
第 21 回 
北日本医科学生オーケストラ・フェスティバル 

第 1 報 
 
木々の葉も徐々に色づく秋ですが、全国の皆様はこれから年末へかけて益々ご活躍のことと存じ上

げます。北オケは今回で第 21 回目を数え、北海道主管校一同、開催へ向けて、全力で準備をしてい

ます。全国の皆様が来てよかった、また行きたいと思えるような最高の演奏会を迎えることができる

よう努めていきたいと思っています。どうかよろしくお願いいたします。 
 
 
●目次 

0. 北オケとは 
 1. 実施要項 
 2. 曲目 
 3. 指揮者紹介 
 4. トレーナー紹介 
 5. パートリーダー紹介 
 6. ホームページの紹介 
 7. 演奏会場の紹介 

8. エントリー方法 
 9. エントリー費 

10. オプション費 
 11. 学校紹介文 
 12. チケット 
 13. 主管の紹介 
 
 
 
0. 北オケとは  
 

北日本医科学生オーケストラ・フェスティバル（通称・北オケ）とは、毎年 3 月に行われている、

音楽好きな医療系学生を中心としたミュージック・キャンプです。 
関東以北の医療系大学を中心に全国から有志の参加者を募り、1 週間の集中的な合宿を行った後、



本番を迎えます。参加者はその演奏会を成功させるためにプロの先生方による付きっきりの指導の

もとで合宿を行い、音楽を成熟させていきます。 
この 1 週間は学生にとって非常に有意義なものとなります。 
毎年約 130 名もの「音楽好き」な参加者が集まるのもその良さを示している何よりの証拠です。

昼間は一日中音楽を通して仲間と触れ合い、夜にはその仲間と一杯やりながら語り合います。 
 先生方も昼だけではなく夜も付きっきりで参加され、快く指導していただけるだけではなく、演

奏活動などについての色々なお話を聞くこともできます。 
 参加者にリピーターが多いのも特徴的です。その理由は、24 時間共同生活を一週間も行い、全員

が「演奏会の成功」という一つの目標に向かっていくため、初日には「他人」であった参加者との

間にも仲間意識が芽生え、生涯の友人とも言える繋がりが全国にできる他に類をみないイベントだ

からです。 
 
 
1. 実施要項  
 
    第 21 回北日本医科学生オーケストラ・フェスティバル  
  

合宿日程  平成 24 年 3 月 10 日(日)～16 日(土) 
合宿場所  北海道 定山渓万世閣 ホテルミリオーネ 

〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東 3丁目 

TEL:011-598-3500 FAX:011-595-2131 

 
    本番日程  平成 23 年 3 月 16 日(土)  
          開場 18 時/開演 18 時 30 分 
    会場    札幌コンサートホール Kitara 大ホール 

 
    指揮者     鈴木 織衛 先生  

 
 
2. プログラム  
 
  前： ショスタコーヴィチ 祝典序曲 
  中： ファリャ 三角帽子（全曲版） 
メイン： バルトーク 管弦楽のための協奏曲 
 
   



3. 指揮者紹介  
 
鈴木 織衛 （すずきおりえ）先生 
東京藝術大学指揮科、同大学院卒。遠藤雅古、松尾葉子両氏に師事。 藝大在学中、作曲家中田喜直

氏の薫陶を受け、氏とのジョイントコンサートに出演、ピアニストとしてのデビューを果たした。 

その後、オペラ団体「二期会」において、数々の作品に指揮者、合唱指揮者、コレペティとして参加

すると同時に、コンサートピアニストとして、斉田正子、錦織健氏など人気声楽家の伴奏者としても

活躍した。 

1993 年と 1997 年の 2 回、オペラ指揮の活動に対し、文化庁より年間奨学金を授与された。 

また、藝大卒業と同時に、同付属音楽高校講師に就任。10 年間芸高オーケストラの指揮者を努めた。 

1996 年ベルリンでの Deutshes Kammer Orchestra（ドイツ室内管弦楽団）定期演奏会でコンサート

指揮者デビュー。 

同年、東京フィルハーモニー交響楽団「Fendi Concerto Classico with Jose Carreras」で日本デビュ

ー。 

その後、多くの日本のオーケストラに客演指揮している。 

2010 年、オーケストラアンサンブル金沢専任指揮者に就任した。 

2007 年より（株）ソニー・ミュージックアーティスツに所属し、テレビ出演、執筆活動、ポップス、

ミュージカル等のアーティストとのコンサート、録音にも多数参加している。 

現在、東京藝術大学指揮科講師。 

 
 
4. トレーナー紹介   
 
   Vn.   （正式決定次第、発表いたします） 
   Va.   古川原 裕仁 先生  
   Vc.   藤沢 俊樹 先生  
   Cb.   那須野 直裕 先生  
   木管   富久田 治彦 先生  
   金管   小林 正樹 先生  
   打楽器  定成 庸司 先生  
 
   (木管サブトレーナー) 

Ob   山本 直人 先生 
   Cl.    糸井 裕美子 先生 
   Fg.    飯塚 美穂 先生 
    



５．パートリーダー紹介 
 
Vn. 河野 加奈 （筑波大学 5 年） 
Va. 葛城 怜子 （昭和大学 6 年）  
Vc. 上原 咲恵子 （聖マリアンナ医科大学 5 年）    
Cb. 都築 一平 （慶應義塾大学 4 年） 
Fl. 藤田 美音 （聖心女子大学 3 年）       
Ob. 得平 卓也 （聖マリアンナ医科大学 5 年）      
Cl. 生田目 知尋 （東北大学 4 年） 
Fg. 森元 裕太郎 （東海大学 3 年）      
Hr. 岡本 四季子 （千葉大学 5 年）     
Tp. 木村 沙織 （千葉大学 6 年）     
Tb. 東山 愛美 （千葉大学 2 年） 
Tu. 高野 哲史 （日本医科大学 2 年）     
Per. 三木 亮介 （慶応義塾大学 OB）   
 
   
6. ホームページ 
 第 21 回北日本医科学生オーケストラフェスティバル 

  http://kitaoke21th.web.fc2.com/index.html 

※リンクは随時募集しております。 

 
 
7. 演奏会場 
 
   会場は 札幌コンサートホール Kitara 大ホール です。  
  〒064-8649 札幌市中央区中島公園 1番 15号  TEL 011-520-2000 
 
 
8. エントリー方法  
 
第 21 回北オケホームページ（http://kitaoke21th.web.fc2.com/index.html）トップページの「エン

トリー」より、説明に従ってお手続きください。 
 
 
 



9. エントリー費  
 エントリー費は 
金管            24,000 円 

 木管・弦楽器・パーカッション 27,000 円(24,000 円＋3,000 円)  
となります。  
 今回、パートに 1 人トレーナーがついているセクションにエントリーをされる方(金管以外)のエン

トリー費にはトレーナー負担金として金管のエントリー費に 3,000 円上乗せして 27,000 円とさせて

頂きます。 
合宿費は 55,000 円となります。  
 
以上の参加費 (エントリー費、合宿費) を後述の期日までに下記口座へお振込下さい。 

《ゆうちょ銀行からのお振込の場合》 

氏名 北日本医科学生オーケストラ 

記号 10650 番号 46016561 

《他金融機関からのお振込の場合》 

氏名 北日本医科学生オーケストラ 

店名 ゼロロクハチ 店番 068 普通預金 4601656 

 
お振込頂いた方は確認のため、 
1. 名前 
2. 大学名 
3. パート名 

を、会計：寺井琴美（kitaoke.kaikei@gmail.com）までご連絡ください。尚その際に、メールタイ

トルを「第 21 回北オケ参加費振込」として頂きますようお願いします。 
 

11 月末日までにエントリーを済ませた方のエントリー費の締め切りは 12 月末日、合宿費の締め切

りは１月末日と致します。12 月 1 日以降にエントリーを済ませた方の締め切りは、エントリー費、

合宿費共に 3 月 1 日と致します。 
締め切りを過ぎて振り込まれた場合、ペナルティー料を徴収させていただきます。詳細は、ホーム

ページをご覧下さい。 
エントリー表の送信の確認とエントリー費の納入を持ちまして、正式エントリーとさせて頂きます。 

 
会計に関する質問は、下記の連絡先までお願いします。  

会計：寺井琴美（kitaoke.kaikei@gmail.com） 
 
 



10.  オプション費について 
 

例年、エントリー費および合宿費に加え、DVD、打ち上げ費などのオプション費を合宿 
初日の受付で回収しています。今回の金額は 未定 です。詳細は第二報をお待ちください。 
 
 
11. 学校紹介文  
  
演奏会のプログラムに掲載する学校紹介文を募集します。（各校 100 字程度でお願いします。）  

詳細は第二報をお待ちください。 
 
 
12. チケット 
 
 今回の北オケは 
前売り券：1000 円 
当日券 ：1500 円 
と致します。チケットの取り扱いについては第二報をお待ちください。 
 
 
13. 主管の紹介  
  
第 21 回北オケの運営を務めさせていただく役員、スタッフを紹介します。 

 
委員長      後藤  健     北海道大学医学部医学科 5 年  
副委員長     矢島 芽依     酪農学園大学環境システム学部 3 年  
総務            鄭朱蒙パトリック   北海道大学大学院歯学研究科 1 年 
会計             寺井 琴美         札幌医科大学医学部 2 年 
ホール・楽器     辻野 優勝         北海道大学獣医学部 3 年  
HP・エントリー  中島 夕里         北海道大学農学院 2 年    
選曲             富岡  健         旭川医科大学医学部 5 年 
         篠原 征史     旭川医科大学医学部 3 年  
印刷          太田 祐介         北海道大学歯学部 3 年  
協賛・後援       長尾  賢         酪農学園大学獣医学部 OB   
広告             渡邉 雅美         酪農学園大学環境システム学部 3 年 
DVD       早稲田 紘士     北海道大学医学部 5 年 



 このメンバーの他、北海道大学・酪農学園大学・札幌医科大学・旭川医科大学有志にて主管を務め

させて頂きます。よろしくお願い致します。 
 
北オケ全体に関するお問い合わせ先  
委員長 後藤健（jiji-kurosuke@hotmail.co.jp） 
 


