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令和 5年３月発行

仙台ジュニアオーケストラ

活動のご案内

仙台ジュニアオーケストラとは…

小学 5年生から高校 2年生までの児童・生徒が集まり、

仙台市内で活動しているオーケストラです。

地域の音楽リーダーの育成を目的として 1990 年 5 月に設立され、

仙台市と（公財）仙台市市民文化事業団が運営しています。

仙台フィルハーモニー管弦楽団員の指導のもと、年 2回の演奏会を中心に活動しており、

現在は約 100 名が在籍しています。

プロの演奏家の指導を受け、学校も学年も異なる友達と

一つの音楽をともに作り上げる経験はかけがえのないものです。

ぜひあなたも一緒に活動してみませんか？



特にヴァイオリン
パートの団員を
大募集中です

ヴィオラ・チェロは
初心者クラスを
開設しています

♪団員募集・選考会について

　仙台ジュニアオーケストラの団員募集 ・ 選考会は年に 3回行っています。

　①春 （4 月） …欠員のある全パート

　②夏 （6 ～ 7 月） …欠員のある管楽器パート中心

　③秋 （10 月） …欠員のある弦楽器パート中心

　選考会のおよそ 1 ～ 2 ヶ月前から応募を受け付けます。

　募集のチラシは仙台市内の市民センター ・ 各学校 ・ その他公共施設 ・ 楽器店などに配置しています。

　仙台市ホームページ、 仙台ジュニアオーケストラ公式 Twitter にも情報を掲載します。

　ご希望の方には郵送いたしますので、 （公財） 仙台市市民文化事業団 （022-727-1876） までご連絡ください。

♪応募資格について

　原則として次の 5 つを満たしている方を対象とします。

　①仙台市または仙台市近郊に居住または通学している方

　②小学5年生から高校2年生までの方 （※）

　③練習に熱意をもち、 原則的に全行事、 全練習に参加できる方

　④部活動や学習塾、 他の習い事との両立ができる方

　⑤仙台ジュニアオーケストラの団員としての自覚をもって活動できる方

　（※） 秋 （10 月） の選考会は、 小学 5 年生から高校 1 年生までの方が対象です。

　　 　     また、 パートによって申込学年の制限を設けているパートもあります。 詳細は募集要項をご確認ください。

♪費用負担について

　団費 ：年間36,000円　　（分割での納入も可能です。 詳しくは入団後にご案内します。）

　＊夏期合宿練習やジュニアオーケストラ ・ フェスティバルに参加する際の旅行代は別途ご負担いただきます。

　＊団員の保護者で組織される 「仙台ジュニアオーケストラ父母の会」 では、 会費を集め、 活動のサポートを行っています。

♪貸与楽器について

　 ・ 選考会 ・ 入団後の楽器は、 原則として各自ご準備いただきます。

　　（一部貸与楽器有 ：ヴィオラ、 コントラバス、 ファゴットなど。 詳しくはお問い合わせください。）

　 ・ 貸与する楽器について弦や松脂、 リードなど、 通常の使用に伴い消耗する物品の経費や返却時の調整に関する経費を

  　  ご負担いただきます。

　 ・ チェロの希望者のうち、 楽器を持っていない方は事務局までご相談ください。

　 ・ 入団後、 楽器を購入する際は、 購入前に事務局までご連絡ください。

♪主な活動について

　10 月の 「定期演奏会」 と３月の 「スプリングコンサート」 に向けて毎月 3 ～ 4 回程度練習しています。

　また、 夏休み期間中に 2 泊 3 日の合宿または 2 日間連続の集中練習を行っています。

　2022 年度は合宿の代わりに、 3 年に一度開催される全国の公立ジュニアオーケストラによる交流演奏会

　「ジュニアオーケストラ ・ フェスティバル 2022  in NIIGATA」 に参加しました。

　そのほか、 外部の演奏会に有志で出演することもあります。

　練習日 ：平日夜 （18:00 ～ 21:00、 曜日不定期）　練習会場 ：日立システムズホール仙台

♪説明会・見学会について

　説明会や見学会を設けています。

　春はスプリングコンサートの前日にリハーサル見学会 & 説明会を行っているほか、

　練習の見学会も随時申込を受け付けておりますので、 お気軽にお問合せ下さい。

仙台ジュニアオーケストラ　入団の概要



私たち、仙台ジュニアオーケストラです！

クラリネットパート
鎌田　実桜さん
小学 5年生で入団。

インスペクター ・ パートリーダー
（2022 年度）

ホルンパート
庄司　温翔さん
中学 2年生で入団。
パートリーダー

（2021 ・ 2022 年度）

パーカッションパート
千葉　咲玖さん
中学２年生で入団。

コントラバスパート
武田　梁さん
小学 5年生で入団。

2022年８月に参加した

「ジュニアオーケストラ ・フェスティバル」

のTシャツを手に取る鎌田さん。

インスペクターとしてリーダシップを発揮し、

大活躍してくれました！

2022年8月に沖縄県で開催された

那覇ジュニアオーケストラとの合同演奏会

に出演した庄司さん。

地元の方から歓迎を受け、 沖縄の文化や

歴史に触れたことで、 「人と人との

つながりの大切さを実感した」 そうです。

演奏会前のリハーサルで講師の先生から

アドバイスを受ける千葉さん。

「小学校の音楽の授業や合奏団で打楽器

を触ったことがあり、 楽しかった」 ことが

パーカッションパートを志望したきっかけ。

チームコントラバスでの１枚。

武田さんがいう通り、 まさに 「多様性」

に溢れたメンバー。 学校も学年も、

楽器経験の有無もそれぞれですが、

パートの皆で切磋琢磨しながら

頑張っています。

学校では吹奏楽部でテューバを吹いています。 弦楽器に触れたことがなく、 テューバ
と同じ低音楽器ということで興味を持ったので、 コントラバスを志望しました。
入団前は未経験の自分が本当についていけるのか不安でしたが、 先輩や先生方から
優しく丁寧に教えていただき、 徐々に力がついてきて今では楽しく演奏できています。
コントラバスパートは多様性がありとても楽しい雰囲気です。 性別も学年も学校も異な
るたくさんの団員と話して練習を重ねていくうちに、 コミュニケーション能力もついた気
がします。 入団して2回目の本番が 「ジュニアオーケストラ ・ フェスティバル」 で、
沢山の人の前で演奏して緊張しましたが、 100%の力を出し切ることが出来ました。
水族館の見学やホテルで友達と過ごしたことなども、 楽しい思い出になりました。
仙台ジュニアオーケストラに入って、 主体性・コミュニケーション能力・様々な楽器
の知識・仲間と合奏する楽しさや面白さなど、 たくさんのものを得られたと思います。
入団してまだ1年半なので、 今後さらに多くの経験が増えていくことが楽しみです。

小学5年生の時に母に勧められ、 興味を持ちオーディションを受けて入団しました。
私が高校２年生まで楽しく続けることができているのは、 これまでのインスペクター
（※オーケストラのリーダー的存在） がオーケストラを上手に引っ張って盛り上げて
くれていたことが大きかったと思うので、 団員全員が楽しく活動できるように一生懸命
尽力しようと思い、 今年インスペクターを引き受けました。 インスペクターになり、
数多くの方の協力があって仙台ジュニアオーケストラが活動できているということを
知りました。 オーケストラにより多く、 深くかかわることができたことも嬉しかったです。
ジュニアオーケストラで練習に励んでいくうちに、 自分の演奏をお客さんに届けると
いう意識を持って吹けるようになりました。 合奏することの楽しさを学んだことも
大きいです。 「ジュニアオーケストラ ・ フェスティバル」 では他団の人とも演奏
する機会がありましたが、 共に演奏することで会話以上のコミュニケーションをとる
ことができたと感じました。 良い友達・思い出・経験、 多くのものを得たと思います。

ホルンパートは人数が多いのですが、 面白くて優しい先生とにぎやかに楽しく練習
しています。 アットホームな感じです。 私はホルン以外にピアノも習っていて、 他にも
趣味で作曲をしています。 ありがたいことに 「未来の作曲家コンサート」 に２度選出
され、 プロの演奏家が自分の曲を演奏するという機会にも恵まれました。 音楽が好き
なので、 これからも趣味でずっと続けていけたら良いなと思っています。
沖縄県で開催された那覇ジュニアオーケストラとの合同演奏会に参加しました。 沖縄の
方々の温かさに触れ、 同じ東北の子どもたちとの交流もあり、 とても貴重な機会でした。
仙台ジュニアオーケストラでは上手な先輩や素敵な先生との出会いがあり、 そのよう
な環境で日々刺激をもらっています。 また多くの指揮者の先生から音楽を学びました。
オーケストラに入り、 音楽を通じて同世代の友人たちを得られたことは嬉しかったです。
これまで私の周りでは 「音楽を学ぶ男子」 が少なかったため、 特に男子団員との
出会いは新鮮でした。 卒団が寂しいですし、 もう少し在籍したいくらいです。

小学生の頃、 学校の吹奏楽団でアルトサックスを吹いていました。 中学校に進学し別
の部活動に入りましたが、 また音楽をやりたいと思い、 仙台ジュニアオーケストラに
入団しました。
パートの雰囲気はとても明るく、 楽器運びの時間など、 皆で一緒にいる時間が長い
ので、 すぐ打ち解けてよく話すようになりました。 頼りがいのある先輩や、 親身になり
つきっきりで教えてくれる先生方に出会えて、 とても嬉しく思います。 部活の大会前や
テスト前は両立が大変な時もありますが、 練習はとても楽しいし、 パートのみんなと
会えることが嬉しいので、 辛くはないです。 仙台ジュニアオーケストラに入り、 前より
もっとあきらめなくなったと思います。 友達はすぐにできたことでも私だけ手こずって
しまったり、 練習で私だけミスしたりすることもありますが、 先生や友達ができるまで
教えてくれるので、 私もあきらめず練習を頑張ろうと思えます。 できるようになると
とても嬉しく、 楽しいです。 その繰り返しが自分の成長にも繋がっていると感じます。



「ジュニアオーケストラ・フェスティバル２０２２ in NIIGATA」
での合奏の様子。お揃いの T シャツを着用しています。

「入団式」新入団生歓迎の挨拶

ホテルでの朝食
合宿での花火

那覇市での交流演奏会

フェスティバル本番

５月から活動する新入団員の選考会を
行います。

まずはパート練習で基礎をしっかりと。
先生が丁寧に教えてくれるので、安心です。

合奏練習が増えてきます。
一人で演奏するのも楽しいけれど、
音が合わさった時の感動は格別です。
お友達も少しずつ増えていきます。

夏は楽しいイベントが待っています︕２泊３日の合宿で
集中的に練習に取り組みます（岩手県・福島県など）。
練習を頑張った皆さんにはお楽しみの時間も。団員が一番
楽しみにしている行事です。
また３年に一度、全国で活動しているジュニアオーケストラ
との交流演奏会、「ジュニアオーケストラ・フェスティバル」
に参加しています。（２０２２年度に開催、参加しました。）
音楽をともに学ぶ全国のお友達ができるチャンス☆

夏のイベントを経て、みるみる
上達が感じられる頃です。
定期演奏会まであと１か月︕
演奏に磨きをかけ、仕上げていきます。

新年度の活動スタート︕
新入団員を歓迎する
「入団式」があります。
ここで秋の定期演奏会の
曲目も発表︕
練習も５月からスタートします。

仙台ジュニアオーケストラの 1 年



芸術の秋︕定期演奏会本番です。
大舞台で緊張するかもしれませんが、
終わったあとの達成感は最高です。
頑張った後はみんなで打ち上げをします。
レクリエーションは毎回大盛り上がり♪

後期の活動が
スタートします。
６月と同じように、パート練習を中心に。
招待していただき、演奏会に出演することも。

スプリングコンサートのチラシが
できあがるころです。
合奏練習も本格的に始まります。

練習のがんばりどきです。
寒い中でも、仙台ジュニアオーケストラ
の皆さんは元気いっぱい︕

早いものでスプリングコンサート
まで１か月︕
１年間の頑張りを披露する
最高の舞台が近づいています。
合奏練習のたびに
成長を感じられるはずです。

いよいよスプリングコンサート本番︕
高校２年生はこの舞台が最後です。
「卒団式」で送り出す瞬間は、
笑いあり涙ありと、感動が溢れます。
打ち上げもひときわ盛り上がります。

「卒団式」には、
仙台ジュニア
オーケストラ団長
の仙台市長が
出席することも。

卒団生一人一人に
花束が贈られます。

仙台ジュニアオーケストラは１９９０年の設立以降、これまでに
約１０００人もの団員が在籍し、巣立っていきました。

「音楽が好き」という同じ志を持ち集う仲間と作る思い出は
かけがえのない財産になることでしょう。

仙台ジュニアオーケストラで一緒に青春を過ごしてみませんか︖



仙台ジュニアオーケストラ団員のあ れこれ

きょうだいが先に入団していて

楽しそうだと思ったから。
音楽や楽器が好きで、

たくさんの人と演奏して
みたかったから。

先輩が入っていて、

あこがれていたから。
中学生になって始めた楽器を

もっと上手に弾けるように
なりたかったから。

家族にすすめられて

やってみたいと思ったから。

仙台ジュニアオーケストラの演奏会を聴いて、

自分も入りたい！と思ったから。

やっている人が大多数！
☆吹奏楽部
　　ジュニアオーケストラとは違う楽器を

　　担当している人もいます

☆卓球部　　☆水泳部　　☆軽音楽部
☆オーケストラ部　　☆茶道部
☆美術部　　☆バスケットボール部
☆科学部　　☆バドミントン部
☆陸上部　　☆　英語部　　☆剣道部
☆書道部　　☆合唱部　　☆新体操部
☆応援団　　☆図工クラブ
…などなど。
このほか、 習い事をやっている人も
たくさんいます。

ジュニアオーケストラ
・ フェスティバル

で新潟に行き、 演奏会や交流会に
参加したこと。

夏の合宿で
お泊まりをしたこと。

すばらしい指揮者の先生と
音楽を作り上げたこと。

自分の大好きな曲を
演奏できたこと。

初めての定期演奏会で
ステージに立って演奏したこと。

☆ベートーヴェン ：交響曲第 5番 「運命」

☆サン＝サーンス ：歌劇 「サムソンとデリラ」

　　　　　　　　　　　　　　　　よりバッカナール

　　　　　　　　　　　　　　　　交響曲第 3番 「オルガン付き」

☆ガーシュウィン ： 「パリのアメリカ人」

☆チャイコフスキー ：バレエ音楽 「白鳥の湖」

　　　　　　　　　　　　　　　幻想序曲 「ロミオとジュリエット」

☆モーツァルト ： アイネ ・ クライネ ・ ナハトムジーク

☆ドヴォルザーク ：交響曲第 8番

☆メンデルスゾーン ：ヴァイオリン協奏曲

☆ブルッフ ： スコットランド幻想曲

☆バーンスタイン ：

　　　　　　「ウエスト ・ サイド ・ ストーリー」 セレクション

…などなど。 バラエティに富んだ多くの名曲
にチャレンジし、 演奏会で披露しています！

＊仙台ジュニアオーケストラの現役団員に聞きました！

仙台ジュニアオーケストラ
以外で部活動をやっている？

仙台ジュニアオーケストラでの
一番の思い出は？

仙台ジュニアオーケストラで
演奏して一番楽しかった曲は？

仙台ジュニアオーケストラに
入ったきっかけは？

♪♫



趣味は？ 将来の夢・目標は？

仙台ジュニアオーケストラをズバリ一言で！

～仙台ジュニアオーケストラ講師より～

仙台ジュニアオーケストラは、 年に２度の演奏会に向けて、

月3～4回のペースで練習をしています。 夏には合宿や、

他県のジュニアオーケストラとの合同演奏会などもあります。

音楽で繋がったお友達は、 一生の “たからもの” です。

みなさん、 ぜひ仙台ジュニアオーケストラに入団して、

一緒に演奏しましょう♪

仙台フィルメンバーが指導する仙台ジュニアオーケストラ、

年2回の演奏会では素晴らしい指揮者との共演があります。

学校以外の仲間も増え、 様々な時代の音楽に触れ合うことで、

その時代の様式、 言葉を身近に感じることも出来ます。

音楽は悲しい時も、 うれしい時も寄り添ってくれますよ。

仙台ジュニアオーケストラで楽しい時間を共に過ごしましょう♪

☆音楽を聴くこと　☆楽器を演奏すること

☆ゲーム　☆漫画 ・本を読むこと

☆料理 ・ お菓子作り　☆映画鑑賞

☆アニメを見ること

☆筋トレ　☆友達と話したり遊ぶこと

☆絵を描くこと　☆工作

…などなど、 人それぞれ。

仙台ジュニアオーケストラは個性豊かな

メンバーが集まっています。

☆仙台フィルハーモニー管弦楽団に入る

☆先生　☆医師　☆動物に触れるお仕事

☆音楽関係のお仕事

☆海外で働くお仕事　☆写真家

☆保育士　☆気象予報士　☆エンジニア

☆社長　☆人に感動を与える人間になる

いろいろな夢があってステキです！

それぞれの夢を認め、 尊重し合える大切な仲間が、

仙台ジュニアオーケストラにはたくさんいます。

楽しい！！！ 私の青春

FAMILY♡

一生懸命な音楽仲間が

いっぱいのオーケストラ

わいわい

音楽を楽しめる場所

みんな優しいけど楽器も上手い！ やりがいがある

キラキラ☆友達がたくさんできる！

個性豊か

家

笑いあり ・協力あり ・ 多様性あり 喜
男女関係なく楽しく音楽を学べる！

最高！

息抜きの場所

音楽好きの
集まり！

仙台フィルハーモニー管弦楽団
コンサートマスター

神谷　未穂　先生

仙台フィルハーモニー管弦楽団
2ndヴァイオリン

仙台ジュニアオーケストラ卒団生

小池　まどか　先生



お問合せ：公益財団法人仙台市市民文化事業団

音楽振興課　担当　022-727-1876

（平日9:30～ 17:00）

仙台ジュニアオーケストラへのご入団を

心よりお待ちしています！


