
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

・ベートーベン：「エグモント」序曲

・マスネ：管弦楽組曲「絵のような風
景」

　-行進曲

　-バレエの調べ

　-夕べの鐘

　-ジプシーの踊り

・ブラームス：交響曲第2番

・ブラームス：ハンガリー舞曲第6番
（アンコール）

・ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」
序曲

・チャイコフスキー：バレエ音楽「眠り
の森の美女」組曲
　-第1曲　序奏とリラの精（プロロー
グ）
　-第2曲　アダージョ（第1幕）
　-第3曲　パ・ド・カラクテール（第3
幕）
　-第4曲　パノラマ（第2幕）

　-第5曲　ワルツ（第1幕）

・ドヴォルザーク：交響曲第7番 ニ短
調 作品70
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 第1番
作品46～第1番フリアント（アンコー
ル）
・シャブリエ：楽しい行進曲

・宮崎駿メドレーによる楽器紹介

・スメタナ：交響詩《我が祖国》より「モ
ルダウ」

・ヨーゼフ・シュトラウス：かじ屋のポ
ルカ

・ポンキエルリ：歌劇《ジョコンダ》より
「時の踊り」

・♪みんなで歌おう♪平吉 毅州（砂
田俊彦編曲）：気球に乗ってどこまで
も

・久石 譲（砂田俊彦編曲）：となりの
トトロより「さんぽ」（アンコール）

ベートーベン／「レオノーレ」序曲 第
3番

ベートーベン／交響曲第9番「合唱付
き」

2007/2/11

第39回定期演奏会
（港北シンフォニー第
九コンサート/創立20
周年記念）

横浜みなとみ
らいホール
（大ホール）

ソプラノ：三縄 みどり　ア
ルト：安念 千重子　テ
ノール：小林 彰英　バリ
トン：宮本 益光　合唱：
港北第九合唱団、ハマ
音合唱団　指揮：白河
和治　合唱総監督：中村
博之　合唱指揮：斉藤
育雄　ヴォイストレー
ナー：鵜飼 文子、渡海
千津子　練習ピアニスト：
小倉 一美

2006/8/27
第7回夏休み親子コ
ンサート
（2回公演）

港北公会堂
指揮：三矢 幸子
司会：志田 けい 東京都
公立学校常任音楽講師

2006/5/21 第38回定期演奏会 港北公会堂 指揮：高橋　俊之

2006/2/5
第37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
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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

・ヴェルディ：「シチリア島の夕べの祈
り」序曲

・ハチャトゥリアン：バレエ組曲「ガ
イーヌ」より

　-剣の舞

　-アイシャの目覚めと踊り

　-バラの娘たちの踊り

　-子守唄

　-アルメンのヴァリエーション

　-レズギンカ

・シューマン：交響曲第4番 ニ短調
Op.120

・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）

・L.バーンスタイン：「キャンディード」
序曲

・ベートーベン：交響曲第7番より第1
楽章

・砂田俊彦編曲：宮崎駿メドレーによ
る楽器紹介（コントラ・ファゴット付き）

・デュカス：交響詩「魔法使いの弟
子」

・アンダーソン：トランペット吹きの子
守唄（Tp Solo：勝山 伸男）

・ヨハンシュトラウス：ポルカ「雷鳴と
電光」
・♪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」
・ヨハン・シュトラウス：ラデツキー
マーチ（アンコール）

・ドビュッシー：牧神の午後への前奏
曲

・ドビュッシー：交響詩「海」

・チャイコフスキー：交響曲第5番ホ
短調Op.64

・チャイコフスキー：バレエ組曲「眠り
の森の美女」より「ワルツ」（アンコー
ル）
・ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲

・ドヴォルザーク：スラブ舞曲集（作品
46）より

　-第1番：Furiant

　-第2番：Dumka

　-第3番：Polka

　-第6番：Sausedska

　-第8番：Furiant ○

・ベートーベン：交響曲第4番 変ロ長
調 Op.60

・エルガー：愛の挨拶（アンコール）

2008/5/25 第42回定期演奏会 港北公会堂 指揮：三矢 幸子

2008/2/11
第41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：三原 明人

2007/8/26
第8回夏休み親子コ
ンサート
（2回公演）

港北公会堂
指揮：三矢 幸子
司会：高橋 孝子

2007/5/20 第40回定期演奏会 港北公会堂 指揮：三原 明人
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http://youtu.be/GCg4vdWwR-M


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

・モーツァルト：歌劇『フィガロの結
婚』序曲

・ドボルザーク：交響曲第9番「新世
界」から第4楽章

・レスピーギ：「リュートの為の古風な
舞曲とアリア」から《パッサカリア》

・チャイコフスキー：「胡桃割り人形」
から《中国の踊り》
・グノー：「あやつり人形の葬送行進
曲」
・ウォルトン：戴冠式行進曲『王冠』

・みんなで歌おう（「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）

・ライヒャ：フルート四重奏曲ト短調
Op98-1（12月7日）

○

・モーツァルト：フルート四重奏曲イ
長調K298（12月7日）

○

・フンク：組曲ニ長調《チェロ七重奏》
（12月7日）

○

・ベートーベン：七重奏曲変ホ長調
Op20から（12月7日）

○

・ドボルザーク：弦楽四重奏曲ヘ長
調Ok96「アメリカ」（12月21日）

○

・モーツァルト：フルート四重奏曲ニ
長調K285（12月21日）

○

・ライヒャ：木管五重奏曲Op91-1（12
月21日）

○

・ヴィバルディ：ヴァイオリン協奏曲
Op8「四季」より「春」（12月21日）

・ドボルザーク：管楽セレナーデニ短
調Op44（12月21日）

○

・ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉
祭」

○

・モーツァルト：交響曲第39番 ○

・シベリウス：交響曲第2番 ○

・シベリウス：カレリア組曲「行進曲
風に」（アンコール）

・ワーグナー：歌劇「リエンツィ」序曲 ○

・メンデルスゾーン：「真夏の夜の夢」
より

　-序曲

　-スケルツォ

　-夜想曲

　-結婚行進曲 ○

・ベートーベン：交響曲第3番「英雄」
作品55

○

・ヨハンシュトラウス：雷鳴と電光（ア
ンコール）

2009/6/7 第44回定期演奏会 港北公会堂 指揮：三原 明人

2009/2/15
第43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：三矢 幸子

2008/12/7
2008/12/21

室内楽コンサート 大倉山記念館

主催：港北区民交響楽
団支援コンサート実行委
員会
共催：横浜市大倉山記
念館
後援：横浜市港北区
/NPO法人大倉山水曜コ
ンサート

2008/8/24
第9回なつやすみ親
子コンサート
（2回公演）

港北公会堂
指揮：小森 康弘
司会：高橋 孝子
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http://youtu.be/A9TN7V5f1QA
http://youtu.be/Q8ouCuSxC2U
http://youtu.be/bynB03OBf1I
http://youtu.be/5862XvnpPEA
http://youtu.be/f9njwPR-PzU
http://youtu.be/NAg0JkSC3v0
http://youtu.be/wL9Z_GABs4E
http://youtu.be/Lj4TGWQthVU
http://youtu.be/QOR2c5EWsX4
http://youtu.be/hcMEq_hVYi0
http://youtu.be/_Cdm7VRfaF8
http://youtu.be/pZcPchjPGKw
http://youtu.be/1GuO7BY7h3s
http://youtu.be/PF4PDEE5Nao


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

・ロッシーニ：序曲「ウィリアム・テル」
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

・砂田俊彦編曲：オーケストラの楽器
紹介

・メンデルスゾーン：序曲「静かな海と
楽しい航海」

・サウンド・オブ・ミュージック・メド
レー

・みんなで歌おう！（崖の上のポ
ニョ）

・砂田俊彦編曲：ディズニー「小さな
世界」（アンコール）

・高田三郎：水のいのち

・バッハ：トッカータとフーガニ短調
BWV565

・バッハ：フーガト短調BWV578

・ベートーベン：交響曲第5番「運命」
より第1楽章

・メンデルスゾーン：序曲「静かな海と
楽しい航海」

・ウォルトン：戴冠式行進曲「王冠」

・ヘンデル：メサイアより

　-序曲

　-Hallelujah ○

　-Worthy is the Lamb、Amen

・ロッシーニ：歌劇「どろぼうかささぎ」
序曲

○

○

○

○

・ヨハン・シュトラウスII：芸術家の生
涯（アンコール）

○

・ボロディン：歌劇「イーゴリー公」序
曲

・ショスタコーヴィチ：交響曲第9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：エニグマ変奏曲より第9
変奏『ニムロッド』（アンコール）

2010/5/30 第46回定期演奏会 港北公会堂 指揮：小森 康弘

2010/1/30
第45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：三原 明人

・リヒャルト＝シュトラウス：交響詩
「ティル・オイレンシュピーゲルの愉
快ないたずら」

・ブラームス：交響曲第1番

2009/9/6

港北区制70周年・横
浜開港150周年記念
イベント
フェスタ・ムジカーレ
港北

横浜みなとみ
らいホール
（大ホール）

指揮：草野 一哉、小森
康弘
ピアノ：小倉 一美
オルガン：小清水 桃子
合唱：フェスタ・ムジカー
レ港北合唱団

2009/8/23
第10回なつやすみ親
子コンサート
（2回公演）

港北公会堂
指揮：小森 康弘
司会：高橋 孝子
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https://youtu.be/lsTYTWKWClE
http://youtu.be/iJ--CWUbWOY
http://youtu.be/1cp_6cl7lUE
http://youtu.be/HDDSXRsbn6w
http://youtu.be/sJE2_led3hQ
http://youtu.be/aelq36VJ-Z0


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

・Rシュトラウス：交響詩「ツァラトゥス
トラかく語りき」
・グリーク：組曲「ペールギュント」より
朝、オーゼの死、山の魔王の宮殿に
て

○

・アンダーソン： 踊る子猫

・サン＝サーンス： 「動物の謝肉祭」
より「象」

・J.シュトラウス2世：ポルカ「雷鳴と電
光」

○

・～オーケストラと一緒に演奏しよう
～ マンボNo.5

・ハチャトゥリアン：組曲「仮面舞踏
会」」より「ワルツ」

○

・J.シュトラウス：ラデッキー行進曲

2010/8/22
第11回なつやすみ親
子コンサート
（2回公演）

港北公会堂
指揮：田部井 剛
司会：秋山 雅子
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http://youtu.be/y1yPwidKAR8
http://youtu.be/XIBwev6h2t8
http://youtu.be/oDBCIkvQ2xc

