港北区民交響楽団演奏会記録

日付

演奏会名

会場

指揮者・共演者

演奏曲目
・ドボルザーク：謝肉祭序曲

指揮：白河 和治
第27回定期演奏会 横浜みなとみ
独奏：三浦 章広(Vn)新
2001/2/12 （港北シンフォニーコ らいホール
星日本交響楽団コン
ンサート）
（大ホール）
サートマスター

・チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏
曲 ニ長調
・フランク：交響曲 ニ短調

・フォーレ：劇音楽「ペレアスとメリザ
ンド」よりシシリエンヌ（アンコール）
・ウェーバー：「魔弾の射手」序曲
・チャイコフスキー：イタリア奇想曲
2001/6/3 第28回定期演奏会

港北公会堂

指揮：吉田 行地
・ブラームス：交響曲第4番 ホ短調

・フォーレ：組曲「ドリー」より
BERCEUSE（アンコール）
・スッペ：軽騎兵序曲
・ベートーベン：交響曲第６番「田園」
より第１楽章
・ケテルビー：ペルシャの市場にて
なつやすみ親子コン
サート♪オーケストラ
2001/8/26
港北公会堂
を聴きに行こう♪
（2回公演）

指揮：小林 恵子

・グリーグ：「ペールギュント」より
「朝」
・ムソルグスキー（ラベル編）：組曲
「展覧会の絵」より「プロムナード」
「バーバ・ヤガーの小屋」「キエフの
大門」
・砂田俊彦編曲：「となりのトトロ」より
“さんぽ”

・翼をください（アンコール）
・ヴェルディ/歌劇「運命の力」序曲

第29回定期演奏会 横浜みなとみ
2002/1/27 （港北シンフォニーコ らいホール
指揮：白河 和治
ンサート）
（大ホール）

・ワーグナー/ジークフリート牧歌
・ベルリオーズ/幻想交響曲
・エルガー：エニグマ変奏曲より「ニ
ムロード」（アンコール）
・ベートーベン/序曲レオノーレ第3番

2002/5/26 第30回定期演奏会

港北公会堂

指揮：白河 和治

・ヒンデミット/ウェーバーの主題によ
る交響的変容
・シューマン/交響曲第3番「ライン」

・シューベルト/ロザムンデ間奏曲
（アンコール）
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日付

演奏会名

第3回夏休み親子コ
2002/9/1 ンサート
（2回公演）

会場

港北公会堂

指揮者・共演者

演奏曲目

・ビゼー：カルメン第1、第2組曲より
-闘牛士（第1幕）
-前奏曲（第1幕）～アラゴネイズ
（第4幕）
-間奏曲（第3幕への前奏曲）
-アルカラの竜騎兵（第2幕への前
奏曲）
-闘牛士の歌（第2幕）
-ジプシーの歌（第2幕）
・ロジャーズ：ミュージカル「サウンド・
オブ・ミュージック」メドレー
-サウンド・オブ・ミュージック
指揮：大河内 雅彦
-ひとりぼっちの山羊飼い
司会：鬼頭 美保子 元名
古屋テレビアナウンサー -私のお気に入り
-もうすぐ17歳
-さようなら
-ごきげんよう
-マリア
-すべての山に登れ
・木村 弓：映画「千と千尋の神隠し」
より「いつも何度でも」
・デュカス：魔法使いの弟子
・久石譲作曲、砂田俊彦編曲：「とな
りのトトロ」より“さんぽ”

・砂田俊彦編曲：ディズニー「小さな
世界」（アンコール）
・ヴェルディ：「ナブッコ」序曲

第31回定期演奏会 横浜みなとみ
指揮：白河 和治
2003/1/26 （港北シンフォニーコ らいホール
独奏：東 誠三(Pf)
ンサート）
（大ホール）

・リスト：ピアノ協奏曲第1番
・チャイコフスキー：交響曲第6番「悲
愴」

・ヘンデル（砂田俊彦編曲）：ラルゴ
（アンコール）
・モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲

2003/5/25 第32回定期演奏会

港北公会堂

指揮：白河 和治

・モーツァルト：交響曲第41番「ジュピ
ター」
・ベートーベン：交響曲第1番

・バッハ：G線上のアリア（アンコー
ル）
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日付

演奏会名

第4回夏休み親子コ
2003/8/31 ンサート
（2回公演）

会場

港北公会堂

指揮者・共演者

演奏曲目

・ワーグナー：楽劇「ローエングリン」
より第３幕への前奏曲
・ムソルグスキー：交響詩「はげ山の
一夜」
・【楽器紹介】木村 弓（砂田 俊彦編
曲）：映画「千と千尋の神隠し」より
「いつも何度でも」
指揮：三矢 幸子
・ホルスト：組曲「惑星」より「木星」
司会：鬼頭 美保子 元名 ・ジョンウィリアムス：組曲「ハリー
古屋テレビアナウンサー ポッター」より「ハリーの不思議な世
界」
・H.C.ワーク（砂田 俊彦編曲）：「大き
な古時計」
・エルガー：行進曲「威風堂々」第１
番

・砂田俊彦編曲：ディズニー「小さな
世界」（アンコール）
・シューベルト：交響曲第8番「未完
成」
第33回定期演奏会 横浜みなとみ
2004/2/1 （港北シンフォニーコ らいホール
指揮：白河 和治
ンサート）
（大ホール）

・ブルックナー：交響曲第4番「ロマン
ティック」（ノヴァーク版第2稿）

・フォーレ：パヴァーヌ(Op.50)（アン
コール）
・ブラームス：大学祝典序曲

2004/5/23 第34回定期演奏会

港北公会堂

指揮：白河 和治

・ブラームス：ハイドンの主題による
変奏曲
・ブラームス：交響曲第3番

・ブラームス：ハンガリー舞曲No.1
（アンコール）

第5回夏休み親子コ
2004/8/29 ンサート
（2回公演）
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港北公会堂

・シュトラウス：喜歌劇「こうもり」序
曲、チャルダッシュ
・レハール：喜歌劇「メリーウィドー」
より「ビリアの歌」
・オーケストラの楽器紹介（砂田俊彦
編曲）：宮崎駿メドレー
指揮：鈴木 竜哉
・メンデルスゾーン：交響曲第4番「イ
ソプラノ独唱：夏梅 智代 タリア」より第1楽章
司会：重信 香織 日経
・ベルリオーズ：「ローマの謝肉祭」序
CNBC経済キャスター
曲
（当団団員）
・シベリウス：交響詩「フィンランディ
ア」
・みんなで歌おう（砂田俊彦編曲）：
「世界に一つだけの花」
・砂田俊彦編曲：ディズニー「ミッキー
マウスマーチ」（アンコール）
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日付

演奏会名

会場

指揮者・共演者

演奏曲目
・チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥
の湖」より
-第1曲：序奏
-第2曲：第一幕 第1曲 情景
-第3曲：第一幕 第2曲 ワルツ
-第4曲：第二幕 第10曲 情景

第35回定期演奏会 横浜みなとみ
2005/1/30 （港北シンフォニーコ らいホール
指揮：白河 和治
ンサート）
（大ホール）

-第5曲：第二幕 第13曲/4 ４羽の
白鳥たちの踊り
-第6曲：第二幕 第13曲/5 バ・ダ
クシオン
-第7曲：第三幕 第20曲 ハンガ
リーの踊り
-第8曲：第四幕 第28曲 情景
-第9曲：第四幕 第29曲 フィナー
レの情景
・フォーレ：交響組曲「ペレアスとメリ
ザンド」
・ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火
の鳥」1919年版

・レスピーギ：リュートのための古風
な舞曲とアリア3曲より（アンコール）
・リムスキー＝コルサコフ：スペイン
奇想曲
・ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
2005/5/22 第36回定期演奏会

港北公会堂

独奏（ギター）：益田 正
洋、指揮：白河 和治

・ハロルド・アーレン：オーバー・ザ・
レインボー（アンコール ギターソロ）
・ベートーベン：交響曲第6番「田園」

・ベートーベン：トルコマーチ（アン
コール）

第6回なつやすみ親
2005/8/28 子コンサート
（2回公演）

港北公会堂

指揮：三矢 幸子
司会：黒崎 惠子 フリー
アナウンサー

・グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミ
ラ」序曲
・ベートーベン：交響曲第5番「運命」
より第4楽章
・ブリテン：青少年のための管弦楽入
門
・木村 弓/久石 譲（砂田俊彦編曲）：
「ハウルの動く城」より「世界の約
束」、「人生のメリーゴーランド」
・Alaken Menken（砂田俊彦編曲）：ア
ラジンより「ホールニューワールド」
・マスカーニ：歌劇「カバレリア・ルス
ティカーナ」間奏曲
・リムスキーコルサコフ：交響組曲
「シェヘラザード」より
・みんなで歌おう！久石 譲（砂田俊
彦編曲）：となりのトトロより「さんぽ」

・宮川彬良（砂田俊彦編曲）：マツケ
ンサンバ２（アンコール）
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