
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

・ブラームス：チェロソナタ第1番ホ短
調 作品38 [富山、高木朝子（賛助）]
・コントラバス独奏 ガブリエル・
フォーレ：パヴァーヌ、アストロ・ピア
ソラ：リベルタンゴ [道順、高木洋子
（賛助）]

・フローラン・シュミット：Fl, Cl, Pf三重
奏によるソナチネ [大槻、山本彬（賛
助）、渡部]

・クラリネットアンサンブル アストロ・
ピアソラ（ブルース・エドワーズ編）：
タンゴの歴史、鈴木英史：フォス
ター・ラプソディ [山崎、大貫、佐藤、
佐藤真生子（賛助）、前澤麿澄（賛
助）]
・モーツァルト：弦楽五重奏曲K515
ハ長調 [安斉、笹原、野内、瀬戸、
原田]
・金管五重奏 ジョバンニ・ガブリエ
リ：Canzon Seconda、フォスターメド
レー [勝山、太田代、千田、市川、青
山恵大（賛助）]

ブラームス：悲劇的序曲

ハイドン：交響曲第100番「軍隊」

シューマン：交響曲第1番「春」 ○

ブラームス：ハンガリー舞曲第10番
（アンコール）

○

・ブロッホ：コンチェルティーノ [大槻、
山本彬（賛助）、渡部]

・ブラームス：弦楽六重奏曲第1番変
ロ長調作品18[安斉、笹原、野内、瀬
戸、富山、原田]

・マドレーヌ・ドゥリング：フルート・
オーボエ・ピアノのためのトリオ[大
槻、堀江（賛助）、平田（賛助）]

・モーツァルト：セレナード第10番変
ロ長調K.361（370a）（449a）「グラン・
パルティータ」[水橋、佐藤（陽）、佐
藤（紀）、山崎、大貫、前澤（賛助）、
松本、諸星、篠原、木野戸、千田、
津島、青木（賛助）]

2016/7/3
港北区民交響楽団
第11回室内楽コン
サート

大倉山記念館
主催：港北区民交響楽
団
、横浜市大倉山記念館

2016/5/15
港北区民交響楽団
第58回定期演奏会

港北公会堂
指揮：田部井 剛

2016/1/31
港北区民交響楽団
第10回室内楽コン
サート

大倉山記念館
主催：港北区民交響楽
団
、横浜市大倉山記念館
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https://youtu.be/PkEq0ByBspc
https://youtu.be/yXYnOslHHxE


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

・シャブリエ：「楽しい行進曲」 ○

・パッヘルベル：「カノン」

・ビゼー：「アルルの女」第二組曲か
ら「メヌエット」

○

・ビゼー：「アルルの女」第二組曲か
ら「ファランドール」

・オッフェンバック：「天国と地獄」序
曲
・ルロイ・アンダーソン：「踊る子猫」 ○

・ルロイ・アンダーソン：「シンコペー
テッド・クロック」

○

・ルロイ・アンダーソン：「ブルータン
ゴ」

・ペレス・プラード：「マンボNo.5」 ○

・ドボルザーク：交響曲第9番「新世
界より」第2、第3、第4楽章

・みんなで歌おう「小さな世界」

・ヨハン・シュトラウス：ラデッキー行
進曲（アンコール）

ベートーヴェン：「フィデリオ」序曲 〇

ドビュッシー（ビュッセル編）：「小組
曲」

マーラー：交響曲第1番ニ長調「巨
人」

○

ヨハン・シュトラウス：トリッチ・トラッ
チ・ポルカ（アンコール）

ワーグナー：歌劇「ローエングリン」
第一幕への前奏曲

〇

〇

〇

〇

〇

ベートーヴェン：フィデリオ第一幕か
らマーチ（アンコール）

シベリウス：「カレリア」組曲 Op.11

ベートーヴェン：交響曲第5番ハ短調
Op.67「運命」

2016/8/7
第17回夏休み親子コ
ンサート
（1回公演）

港北公会堂
指揮：岸本 沙恵子
司会：Vn.渡部、Hr.津島

2017/2/4

港北区民交響楽団
第59回定期演奏会
（港北シンフォニーコ
ンサート/創立30周
年記念）

横浜みなとみ
らいホール
（大ホール）

指揮：田部井 剛

2017/5/28
港北区民交響楽団
第60回定期演奏会

港北公会堂 指揮：岸本 沙恵子
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https://youtu.be/h-bPmggkaD4
https://youtu.be/I21EvGQxu4o
https://youtu.be/vnOHoH0kF2I
https://youtu.be/7EMLJGA8vf0
https://youtu.be/DcGZ_Vnw3WY
https://youtu.be/q6RL7WiL4Pw
https://youtu.be/ndiAcbC9EMc
https://youtu.be/3j6ZyUyPwss
https://youtu.be/buCyiDdpMak
https://youtu.be/Xkwg1bqeANw
https://youtu.be/NEkKUyNb4m8
https://youtu.be/DDiNjZTgMww


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

・ショスタコーヴィチ：2台のヴァイオリ
ンとピアノのための５つの小品 [佐々
木、島田、渡部]

・ラフマニノフ：ヴォカリーズ、ジョー
ジ・ガーシュイン：サマータイム [道
順]

・グノー：9つの管弦楽器のための小
交響曲 変ロ長調 [杉山、水橋、村
井、佐藤、大貫、諸星、松本、篠原、
津島]

〇

・ベートーヴェン：七重奏曲 作品20
[安斉、笹原、富山、冬城（賛助）、佐
藤、松本、篠原]

〇

・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 [安斉、
佐々木、笹原、富山、冬城（賛助）、
杉山、水橋、松本、佐藤、津島、篠
原]

〇

・ロッシーニ：「セビリアの理髪師」序
曲

・シベリウス：組曲カレリアから「行進
曲風に」

・プロコフィエフ：「ピーターとオオカ
ミ」

〇

・モートン・グールド：「アメリカン・サ
リュート」

〇

・ロジャース・ハーマンスタイン：「サ
ウンド・オブ・ミュージック」
・スッペ：「軽騎兵」序曲 〇

・みんなで歌おう「さんぽ」

・ヨハン・シュトラウス：ラデッキー行
進曲（アンコール）
ドヴォルザーク：序曲「謝肉祭」作品
92

チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオと
ジュリエット」

〇

〇
〇

ドヴォルザーク：スラブ舞曲op.46-3
（アンコール）

2017/8/27
第18回夏休み親子コ
ンサート
（1回公演）

港北公会堂
指揮：岸本 沙恵子
司会、ナレーション：鈴木
真由美

2017/7/9
港北区民交響楽団
第12回室内楽コン
サート

大倉山記念館
主催：港北区民交響楽
団
、横浜市大倉山記念館

2018/2/12

港北区民交響楽団
第61回定期演奏会
（港北シンフォニーコ
ンサート）

神奈川県立音
楽堂

指揮：冨平 恭平
ブラームス：交響曲第3番 ヘ長調 作
品90
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https://youtu.be/Oz633Bk8duM
https://youtu.be/iJ5rUeVb8ts
https://youtu.be/OqzWmteyWvY
https://youtu.be/XaKzJp_giKA
https://youtu.be/aJ56oSKyW3M
https://youtu.be/XO2s74Ky0CQ
https://youtu.be/iG6XJNuwW5g
https://youtu.be/49HEaUx-K5o
https://youtu.be/2f6u4yUi7wE


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

メンデルスゾーン：序曲「ルイ・ブラ
ス」作品95

〇

チャイコフスキー：「くるみ割り人形」
作品71より
序曲

第1幕より 第2曲　行進曲
第1幕より 第8曲　情景：松林の踊り 〇
第2幕より 第14曲　パ・ド・ドゥから
金平糖の精の踊り

〇

第2幕より 第12曲　登場人物の踊り
から トレパック
第2幕より 第12曲　登場人物の踊り
から 葦笛の踊り
第2幕より 第14曲　パ・ド・ドゥから
アダージョ

〇

第2幕より 第15曲　終幕のワルツと
大団円

〇

〇
〇

チャイコフスキー：「くるみ割り人形」
作品71より 花のワルツ（アンコー
ル）
・ビゼー：「カルメン第１組曲」から闘
牛士

・ラベル：なき王女のためのパヴァー
ヌ

・コープランド：市民の為のファン
ファーレ

・ラフマニノフ：パガニーニの主題に
よる変奏曲　第18変奏

〇

・エロール：歌劇「ザンパ」序曲

・アラン・メンケン：ホール・ニュー・
ワールド
・ヨーゼフ・シュトラウス：鍛冶屋のポ
ルカ

〇

・ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から
「だったん人の踊り」

〇

・みんなで歌おう 「夢をかなえてドラ
えもん」
・ヨハン・シュトラウス：ラデッキー行
進曲（アンコール）

2018/8/26
第19回夏休み親子コ
ンサート
（1回公演）

ドヴォルザーク：交響曲第6番 作品
60

2018/6/3
港北区民交響楽団
第62回定期演奏会

港北公会堂 指揮：長野 力哉

港北公会堂
指揮：直井 大輔
司会、ナレーション：鈴木
真由美
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https://www.youtube.com/watch?v=TqY1UI1EVmo
https://www.youtube.com/watch?v=zPFBIMav4ug
https://www.youtube.com/watch?v=1JWzkVW8r0k
https://www.youtube.com/watch?v=oUEJx2Cl9fo
https://www.youtube.com/watch?v=lBWZbLeF06Q
https://www.youtube.com/watch?v=OA1BezaSzx8
https://www.youtube.com/watch?v=_ZPzq_eYuxM
https://youtu.be/N78-ejEw_TI
https://youtu.be/vk6MnT8YBNc
https://youtu.be/nAIz96WkjM0


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

・ヴィラ=ロボス：ジェット・ホイッスル
[杉山、原田]

・ビクトル・エワルド：金管五重奏曲
第3番 [窪田、川合、市川、臼井、西
井上（賛助）]

・ハイドン：弦楽四重奏曲第79番ニ
長調・作品76-5「ラルゴ」 [安斉、渡
部、笹原、富山]

・ジョゼフ・コズマ：枯葉、ボロディン：
Stranger in paradise、ホーギーカー
マイケル：スターダスト他 [道順、市
川、碓井]

・ベートーヴェン：管楽八重奏曲
Op.103[水橋、佐藤（陽）、大貫、佐藤
（紀）、松本、諸星、千田、津島]

・一青窈：ハナミズキ（アンコール）
 [杉山、水橋、千田、松本、大貫]

シューベルト：「ロザムンデ」序曲
D.644

シューベルト：「ロザムンデ」間奏曲
（アンコール）

ベルリオーズ：「ローマの謝肉祭」序
曲

ブラームス：セレナード第2番

チャイコフスキー：交響曲第5番

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）
・ワーグナー：楽劇「ローエングリン」
から第3幕への前奏曲

・久石譲：ジブリ映画音楽メドレーに
よるオーケストラの楽器紹介

・ビゼー：劇音楽「アルルの女」第一
組曲から　メヌエット、カリヨン（鐘）
・ドリーブ：バレエ音楽「コッペリア」か
ら　プレリュードとマズルカ、ワルツと
チャルダッシュ
・ワーグナー：楽劇「ニュルンベルク
のマイスタージンガー」から前奏曲

・みんなで歌おう 「さんぽ」

・砂田俊彦編曲：ディズニー「小さな
世界」（アンコール）

2019/8/25
第20回夏休み親子コ
ンサート
（1回公演）

港北公会堂
指揮：澤村 杏太郎
司会、ナレーション：鈴木
真由美

2019/1/13

港北区民交響楽団
第63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：冨平 恭平
ブルックナー：交響曲第7番ホ長調
WAB107（ハース版）

主催：港北区民交響楽
団
、横浜市大倉山記念館

2019/5/26
港北区民交響楽団
第64回定期演奏会

港北公会堂
指揮：田部井 剛

2018/10/21
港北区民交響楽団
第13回室内楽コン
サート

大倉山記念館
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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

・ベートーヴェン：チェロソナタ 第１番
ヘ長調 op5-1より第１楽章[富山、渡
部]
・（コントラバス＋トロンボーン）フォー
レ ：夢のあとに、ジョージ・コウリー：
想い出のサンフランシスコ、宮川泰：
ウナ・セラ・ディ東京 [道順、市川]
・（金管五重奏）ワグナー：歌劇ロー
エングリンより「エルザの大聖堂へ
の行進」、イアン・マクドナルド：SEA
SKETCES、見岳章：川の流れのよう
に [窪田、川合、市川、臼井、西井上
（賛助）]
・（チェロ四重奏）ゴルターマン：ロマ
ンス　セレナーデ、ショスタコーヴィチ
/ ワルツ第2番‐「ステージ・オーケス
トラのための組曲」から [原田、河
本、藤井、神代]
・（木管八重奏）モーツァルト：セレ
ナード第11番  変ホ長調 K.375[水
橋、浅井（賛助）、大貫、松本、諸
星、篠原、津島]

・菅野よう子：花は咲く（アンコール）
[水橋、浅井、篠原、松本、大貫、窪
田、川合、臼井、市川、道順]

シャブリエ：狂詩曲「スペイン」 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

チャイコフスキー：「くるみ割り人形」
作品71より No.14 パ・ド・ドゥ（アン
コール）

ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」

シューベルト：交響曲第7番「未完
成」

シューマン：交響曲第3番「ライン」

2020/8/23

第21回夏休み親子コ
ンサート
（新型コロナウィルス
感染拡大防止のため
中止）

ラポールシア
ター

指揮：米田 覚士 曲目未定

ベルリオーズ：幻想交響曲 作品14

2020/4/26

港北区民交響楽団
第66回定期演奏会
（新型コロナウィルス
感染拡大防止のため
中止）

港北公会堂 指揮：直井 大輔

2020/2/2

港北区民交響楽団
第65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：田部井 剛

プーランク：バレエ組曲「牝鹿」

2019/10/20
港北区民交響楽団
第14回室内楽コン
サート

大倉山記念館
主催：港北区民交響楽
団
、横浜市大倉山記念館
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https://youtu.be/x-FoT2AteJ8
https://youtu.be/KcqJMBXfOxU
https://youtu.be/ZVh1LIPe6_0
https://youtu.be/wZwbztQBEf0
https://youtu.be/z-Vn-GS_ue0
https://youtu.be/dEoGieewv8o
https://youtu.be/IOacgXd4-hQ


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/パヴァーヌ他（コントラバ
スソロ）[道順]

・ヨハン・シュトラウス2世（編曲：神田
寛明）/2本のフルートのための「こう
もり」序曲（フルートアンサンブル）
[花山、杉山]

・イベール（Jaques Ibert）/トリオのた
めの5つの小品（木管三重奏）[水
橋、松本、大貫]

管弦五重奏：ピエトロ・マスカーニ
（編曲：碓井航）／歌劇「カヴァレリ
ア・ルスティカーナ」から間奏曲[杉
山、碓井、河本、松本、水橋]

2020/10/25

港北区民交響楽団
Miniコンサート（無観
客。11/7-11/14 You
Tube配信）

大倉山記念館
主催：港北区民交響楽
団
、横浜市大倉山記念館
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