麻生フィルハーモニー管弦楽団

演奏会の記録

1990 年～1999 年

●1990 年
■第７回ファミリーコンサート
４月１日 麻生市民館
指揮：宮松重紀 司会：柳沢杏子（元文化放送アナウンサー）
ブラームス 「ハンガリー舞曲」第５番・第６番
アンダーソン トランペット吹きの休日
アンダーソン シンコペーティッド・クロック
アンダーソン プリンク・プランク・プランク
ムソルグスキー 交響詩「禿げ山の一夜」
ビゼー 「アルルの女」第１組曲・第２組曲
■第 5 回麻生音楽祭参加演奏会
６月１０日 麻生市民館
指揮：河地良智
スメタナ 交響詩『我が祖国』より「 高い城」「モルダウ」
「ブラニーク」
ベートーヴェン 交響曲第７番
■第１２回定期演奏会
１１月１１日 麻生市民館
指揮：山下一史
シューベルト 「ロザムンデ」より間奏曲第１番
ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」
Ｓ：原祐子 Ａ：田中奈美子 Ｔ：森敏孝 Ｂ：関口信雄 合唱：麻生合唱団

●1991 年
■第１３回定期演奏会
３月１０日 麻生市民館
指揮：今村能
J.シュトラウス２世 喜歌劇「こうもり」序曲
モーツァルト フルートとハープの為の協奏曲（Fl：峰岸壮一、Hp：山口裕子）
シューベルト 交響曲第９番「ザ・グレート」
■ファミリーコンサート１９９１（第６回麻生音楽祭）
６月１６日 麻生市民館
指揮；今村能
R.シュトラウス/楽劇「ばらの騎士」よりワルツ集
J.シュトラウス２世 喜歌劇「こうもり」序曲
ヨーゼフ・シュトラウス 鍛冶屋のポルカ

J.シュトラウス２世 ポルカ「雷鳴と電光」
J.シュトラウス２世 ワルツ「ウィーンの森の物語」
J.シュトラウス２世 アンネン・ポルカ
J.シュトラウス２世 ポルカ「観光列車」
J.シュトラウス２世 ワルツ「美しく青きドナウ」
■第１４回定期演奏会
１１月１０日 麻生市民館
指揮：大野和士
ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲
チャイコフスキー ロココの主題による変奏曲（Vc：田中雅弘）
ベルリオーズ 幻想交響曲

●1992 年
■第１５回定期演奏会
３月１日 麻生市民館
指揮：三石精一
ニコライ 「ウインザーの陽気な女房達」序曲
モーツァルト 協奏交響曲
団内ソリスト Ob：安藤彰男、Cl：片桐由絵、Fg：冨家友道、Hr：福田宏人
チャイコフスキー 交響曲第６番「悲愴」
■ファミリーコンサート１９９２（第７回麻生音楽祭）
６月２１日 麻生市民館
指揮・司会：中村ユリ
V.ウイリアムス グリーンスリープスによる幻想曲
バーバー 弦楽器の為のアダージョ
ガーシュイン ラプソディー・イン・ブルー（Pf：白石准）
バーンスタイン シンフォニックダンス
■第１６回定期演奏会（第８回麻生文化祭）
１１月８日 麻生市民館
指揮：山下一史
モーツァルト 「後宮よりの逃走」序曲
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」
ブラームス 交響曲第１番

●1993 年
■第１７回定期演奏会〜創立１０周年記念コンサート〜
４月４日 麻生市民館

指揮：今村能
ボロディン 歌劇『イーゴリ公』より「ダッタン人の踊り」
モーツァルト 交響曲第３６番「リンツ」
ドヴォルザーク 交響曲第９番「新世界より」
■ファミリーコンサート１９９３（第８回麻生音楽祭）
６月２０日 麻生市民館
指揮：今村能 合唱：麻生合唱団
ワーグナー 歌劇『タンホイザー』より「大行進曲」
ワーグナー 歌劇『タンホイザー』より「巡礼の合唱」
ボロディン 歌劇『イーゴリ公』より「ダッタン人の踊り」
グノー 歌劇『ファウスト』よりバレエ組曲「トロイの娘達の入場」
プッチーニ 歌劇『蝶々婦人』より「ハミング・コーラス」
ヴェルディ 歌劇『アイーダ』より『凱旋の行進と合唱及びバレエ音楽」
■第１８回定期演奏会（第９回麻生文化祭）〜創立１０周年記念コンサート２〜
１１月７日 麻生市民館
指揮：山下一史
バッハ＝ストコフスキー 小フーガト短調
シューベルト 交響曲第８番「未完成」
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

●1994 年
■第１９回定期演奏会
４月１０日 麻生市民館
指揮：小田野宏之
ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第３番
リスト ピアノ協奏曲第１番（Pf：三村和子）
チャイコフスキー 交響曲第４番
■ファミリーコンサート１９９４（第９回麻生音楽祭）
６月１９日 麻生市民館
指揮：宮松重紀
ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第３番
ハイドン 交響曲１０４番「ロンドン」
R.ロジャース 「サウンドオブミュージック」メドレー
ヘンリー・マンシーニ 「ピンクパンサー」のテーマ
ニーノ・ロータ ア・タイム・フォー・アス
J.ウィリアムス 『E.T.』より「地上の冒険」
■第２０回定期演奏会（第１０回麻生区文化祭）

１１月１３日 麻生市民館
指揮：中村ユリ
グリーグ 叙情組曲
マーラー さすらう若人の歌（Br：末吉利行 ）
メンデルスゾーン 交響曲第３番「スコットランド」

●1995 年
■第２１回定期演奏会
４月１６日 麻生市民館
指揮：山下一史
ドビュッシー 小組曲
ヤナーチェック シンフォニエッタ
シューマン 交響曲第２番
■ファミリーコンサート１９９５（第１０回麻生音楽祭）
６月１８日 麻生市民館
指揮：中村ユリ 司会：岩倉宏司（団員）
ドビュッシー 小組曲
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
G.キングスレー＆ペレット ディズニー「エレクトリカルパレード」のテーマ
フランシス・レイ（編曲：北川佑） 映画「男と女」のテーマ
R.マックウェル（編曲：M.ゴールド） 映画「引き潮」のテーマ
アンダーソン ジャズ・ピチカート
アンダーソン セレナータ
A.R.ウェーバー（編曲：B.ロウディン） 映画「エビータ」よりハイライト
■第２２回定期演奏会（第１１回麻生区文化祭）
１１月１２日 麻生市民館
指揮：小田野宏之
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲（Vn：海野義雄）
ブラームス 交響曲第４番

●1996 年
■第２３回定期演奏会
４月２１日 麻生市民館
指揮：三石精一
ドヴォルザーク 「謝肉祭」序曲
ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲（Vn：木野雅之、Vc：北本秀樹）

ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」
（ラヴェル版）
■ファミリーコンサート１９９６（第１１回麻生音楽祭）
６月１６日 麻生市民館
指揮：宮松重紀
ドヴォルザーク 「謝肉祭」序曲
バーンスタイン

『ウエストサイド物語』より「シンフォニックダンス」

アンダーソン トランペット吹きの休日
アンダーソン タイプライター
アンダーソン ジャズ・ピチカート
アンダーソン 舞踏会の美女
アンダーソン セレナータ
アンダーソン ブルータンゴ
アンダーソン ファントム・レジメント
アンダーソン 忘れられた夢
アンダーソン ピラミッドダンス
アンダーソン フィドル・ファドル
アラン・シルベストリ フォレスト・ガンプ
レオナルド・マッケンジー チキータ・バナナ・ソングドナウ
■第３回神奈川県アマチュアオーケストラフェスティバル
９月８日 グリーンホール相模大野
指揮：栗田博文
ビゼー 「カルメン」組曲第１番
シベリウス 序曲「カレリア」
チャイコフスキー 交響曲第５番
■第２４回定期演奏会（第１２回麻生区文化祭）
１１月１０日 麻生市民館
指揮：小田野宏之
ラヴェル 古風なメヌエット
ベートーヴェン 交響曲第１番
ショスタコーヴィッチ 交響曲第５番

●1997 年年
■多摩市民館開館記念行事
１月２６日 多摩市民館
指揮：山下信三
ラングフォード 金管 10 重奏曲「ロンドンの小景」
モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク

バッハ ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲（Vn：佐々木弘恵、Ob：鷲見珠紀）
ベートーヴェン 交響曲第 1 番
■麻生文化協会ファミリーコンサート
２月１５日 麻生市民館
指揮：柏木成豪、小野高（団員）
ラングフォード 金管 10 重奏曲「ロンドンの小景」
モーツァルト 木管８重奏曲「セレナーデ」
バッハ ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲（Vn：佐々木弘恵、Ob：鷲見珠紀）
モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー（Pf：神田和重）
■第２５回定期演奏会
４月６日 麻生市民館
指揮：今村能
ワーグナー 歌劇「ローエングリーン」より第１幕への前奏曲
チャイコフスキー 幻想組曲「ロミオとジュリエット」
ベートーヴェン 交響曲第７番
■ファミリーコンサート１９９７（第１２回麻生音楽祭）
６月１５日 麻生市民館
指揮：川本貢司 司会：秋山雅子
メンデルスゾーン 『真夏の夜の夢』より「結婚行進曲」「序曲」
ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」
フンパーディンク 「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲
デュカス 魔法使いの弟子
■第２６回定期演奏会（第１３回麻生区文化祭）
１１月９日 麻生市民館
指揮：三石精一
ヴェルディ 「運命の力」序曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第２番（Pf：斎藤雅弘）
ブラームス 交響曲第３番

●1998 年
■第２７回定期演奏会〜創立１５周年記念コンサート１〜
４月５日

麻生市民館

指揮：小田野宏之
R.シュトラウス 交響詩「ドン・ファン」
伊福部昭 交響譚詩
ベートーヴェン 交響曲第５番「運命」

■ファミリーコンサート１９９８（第１３回麻生音楽祭）
６月２１日 麻生市民館
指揮：小田野宏之 司会：朝岡聡（フリーアナウンサー）
グリーグ 『ペールギュント』より「朝」
ブラームス ハンガリー舞曲第５番
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
エルガー 「威風堂々」第１番
チャイコフスキー 『白鳥の湖』より「情景」「ワルツ」
レスピーギ リュートのための古典舞曲とアリア 第３組曲より「イタリアーナ」
S.ジョプリン エンターテイナー（編曲：小野高）
伊福部昭 「交響譚詩」より第１舞曲
ベートーヴェン 「エグモント」序曲
■第２８回定期演奏会（第１４回麻生区文化祭）〜創立１５周年記念コンサート２〜
１１月８日 麻生市民館
指揮：和田朋樹
シューベルト 「ロザムンデ」より序曲・バレエ音楽
マーラー 交響曲第５番

●1999 年
■第２９回定期演奏会
４月４日 多摩市民館
指揮：三石精一
メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」
シューマン 交響曲第３番「ライン」
ドヴォルザーク チェロ協奏曲（Vc：藤森亮一）
■ファミリーコンサート１９９９（第１４回麻生音楽祭）〜映画音楽特集〜
６月２０日 麻生市民館
指揮：河合尚市 司会：坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）
『風と共に去りぬ』よりメインタイトル
『ハタリ！』より「子象の行進」
（編曲：小野高）
『ゴッド・ファーザー』より愛のテーマ（編曲：神田和重）
『白雪姫』より「いつか王子様が」
（編曲：倉田典明）
『もののけ姫』より「もののけ姫」
『となりのトトロ』より「となりのトトロ」
（編曲：小野高）
『サウンド・オブ・ミュージック』メドレー
『Ｅ・Ｔ』より「地上の冒険」
『美女と野獣』より「ひとりぼっちの晩餐会」（編曲：小野高）

『フォレスト・ガンプ』より「アイム・フォレスト…フォレストガンプ」
『風の谷のナウシカ』より「鳥の人」
（編曲：倉田典明）
『スターウォーズ』より「王座の間とエンドタイトル」
■第６回神奈川県アマチュアオーケストラフェスティバル
８月２９日 グリーンホール相模大野
指揮：磯部省吾
ブラームス 悲劇的序曲
メンデルスゾーン ピアノ協奏曲第１番（Pf：篠木彩友美）
ベートーヴェン 交響曲第５番
■第３０回定期演奏会（第１５回麻生区文化祭）
１０月１７日 麻生市民館
指揮：川本貢司
ヴェルディ 「シチリア島の夕べ」序曲
ファリャ 「三角帽子」第 2 組曲
ドヴォルザーク 交響曲第８番
■’９９かわさき市民第九コンサート
１２月１２日 川崎市教育文化会館
指揮：川本貢司
ベートーヴェン 序曲「シュテファン王」
ベートーヴェン 交響曲第 9 番「合唱付」
S：水島恵美 A：三津山和代 Ｔ：大野光彦 Ｂ：境信博
合唱：’９９かわさき市民第九合唱団）

