
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

・スメタナ：連篇交響詩「わが祖国」よ
り「モルダウ」

・フォーレ：組曲「ドリー」 ○

・ベートーベン：交響曲第7番

・シューベルト：劇音楽「ロザムンデ」
間奏曲第3番（アンコール）

・チャイコフスキー：バレエ「眠りの森
の美女」より「ワルツ」

・ロッシーニ：歌劇「セビリャの理髪
師」序曲

・サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

・シベリウス：交響詩「フィンランディ
ア」

・スッペ：喜歌劇「軽騎兵」序曲

・ヨハン・シュトラウス：ワルツ「美しき
青きドナウ」

・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

・ヨゼフ・シュトラウス：かじ屋のポル
カ（アンコール）

・ヨハン・シュトラウス：ラデツキー行
進曲（アンコール）

・ファリヤ：バレエ組曲「三角帽子」第
2部

　-「近所の人たちの踊り」

　-「粉屋の踊り」

　-「終幕の踊り」

・ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番

・ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世
界より」

・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）

・ボロディン：歌劇「イーゴリ公」より
「だったん人の踊り」

・ハイドン：チェロ協奏曲第2番

・メンデルスゾーン：交響曲第3番「ス
コットランド」

○

・エルガー：愛の挨拶（アンコール）

1997/5/25 第20回定期演奏会 港北公会堂
指揮：白川 和治
独奏：趙 静 (Vc)

1997/1/26
創立10周年記念
第19回定期演奏会

神奈川県立音
楽堂

指揮：白川 和治
独奏：三舩 優子 (Piano)

1996/10/26
親子のための世界名
曲コンサート

港北公会堂

指揮：白川 和治
独奏：横山和加子 (Vn)
司会：上本 浩子 元日本
放送アナウンサー

1996/5/19 第18回定期演奏会 港北公会堂 指揮：白川 和治
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http://youtu.be/ZQEL_4WBPFM
http://youtu.be/WXpKKB-rpS8


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

・ベルディ：オペラ「椿姫」より抜粋

　-前奏曲～第1幕導入部

　-乾杯の歌

　-ああ・そは彼の人か～花より花へ

　-君なくば生きる術なし

　-プロバンスの海と陸

　-第3幕前奏曲

　-パリを離れて

　-終曲

・ヨハン・シュトラウス：喜歌劇「こうも
り」序曲

・ヨハン・シュトラウス：ワルツ「美しき
青きドナウ」

・レハール：オペレッタ「メリーウィド
ウ」から

　-マキシムへ行こう

　-嘆きの歌

　-ヴィリアの歌

　-天国と地獄

　-メリーウィドゥのワルツ

・シャンパンの歌（アンコール）

・ウィーン我が夢の街（アンコール）

・ヨハン・シュトラウス：喜歌劇「こうも
り」序曲

・オッフェンバック：喜歌劇「天国と地
獄」序曲

・ジーツィンスキー："ウィーン我が夢
の街"

・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

　-ひとりぼっちの山羊飼い

　-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

・チャイコフスキー：バレエ「胡桃割り
人形」より

　-行進曲

　-中国の踊り

　-葦笛の踊り

　-花のワルツ

・バッハ：主よ人の望みの喜びよ

・アンダーソン：そりすべり

・クリスマスキャロル

　-神の御子は今宵しも

　-きよしこの夜

　-あら野のはてに

　-もろびとこぞりて

・クリスマスポップスメドレー

・江口和宣編曲：赤鼻のトナカイ、サ
ンタが街にやってくる

1997/12/13 ファミリーコンサート 港北公会堂
指揮：白川 和治
司会：上本 浩子 元日本
放送アナウンサー

1997/11/16
港北芸術祭 オペラは
楽しい

港北公会堂

独唱：三縄みどり
(Soprano)
二階谷悠介 (Tenor)
小栗純一 (Baritone)
女声合唱団：コーロ・み
お
指揮：白川 和治
司会：中村博之
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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

・フォーレ：組曲「ペレアスとメリザン
ド」

・モーツァルト：交響曲第36番「リン
ツ」

・ムソルグスキー(ラベル編)：組曲
「展覧会の絵」

・バッハ：主よ人の望みの喜びよ（ア
ンコール）

・リスト：交響詩「前奏曲」

・ビゼー：カルメン組曲から

　第1組曲から

　-終曲

　-前奏曲

　-アルカラの竜騎兵

　-間奏曲

　-アラゴネーズ

　第2組曲から

　-闘牛士の歌

　-ジプシーの踊り

・ブラームス：交響曲第1番ハ短調

・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）

・ワーグナー：楽劇「ニュルンベルク
のマイスタージンガー」前奏曲

○

・マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ル
スティカーナ」間奏曲（パイプオルガ
ン付）

・ビゼー：カルメン組曲から

　第1組曲から

　-終曲

　-前奏曲

　-アルカラの竜騎兵

　-間奏曲

　-アラゴネーズ

　第2組曲から

　-闘牛士の歌

　-ジプシーの踊り

・チャイコフスキー：バレエ組曲「白鳥
の湖」より

　-情景

　-ワルツ ○

　-4羽の白鳥の踊り

　-チャルダッシュ

・J・シュトラウス：ワルツ「美しく青きド
ナウ」

・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

・エルガー：行進曲「威風堂々 第1
番」（パイプオルガン付）

○

・ヨゼフ・シュトラウス：かじ屋のポル
カ（アンコール）

1998/7/26
港北サマーファミリー
コンサート

横浜みなとみ
らいホール
（大ホール）

指揮：白川 和治
オルガニスト：水野 均 桐
朋学園大学音楽学部古
楽器科講師
司会：後藤 美代子 元
NHKアナウンサー

1998/5/24 第22回定期演奏会 港北公会堂 指揮：白川 和治

1998/1/25 第21回定期演奏会 港北公会堂 指揮：白川 和治
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http://youtu.be/ng6J0geJwM8
http://youtu.be/OKLXfpRiIp8
http://youtu.be/28dXEoyVNHk


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

・ワーグナー：タンホイザー大行進曲

・チャイコフスキー：バレエ「眠りの森
の美女」から「ワルツ」

・エルガー：愛の挨拶

・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏
曲より第1楽章

・グリーグ：「ペールギュント」第1組曲

　-朝

　-オーゼの死

　-アニトラの踊り

　-山の魔王の洞窟にて

・シベリウス：「カレリア」組曲

　-間奏曲

　-バラード

　-行進曲風に

・三木露風作詞、山田耕筰作曲（砂
田俊彦編曲）：赤とんぼ

・江間章子作詞、中田喜直作曲（砂
田俊彦編曲）：夏の思い出

・ロッシーニ：歌劇『どろぼうかささぎ』
序曲

○

・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1
番 変ロ短調

○

・サンサーンス：交響曲第3番 ハ短
調『オルガン付き』

○

・ベルリオーズ：ハンガリアン・マーチ
（アンコール）

・ベートーベン：交響曲第8番

・シューベルト：交響曲第8番『未完
成』

・チャイコフスキー：スラブ行進曲

・メンデルスゾーン：結婚行進曲（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」より「行進曲」「花のワル
ツ」
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏
曲 ホ短調

・リムスキー＝コルサコフ：交響組曲
「シェヘラザード」

・ビゼー：「アルルの女」第2組曲より
「メヌエット」（アンコール）
・ヨハン・シュトラウス：ワルツ「美しき
青きドナウ」（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」前奏曲

・ドビュッシー（ビュッセル編曲）："小
組曲"

・ショスタコーヴィチ：交響曲第5番 ニ
短調

・グリーク：２つのエレジーから「過ぎ
し春」（アンコール）

2000/1/23 第25回定期演奏会（港北シンフォニーコンサート）横浜みなとみらいホール（大ホール）指揮：白河 和治

1999/10/11
港北区制60周年記念
クラシック・リクエス
ト・コンサート

横浜みなとみ
らいホール
（大ホール）

指揮：白河 和治
独奏：横山 奈加子(Vn)
司会：後藤 美代子 元
NHKアナウンサー

1999/6/13 第24回定期演奏会 港北公会堂 指揮：白河 和治

1999/1/31 第23回定期演奏会　
横浜みなとみ
らいホール
（大ホール）

指揮：白河 和治
ピアノ独奏：田中 梢
オルガン演奏：三浦 は
つみ

1998/9/20
港北区明るい選挙推
進ファミリーコンサー
ト

港北公会堂

指揮：白河 和治
独奏：横山 奈加子(Vn)
司会：重信 香織当団団
員 Vc奏者
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http://youtu.be/sixKTm-w8p0
http://youtu.be/EjNT3sBhPIY
http://youtu.be/HEZrIi5CcT0


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

・ポンキエルリ：歌劇「ジョコンダ」より
「時の踊り」

・ガーシュウィン：「パリのアメリカ人」

・ドボルザーク：交響曲第8番

・エルガー：エニグマ変奏曲より「ニ
ムロード」（アンコール）

・ロッシーニ：歌劇「ウィリアムテル序
曲」より“スイス軍の行進”

・ベートーベン：交響曲第５番「運命」
より第１楽章

・ハチャトリアン：バレエ「ガイ－ヌ」よ
り“剣の舞い”

・アンダーソン：“踊る子猫”

・チャイコフスキー：バレエ「白鳥の
湖」より“情景”

・ボロディン：“だったん人の踊り”

・砂田俊彦編曲：「となりのトトロ」より
“さんぽ”

・シュトラウス：“ラデッキ－行進曲”
（アンコール）

2000/8/27
夏休み親子コンサー
ト
（2回公演）

港北公会堂 指揮：白河 和治

2000/5/21 第26回定期演奏会 港北公会堂 指揮：白河 和治
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