
指揮：パスカル・ヴェロ （仙台フィル常任指揮者）
Conductor：Pascal VERROT

　1959年フランス生まれ。1985年民音指揮コンクール第3位及び齋藤秀雄特別賞受賞。

ボストン響副指揮者、ケベック響音楽監督、新星日響首席指揮者を歴任。フランスではピカ

ルディ管音楽監督、コンピエーヌ帝国劇場芸術監督、ディジョン歌劇場音楽監督を歴任。

2010年、フランス音楽批評家協会クロード・ロスタン賞受賞。

　2006年より、仙台フィルハーモニー管弦楽団常任指揮者。2013年には、仙台フィルと

ともにロシアを訪れ、ドビュッシー「海」「夜想曲」などを演奏し満場の喝采を受けた。2016年の

第300回定期演奏会、続いて行われた東京特別演奏会では、ベルリオーズ「幻想交響曲」

「レリオ」を指揮し圧倒的な存在感を示した。

ピアノ：北端 祥人 

Piano：KITABATA Yoshito

トランペット：森岡 正典
（仙台フィル トランペット首席）
Trumpet：MORIOKA Masanori

　大阪府出身。５才よりピアノを始める。
京都市立芸術大学、同大学院修士課
程音楽研究科を首席で修了。その後
渡独し、ハノーファー音楽演劇メディア
大学を経て、現在はベルリン芸術

大学に在籍し、マルクス・グロー教授の下で研鑽を積みながら、日本・
ヨーロッパを中心に演奏活動を行なっている。
　日本ショパンピアノコンクール2010第３位、第６回仙台国際音楽コン
クール第３位をはじめ、数多くの賞を受賞している。
　これまでに佐々木弘美、大川恵未、椋木裕子、上野真の各氏に師事。
日本ショパン協会正会員。
　現在ベルリン在住。

　山形県出身。山形大学教育学部
(音楽科)卒業。トランペットを北村源三、
故・金石幸夫の各氏に師事。在学中に
山形交響楽団に入団。卒業後、宮城

フィルハーモニー管弦楽団(現・仙台フィル)に入団。アフィニス文化財団
海外研修員としてアメリカへ留学。フィリップ・スミス(ニューヨークフィル
首席)、スーザン・スローター(セントルイス響首席)の各氏に師事。
　現在、仙台フィルハーモニー管弦楽団首席奏者。トランペットアンサン
ブル「THE MOST」他メンバー。フェスティバル・オーケストラには、サイ
トウキネン・オーケストラ、ジャパン・ヴィルトーゾ・オーケストラ等に参加。日本
音楽コンクールの審査員を務めるなど幅広い音楽活動を行っている。

※開演（演奏）中の客席への入退場は一切お断りいたします。　※やむを得ない事情により出演者・曲目等が変更になる場合もございますので、あらかじめご承知おきください。

※不可抗力により表記日時の催物を中止する場合以外は、料金の払い戻しをいたしません。　※ご来場の際には、近隣の駐車場には限りがございますので、地下鉄やバス等の公共交通機関をご利用ください。
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仙台フィルハーモニー管弦楽団
第309回 定期演奏会

このコンサートは、東北電力が協賛しています。

シチェドリン：管弦楽のための協奏曲第3番
ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第1番 ハ短調 作品35*

シュニトケ：「道化師と子供たち」より
ショスタコーヴィチ：交響曲第9番 変ホ長調 作品70

Shchedrin：Concerto for Orchestra, No.3

Shostakovich：Concerto for Piano and Orchestra, No.1 in C minor, Op.35

Schnittke：From "Clowns and Kids"

Shostakovich：Symphony No.9 in E flat major, Op.70

2017年

日立システムズホール仙台
コンサートホール

5/19（金）19：00（18:30開場）

5/20（土）15：00（14:30開場）

［チケット・全席指定］　2/22（水）発売
S：￥5,000  A：￥4,500  Z：￥2,000
※ユースチケット：各¥3,000割引。演奏会当日25歳未満の方が対象。
※未就学児童の同伴入場はできません。

［プレイガイド］

チケットぴあ  ローソンチケット  イープラス　
藤崎  仙台三越
［お申し込み・お問い合わせ］
仙台フィルサービス Tel.022-225-3934

主催：公益財団法人  仙台フィルハーモニー管弦楽団
協賛：東北電力株式会社
助成：公益財団法人  アフィニス文化財団
後援：宮城県、仙台市、宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、仙台商工会議所、
　　　　　　　　  、　　　　　　、　　　　　、　　　　 、　　　　　 、
　　  　　　　　   、
協力：仙台市中央卸売市場花き部運営協議会

指揮：パスカル・ヴェロ

ピアノ：北端 祥人

http://www.sendaiphil.jp/
トランペット：森岡 正典*

チケットぴあ
Pコード：324-228
Tel.0570-02-9999
http://t.pia.jp/

イープラス
http://eplus.jp/

藤崎

仙台三越　

ローソンチケット
Lコード：22478
Tel.0570-000-407

Tel.0570-084-002

http://l-tike.com/

オペレーター
10：00-20：00）（

（自動音声24時間受付） （自動音声24時間受付）

（24時間受付） （24時間受付）

（24時間受付）

プレイガイド

※ユースチケット取扱い：仙台フィルサービス、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス　　※Z席取扱い：仙台フィルサービス
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