオンズクラブ、陸前高田ライオンズクラブ、住田ライオンズクラブ、大船渡ロータリークラブ、
大船渡西ロータリークラブ、陸前高田ロータリークラブ、大船渡商工会議所、陸前高田商工会、住田町商工会、IBC岩手放送、テレビ岩手、めんこいテレビ、
岩手朝日テレビ、岩手日報社、河北新報社盛岡総局、東海新報社
安城学園高等学校　TEL 0566-76-5105 （吉見•石川）　愛知県安城市小堤町4-25

～東日本と愛知をつなぐ～

愛知学泉大学•安城学園高校
オーケストラコンサート

2012年2月28日　「海外演奏旅行」ドイツ・イエナ市　フォルクスハウスにて

開演／14:00　（開場／13:30）入場無料（要整理券）
※整理券は各会館にて配布中（当日は受付にて配布）

（大船渡公演のみ）

主　　　催
問い合わせ先

学校法人安城学園
愛知学泉大学オーケストラ　TEL 080-3066-1812 （植田）　愛知県岡崎市舳越町上川成28

13：30開演　13：00開場
大船渡市民文化会館・市立図書館

リアスホール　大ホール
〒022-0003　岩手県大船渡市盛町字下舘下18-1

TEL 0192-26-4478

サンマリン気仙沼ホテル観洋4階
大ホール「ベルサイユ」

19:50開場　20:00開演

〒988-0021　宮城県気仙沼市港町4-19番
TEL 0226-24-1200(代表)

12月24日土
2016年

～東日本と愛知をつなぐ～

愛知学泉大学•安城学園高校
オーケストラコンサート2016

演奏曲目
マイスタージンガー
「魔笛」より
組曲「惑星」より《木製》
ディズニーファンティリュージョン！
パイレーツオブカリビアン
花は咲く
あすという日が
クリスマスフェスティバル

演　　奏

指　　揮

愛知学泉大学オーケストラ
安城学園高等学校弦楽部

服部洋樹　金沢紫

入場
無料

～東日本と愛知をつなぐ～

陸前高田市立第一中学校 体育館
9:30開場　10:00開演　入場無料

気仙沼市立大島小学校 体育館
14:30開場　15:00開演　入場無料

2014年

8月16日土

大船渡市民文化会館
リアスホール
13:30開場　14:00開演　入場無料

8月17日日

主　　　催
後　　　援
問い合わせ先

学校法人安城学園
中日新聞社、愛知県中学•高等学校オーケストラ連盟
愛知学泉大学オーケストラ　TEL 080-3066-1812 （吉見・植田）　愛知県岡崎市舳越町上川成28

愛知学泉大学•安城学園高校
オーケストラコンサート

吉見　光三
指　　揮

岩手県立大船渡東高等学校
気仙地区中高生吹奏楽部員
気仙沼市アマチュアコーラス連絡会
山形県立山形北高等学校吹奏楽部

ゲ ス ト

演奏曲目
ディズニーマーチメドレー
キラキラ星
ジブリメドレー
懐メロメドレー
パイレーツオブカリビアン
ハピネス

世界に一つだけの花
夏の童謡メドレー
花は咲く
あすという日が
アスナロウの木

演　　奏
愛知学泉大学オーケストラ
安城学園高等学校弦楽部

この事業は平成26年度安城市東日本大震災復興支援交流事業から基金をいただいています。

～東日本と愛知をつなぐ～

気仙沼ホテル観洋
コンベンションホールベルサイユ
14:00~15:30　入場無料

2015年

12月26日土

大船渡市民文化会館
リアスホール
15:00~16:30　入場無料

12月27日日
主　　　催
後　　　援
問い合わせ先

学校法人安城学園
中日新聞社、愛知県中学•高等学校オーケストラ連盟
愛知学泉大学オーケストラ　TEL 080-3066-1812 （植田）　愛知県岡崎市舳越町上川成28

愛知学泉大学•安城学園高校
オーケストラコンサート

演奏曲目
キラキラ星
フィンランディア
レ・ミゼラブル
そりすべり
クリスマスフェスティバル
ハレルヤ
let it go
花は咲く
ふるさと

･･･････････････････････････････････････････････････････････････井上あきは
･････････････････････････････････････････････････････Jean Sibelius
････････････････････････････････････････････････････BOB LOWDEN

･･･････････････････････････････････････････････････LEROY ANDERSON
････････････････････････････････LEROY ANDERSON

････････････････････････････････････････････････････････････････････ヘンデル
･････････････････････････････････････････････････Kristen Anderson-Lopes
･･････････････････････････････････････････････････････････････････菅野よう子
････････････････････････････････････････････････････････････････････石毛里佳

演　　奏
愛知学泉大学オーケストラ
安城学園高等学校弦楽部

2012.8.27　中日新聞朝刊

2014.8.17　岩手新報社

2014.12.26　中日新聞朝刊


