
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

・ボワモルティエ：5本のフルートの為
の協奏曲より第1楽章
・ポルディーニ：ダンシングドール

・シューベルト：交響曲第8番ロ短調
「未完成」

・ビゼー：「アルルの女」第2組曲より

　-インテルメッツォ

　-メヌエット（フルートソロ：萩谷 康
一）
　-ファランドール
・チャイコフスキー：組曲「白鳥の湖」
より
　-情景
　-四羽の白鳥

　-ワルツ

・ベートーベン：「エグモント」序曲

・ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番

・ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世
界より」

・ベートーベン：歌劇「フィデリオ」序
曲

・モーツァルト：フルート協奏曲第2番

・チャイコフスキー：交響曲第5番

ニコライ：歌劇「ウィンザーの陽気な
女房たち」序曲

ベートーベン：ピアノ協奏曲第3番

ブラームス：交響曲第1番

・ワーグナー：楽劇「ニュルンベルク
のマイスタージンガー」より第1幕へ
の前奏曲

・モーツァルト：交響曲第39番より第1
楽章

1989/4/1
港北区政50周年記念
式典

港北公会堂 指揮：藤崎 凡

1988/12/4 第3回定期演奏会 港北公会堂
指揮：藤崎 凡
独奏：熊谷奈緒子
(Piano)

1988/5/22 第2回定期演奏会 港北公会堂
指揮：藤崎 凡
独奏：萩谷 康一 (Fl)

1987/11/15 第1回定期演奏会 港北公会堂
指揮：藤崎 凡
独奏：立田あづさ (Vn)

1987/5/23 プロローグコンサート 港北公会堂 指揮：藤崎 凡
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日付 演奏会名 会場 指揮者・共演者 演奏曲目

・ワーグナー：リエンツィー序曲

・ワーグナー：楽劇「ニュルンベルク
のマイスタージンガー」より第1幕へ
の前奏曲

・モーツァルト：交響曲第39番

・ワーグナー：タンホイザー行進曲
（アンコール）

・オッフェンバック：オペレッタ「天国と
地獄」序曲

・モーツァルト：ホルン協奏曲第4番

・シベリウス：交響曲第2番

・グリーグ：ペールギュント組曲より
ソルベイグの歌（アンコール）

・チャイコフスキー：バレエ組曲「くる
み割り人形」

・チャイコフスキー：エフゲニー・オ
ネーギンよりポロネーズ

・グリーグ：ピアノ協奏曲

・チャイコフスキー：交響曲第6番「悲
愴」

・ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲

・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏
曲

・ドヴォルザーク：交響曲第8番

1991/5/19 第8回定期演奏会 港北公会堂
指揮：横山 俊充
独奏：水野 佐智香 (Vn)

・ベートーベン：交響曲第5番「運命」

1990/11/11 第7回定期演奏会 港北公会堂
指揮：横山 俊充
独奏：小原 佳子 (Piano)

1990/5/20 第6回定期演奏会 港北公会堂 指揮：横山 俊充

・リスト：交響詩「前奏曲」

1989/11/12 第5回定期演奏会 港北公会堂
指揮：藤崎 凡
独奏：岡谷 治夫 (Hr)

1989/5/21 第4回定期演奏会 港北公会堂 指揮：藤崎 凡
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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：バレエ組曲「白鳥
の湖」より「情景」

・チャイコフスキー：バレエ組曲「くる
み割り人形」より「花のワルツ」

・ビゼー：「アルルの女」第2組曲より
「メヌエット」

・アンダーソン：トランペット吹きの休
日

・アンダーソン：シンコペーテッド・ク
ロック

・アンダーソン：ブルー・タンゴ

・中村洋一（編曲）："80日間世界一
周"のテーマによる世界音楽の旅

・モートングールド：アメリカンサ
リュート（アンコール）

・モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲

・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲

・レスピーギ：交響詩「ローマの松」

・ファリヤ：恋は魔術師より「火祭りの
踊り」（アンコール）

・シベリウス：交響詩「フィンランディ
ア」

・シベリウス：「カレリア」組曲

・ベートーベン：交響曲第6番「田園」

・エルガー：行進曲「威風堂々」第1
番（アンコール）

・ブラームス：大学祝典序曲

・モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第
3番

・ブラームス：交響曲第4番

・ブラームス：ハンガリー舞曲第1番
（アンコール）

・メンデルスゾーン：序曲「フィンガル
の洞窟」

・ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾ
ルデ」より前奏曲と愛の死

・ベートーベン：交響曲第3番「英雄」

・J.S.バッハ：G線上のアリア（アン
コール）

1993/5/23 第12回定期演奏会 港北公会堂
指揮：横山 俊充
独唱：遠藤 優子
(Soprano)

1992/11/8 第11回定期演奏会 港北公会堂 指揮：横山 俊充　独奏：天満 敦子 (Vn)

1992/5/24 第10回定期演奏会 港北公会堂 指揮：横山 俊充

1991/12/15
創立5周年記念
第9回定期演奏会

神奈川県立音
楽堂

指揮：横山 俊充
独奏：堀 了介 (Vc)

1991/11/4 ファミリーコンサート 親子の楽しいオーケストラ教室港北公会堂 指揮：横山 俊充
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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：幻想序曲「ロメオ
とジュリエット」

・グノー：歌劇「ファウスト」よりバレエ
音楽

・チャイコフスキー：交響曲第4番 ○

・チャイコフスキー：バレエ「眠りの森
の美女」よりワルツ（アンコール）

・シューベルト：ロザムンデ序曲

・ビゼー：「アルルの女」第1組曲

・ブラームス：交響曲第2番

・ビゼー：「アルルの女」第2組曲より
ファランドール（アンコール）

・チャイコフスキー：バレエ組曲「白鳥
の湖」より「情景」

・アンダーソン：シンコペーテッド・ク
ロック

・アンダーソン：トランペット吹きの休
日

・アンダーソン：ブルー・タンゴ

・ビゼー：「アルルの女」第1、2組曲よ
り カリヨン・メヌエット・ファランドール

・フンパーディンク：歌劇「ヘンゼルと
グレーテル」序曲

・エルガー：行進曲「威風堂々」第1番

・ヨハン・シュトラウス：ラデツキー行
進曲
・チャイコフスキー：バレエ組曲「くる
み割り人形」より「花のワルツ」（アン
コール）

・フンパーディンク：歌劇「ヘンゼルと
グレーテル」序曲

・オネゲル：交響詩「夏の牧歌」

・マーラー：交響曲第1番「巨人」

・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）

・チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオ
とジュリエット」

・ブラームス：ヴァイオリン協奏曲

・メンデルスゾーン：交響曲第4番「イ
タリア」

・マスカーニ：歌劇「カバレリア・ルス
ティカーナ」間奏曲（アンコール）

1995/5/21 第16回定期演奏会 港北公会堂
指揮：白川 和治
独奏：横山奈加子 (Vn)

1994/11/20 第15回定期演奏会 港北公会堂 指揮：白川 和治

1994/8/21
新横浜サマーファミ
リーコンサート

新横浜プリン
スホテル5F
「シンフォニ
ア」

指揮：白川 和治
司会：舛田 珠美 元ラジ
オ日本「ラジオ・ウェスト」
パーソナリティ

1994/5/22 第14回定期演奏会 港北公会堂 指揮：白川 和治

1993/11/21 第13回定期演奏会 港北公会堂 指揮：横山 俊充

1987年～1995年 4/5

http://youtu.be/_NbVlKoM-tI


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

・ヨハン・シュトラウス：喜歌劇「こうも
り」序曲

・ドビュッシー：小組曲

・リムスキー＝コルサコフ：交響組曲
「シェエラザード」

・ラフマニノフ：ヴォカリーズ（アン
コール）

1995/11/19 第17回定期演奏会 港北公会堂 指揮：白川 和治
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