
ロビーコンサート

第118回 トーンチャイムの調べ  北教会エンジェルズ

第117回 シューベルト「詩編23篇」をめぐって 岩川直子

第116回 ソプラノ独唱 Sop:菅英三子、Pf佐垣順

第115回 男声二重唱 小西結真・小西掌

第114回 トロンボーン演奏 Trb:最上風雅、Pf:最上巌

第113回 ソプラノ独唱 Sop:菅英三子、Pf:佐垣順

第112回 サックス演奏 Sax:相田三郎、Pf:相田友子

第111回 3.11を覚えての慰めの音楽 Vn:田名部潤

第110回 ソプラノ独唱 Sop:菅英三子、Pf佐垣順

第109回 マンドリン・アンサンブル 東北学院大学プレクトラム・ソサエティー有志

第108回 教会と共に歩んだリードオルガン 当教会オルガニスト

第107回 トーンチャイムでの讃美歌 北教会エンジェルス

第106回 リードルガンによる賛美 当教会オルガニスト

第105回 ソプラノ独唱 Sop:水池愛美、Pf:平川綾菜

第104回 マンドリン・アンサンブル 東北学院大学プレクトラム・ソサエティー有志

第103回 若者たちの歌声 仙台北教会青年会

第102回 ソプラノ独唱 Sop:菅英三子、Pf:佐垣順

第101回 トーンチャイム 北教会エンジェルズ

第100回 トランペットとソプラノコンサート Trp:森岡正典、Sop:菅英三子

第99回 朗読とピアノ連弾『海を見たくま』『やせためんどり』 川端英子・石田みつ子・立原智恵

第98回

第97回 ピアノ連弾 佐垣順、村山実 

第96回 四重唱  小西英子、斎藤陽子、松尾あきら、川上侑 

第95回 韓国の音楽 水池純子　他 

第94回

第93回 トーンチャイム演奏  北教会エンジェルス 

第92回 リコーダーアンサンブル  橘一光　他 

第91回 オルガンの調べ  北教会オルガニスト 

第90回

第89回 ジャズトロンボーン  Trb.：松本寛之 

第88回 クリスマスの讃美歌  お話：相田友子 

第87回 リコーダー演奏  教会学校中高生 

第86回 トーンチャイム演奏  北教会エンジェルス 

第85回 おともだちのうた  教会学校幼小科 

第84回 ソプラノ独唱  Sop.：菅英三子 

第83回 さんびか物語  お話：川端純四郎 

第82回 モンゴルの音楽  馬頭琴：ノモンダライ 

第81回 ペルシャの音楽  セタール：サジャッド・タゴホイ

第80回 子どもの音楽  最上＆木下ファミリー 

第79回 五月に歌う  Sop.：菅英三子 

第78回 ピアノ連弾  Pf.：橘一光・斎藤順 

2019年度

（公開）　La 萠 Mie ・ 最上 巌　　ジョイントコンサート 

（公開）　東京クローバークラブ コンサート  

（公開）　La 萠 Mie コンサート 
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第77回 文学への招待席  お話：安部武 

第76回 合唱  めぐみ幼稚園コーラス 

第75回 ソプラノ独唱  Sop.：新免信美 

第74回 謡曲  桜井傳 

第73回 オペラの名曲から  Sop.：菅英三子 

第72回 男声合唱  東北学院大学グリークラブOB合唱団 

第71回 トーンチャイムの調べ  北教会エンジェルス 

第70回 讃美歌21より　愛を歌う  お話：川端純四郎

第69回 ヴァイオリンコンサート  Vn.：松舘忠樹 

第68回 教会学校卒業生の演奏  Sx.：木下ほのか　Cl.：渋谷夏佳

第67回 ピアノ連弾  Pf.：斎藤順・高橋薫 

第66回 ファミリーコンサート  最上ファミリー 

第65回 ソプラノ独唱  Sop.：菅英三子 

第64回 讃美歌を共に歌おう  川端純四郎 

第63回 弦楽クァルテット  MG コチカ 

第62回 ヴォーカルコンサート  Sop.：千葉江里・原早香/Pf.：半田夏希 

第61回 合唱  めぐみ幼稚園コーラス 

第60回 ソプラノ独唱  Sop.：菅英三子 

第59回 仙台弁の魅力  川端英子 

第58回 ソプラノ独唱  Sop.：新免信美 

第57回 アンサンブル  Har.：新子一哉/Fl.：斎藤紘一/Sx.：三森進 

第56回 マジックの魅力  千葉徳志 

第55回 アンサンブル  アンサンブルグレース 

第54回 こひつじ文庫ミニシアター  こひつじ文庫メンバー 

第53回 ピアノ演奏  Pf.：ヘイルス・ロルフ・ヤン 

第52回 オルガン演奏  北教会オルガニスト 

第51回 合唱  めぐみ幼稚園コーラス 

第50回 ソプラノ独唱  Sop.：菅英三子 

第49回 リードオルガン演奏  Org.：川端純四郎 

第48回 管楽アンサンブル  東北学院榴ケ岡高校吹奏楽部 

第47回 ポットダンスとマロン  北リタ・博夫妻 

第46回 こひつじ文庫ミニシアター  こひつじ文庫メンバー 

第45回 ソプラノ独唱  Sop.：新免信美 

第44回 合唱  めぐみ幼稚園コーラス 

第43回 トーンチャイム演奏  北教会エンジェルス 

第42回 ソプラノ独唱と二重唱  Sop.：奥田聖子・菅英三子 

第41回 めぐみ幼稚園の一年間  小西園長と幼稚園の先生 

第40回 謡曲  桜井傳 

第39回 ピアノ独奏  Pf.：斎藤真 

第38回 パイプオルガン演奏  北教会オルガニスト 

第37回 ピアノ連弾  Pf.：立原智恵・斎藤順 

第36回 リコーダー二重奏  Rec.：千葉多恵子・千葉麻里子 

第35回 合唱  めぐみ幼稚園コーラス 
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第34回 ソプラノ独唱  Sop.：菅英三子 

第33回 ファミリーコンサート  佐々木ファミリー 

第32回 新こどもさんびか  川端純四郎/Pf.：斎藤陽子 

第31回 篠笛＆津軽三味線  相田真実 

第30回 サックスとバリトン独唱  Sx.：三森進/Br.：八重樫捷朗 

第29回 アンサンブル  Org.：片桐仁/Vn.：三浦壮介/Fl.：斎藤紘一 

第28回 ピアノ連弾  Pf.：斎藤陽子・斎藤順 

第27回 唱歌と讃美歌  川端純四郎 

第26回 フィリピン文化との出合い  北リタ・北博 

第25回 こひつじ文庫ミニシアター  こひつじ文庫メンバー 

第24回 合唱  めぐみ幼稚園コーラス 

第23回 由木康と水野源三  佐藤泰平 

第22回 ソプラノ独唱  Sop.：菅英三子 

第21回 アイルランド音楽  水上範子　他 

第20回 独唱＆独奏  最上巌 

第19回 トロンボーン独奏  Tb.：秀田育弘 

第18回 ファミリーコンサート  佐々木ファミリー 

第17回 トランペット独奏  Tp.：池谷明高 

第16回 合唱  東北学院大学グリークラブ 

第15回 テノール独唱  Ten.：山口和憲 

第14回 ピアノ連弾  Pf.：相田友子・石田みつ子 

第13回 ソプラノ独唱  Sop.：菅英三子 

第12回 ファミリーコンサート  安田ファミリー 

第11回 合唱  めぐみ幼稚園コーラス 

第10回 パイプオルガン独奏  八重樫優希子 

第9回 ハーモニカ演奏  Harm.；新子一哉 

第8回 「クリスマス・キャロル」  朗読：川端英子/Pf.：子どもたち 

第7回 サキソフォン独奏  Sx.：相田真実 

第6回 ヴァイオリン独奏  Vn.；田名部潤 

第5回 ピアノ演奏  Pf.：赤城恵 

第4回 パイプオルガン演奏  Org.：佐藤泰平 

第3回 テノール独唱  Ten.：最上巌 

第2回 ソプラノ独唱  Sop.：菅英三子 

第1回 フルート独奏  Fl.：佐々木真理愛 
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