
麻生フィルハーモニー管弦楽団 演奏会の記録 2000年～2009年 

 

●2000年 
■第５回室内楽演奏会～アゴスティーニ氏を迎えて～ 

１月２３日 多摩市民館 

Vn：フェデリーコ・アゴスティーニ（元イ・ムジチ コンマス） 

レスピーギ リュートのための古代舞曲とアリア第 3組曲 

ドヴォルザーク セレナーデ二短調 

ヴィヴァルディ 協奏曲集「四季」 

■第３１回定期演奏会 

４月９日 多摩市民館 

指揮：小田野宏之 

ガーシュイン パリのアメリカ人 

ラフマニノフ 交響曲第２番 

■ファミリーコンサート２０００（第１５回麻生音楽祭） 

６月１８日 麻生市民館 

指揮：河合尚市 司会：坪井直樹 

リムスキー＝コルサコフ 歌劇『ムラダ』より「貴族たちの行進」 

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 

チャイコフスキー 「弦楽セレナーデ」より第 1楽章 

ムソルグスキー 交響詩「禿げ山の一夜」 

バーンスタイン 「キャンディード」序曲 

アンダーソン プリンク・プランク・プランク 

アンダーソン ブルー・タンゴ 

ガーシュイン パリのアメリカ人 

■第３２回定期演奏会（第１６回麻生区文化祭） 

１１月５日 麻生市民館 

指揮：河合尚市 

リスト 交響詩「レ・プレリュード」 

ドビュッシー 交響詩「海」 

ブラームス 交響曲第２番 

 

●2001年 
■第３３回定期演奏会 

４月８日 多摩市民館 

指揮：三石精一 

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 



チャイコフスキー ピアノ協奏曲第１番（Pf：高橋多佳子） 

チャイコフスキー 交響曲第５番 

■ファミリーコンサート２００１（第１６回麻生音楽祭）～２００１年 宇宙の旅～ 

６月１７日 麻生市民館 

指揮：鈴木織衛 司会：秋山雅子 

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」より導入部 

モーツァルト  交響曲第４１番「ジュピター」第１楽章 

ホルスト 組曲『惑星』より「木星」 

J.シュトラウス 2世 美しき青きドナウ 

ゴールドスミス 『スタートレック』より「エンドタイトル」 

ドビュッシー 月の光（編曲：倉田典明） 

カーマイケル スターダスト（編曲：倉田典明） 

シルヴェストリ 『コンタクト』より「エンドタイトル」（編曲：倉田典明） 

J.ウィリアムズ 『E.T.』より「地上の冒険」 

■第３４回定期演奏会（第１７回麻生区文化祭） 

１１月４日 麻生市民館 

指揮：小田野宏之 

メンデルスゾーン 交響曲第４番「イタリア」 

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲 

ヴェルディ 歌劇『椿姫』より第１幕への前奏曲 

レスピーギ 交響詩「ローマの松」 

 

●2002年 
■特別演奏会～金井宏道氏を偲んで～ 

３月１７日 多摩市民館 

指揮：柏木成豪（団員） 

モーツァルト フリーメイソンのための葬送音楽 

モーツァルト ピアノ協奏曲第２４番（Pf：小川典子） 

モーツァルト ピアノ協奏曲第２７番（Pf：小川典子） 

■第３５回定期演奏会 

４月７日 多摩市民館 

指揮：栗田博文 

ラヴェル ラ・ヴァルス 

ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」 

プロコフィエフ 組曲「ロメオとジュリエット」より抜粋 

■ファミリーコンサート２００２（第１７回麻生音楽祭） 

６月１６日 麻生市民館 



指揮：鈴木織衛 司会：秋山雅子 

バーンスタイン 「キャンディード」序曲 

ブリテン 青少年のための管弦楽入門 

チャイコフスキー 「白鳥の湖」より抜粋 

■第３６回定期演奏会（第１８回麻生区文化祭） 

１１月１０日 麻生市民館 

指揮：茂木大輔 

モーツァルト 歌劇「皇帝ティトスの慈悲」序曲 

モーツァルト 交響曲第４０番 

ベートーヴェン 交響曲第３番「英雄」 

 

●2003年 
■第３７回定期演奏会 ～創立２０周年記念コンサート１～ 

４月１３日 横浜みなとみらいホール 

指揮：三石精一 

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲 

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第５番「皇帝」（Pf：小川典子） 

マーラー 交響曲第１番「巨人」 

■ファミリーコンサート２００３（第１８回麻生音楽祭） 

～お客様からいただいたリクエストによる名曲コンサート～ 

６月２２日 麻生市民館 

指揮：新井久雄 司会：秋山雅子 

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲 

ブラームス ハンガリー舞曲第５番・第６番 

スメタナ 交響詩『我が祖国』より第２組曲「モルダウ」 

J.シュトラウス 2世 ワルツ「春の声」 

ビゼー 歌劇『カルメン』第 1組曲より「闘牛士」 

ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ 

ラヴェ ボレロ 

■第３８回定期演奏会（第１９回麻生区文化祭） ～２０周年記念コンサート 2～ 

１１月２日 麻生市民館 

指揮：小田野宏之 

ブラームス 大学祝典序曲 

ブルックナー 交響曲第８番（ノヴァーク版） 

■２００３かわさき市民第九コンサート 

１１月２日 川崎市教育文化会館 

指揮：小田野宏之 



ブラームス 大学祝典序曲 

ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 

S：三河尻晴美 A：中村裕美 T：大村賢哉 B：佐野正一 

合唱：２００３かわさき市民第九合唱団） 

 

●2004年 
■第３９回定期演奏会 ～オール・シベリウス・プログラム～ 

４月１１日 多摩市民館 

指揮：栗田博文 

シベリウス 組曲『レミンカイネン』より「レミンカイネンの帰郷」 

シベリウス バイオリン協奏曲（Vn：川田知子） 

シベリウス 交響曲第２番 

■ファミリーコンサート２００４（第１９回麻生音楽祭） 

６月２０日 麻生市民館 

指揮：茂木大輔 司会：家田淳 

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 

ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」（１９１９年版） 

映画『美女と野獣』より「Be Our Guest」（編曲：小野高） 

映画『ピノキオ』より「星に願いを」（編曲：小野高） 

久石譲『天空の城ラピュタ』（編曲：倉田典明） 

映画『ハリーポッターと賢者の石』より「ハリーの不思議な世界」 

■ミューザ川崎市民交響楽祭２００４（合同オーケストラとして参加） 

８月２２日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：岩村力 

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 

レスピーギ 交響詩「ローマの松」 

ドヴォルザーク 交響曲第９番「新世界より」 

■第４０回定期演奏会（第２０回麻生区文化祭） 

１１月７日 麻生市民館 

指揮：三石精一 

ワーグナー 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲 

ブラームス 「ハイドンの主題による変奏曲 

ベートーヴェン 交響曲第７番 

■２００４かわさき市民第九コンサート（合同オーケストラとして参加） 

１２月１２日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：北原幸男 

ワーグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲 



ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 

S：佐々木典子 A：井坂恵 T：高橋淳 B：谷友博 

合唱：２００４かわさき市民第九合唱団） 

■かわさきジルベスタコンサート２００４（合同オーケストラとして参加） 

１２月３１日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮とお話：岩村力 

R.シュトラウス 交響詩「ツァラストラはかく語りき」より導入部 

ドヴォルザーク 交響曲第９番「新世界より」第２楽章 

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第５番「皇帝」第 1楽章（Pf：小川典子） 

バッハ トッカータとフーガ二短調 

バッハ 「主よ、人の望みの喜びよ」（編曲：廣野嗣雄） 

レスピーギ 交響詩『ローマの松』より「アッピア街道の松」（Org：荻野由美子） 

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 

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 

チャイコフスキー 『くるみ割り人形』より「花のワルツ」 

モーツァルト アヴェ・ヴェルム・コルプス 

ヘンデル 『メサイア』より「ハレルヤ・コーラス」（合唱：川崎市合唱連盟「アニモ」） 

 

●2005年 
■第４１回定期演奏会 

４月３日 麻生市民館 

指揮：小田野宏之 

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 

ワーグナー 楽劇『トリスタンとイゾルデ』より「前奏曲」「愛の死」 

リムスキー=コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 （Vn：冨高健） 

■ファミリーコンサート２００５（第２０回麻生音楽祭）～オーケストラの魅力～ 

６月１９日 麻生市民館 

指揮：竹本泰蔵 司会：秋山雅子 

＜第１部：オーケストラの魅力＞ 

コープランド 市民のためのファンファーレ 

グリーグ 「ホルヴェルグ組曲」より第１楽章 

チャイコフスキー バレエ組曲『くるみ割り人形』より 

「序曲」「アラビアの踊り」「芦笛の踊り」「花のワルツ」 

＜第２部：ジョン・ウィリアムズ特集＞ 

J.ウィリアムズ 『レイダース・失われた聖柩（アーク）』より「レイダース・マーチ」 

J.ウィリアムズ 「シンドラーのリスト」よりテーマ 

J.ウィリアムズ 『スター・ウォーズ エピソード２』より「アクロス・ザ・スターズ」 



J.ウィリアムズ 『スター・ウォーズ』よりメインタイトル 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」（編曲：倉田典明） 

■ミューザ川崎市民交響楽祭２００５（合同オーケストラとして参加） 

８月２１日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：栗田博文 

バーンスタイン「キャンディード」序曲 

ビゼー 「アルルの女」第２組曲 

ベルリオーズ 幻想交響曲 

■第４２回定期演奏会（第２１回麻生区文化祭） 

１０月３０日 麻生市民館 

指揮：金洪才 

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 

ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容 

ブラームス 交響曲第４番 

 

●2006年 
■第４３回定期演奏会 

４月９日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：小田野宏之 

エロール 歌劇「ザンパ」序曲 

プーランク バレエ組曲「牝鹿」 

サン=サーンス 交響曲第３番「オルガン付き」（Org：新山恵理） 

■ファミリーコンサート２００６（第２１回麻生音楽祭） ～音楽でめぐる世界の旅～ 

６月１８日 麻生市民館 

指揮：横島勝人 司会：秋山雅子 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」（編曲：倉田典明） 

コープランド 『グランド・キャニオン』組曲より「日の出」 

ボロディン 歌劇『イーゴリ公』より「ダッタン人の踊り」 

ケテルビイ ペルシャの市場にて 

チャイコフスキー スラブ行進曲 

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲 

J.シュトラウス２世 美しく青きドナウ 

■ミューザ川崎市民交響楽祭２００６（幹事オーケストラとして参加）～音楽でめぐる世界の旅～ 

7月 17日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：横島勝人 司会：秋山雅子 

コープランド 『グランド・キャニオン』組曲より「日の出」 



ボロディン 歌劇『イーゴリ公』より「ダッタン人の踊り」 

ケテルビイ ペルシャの市場にて 

チャイコフスキー スラブ行進曲 

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲 

J.シュトラウス２世 美しく青きドナウ 

■第４４回定期演奏会（第２２回麻生区文化祭） 

１１月５日 麻生市民館 

指揮：三石精一 

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 

グリーグ 抒情組曲 

プロコフィエフ 交響曲第５番 

 

●2007年 
■第４５回定期演奏会 

４月８日 麻生市民館 

指揮：竹本泰蔵 

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」 

ハチャトゥリアン バレエ組曲『ガイーヌ』より抜粋 

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２００７（第２２回麻生音楽祭）～銀幕のヒーロー・ヒロインたち～ 

６月２４日 麻生市民館 

指揮：竹本泰蔵 司会：家田淳 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」（編曲：倉田典明・団員） 

映画『美女と野獣』より「Be Our Guest」（編曲：小野高・団員） 

映画『メリー・ポピンズ』よりメドレー（編曲：倉田典明） 

映画『白雪姫』より『いつか王子さまが』（編曲：倉田典明） 

映画『風の谷のナウシカ』より『鳥の人』（編曲：倉田典明） 

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』より『ハリーの不思議な世界』 

映画『アラビアのロレンス』よりテーマ（編曲：小野高） 

映画『ひまわり』よりテーマ（編曲：倉田典明） 

映画『スター・ウォーズ』より「帝国のマーチ」「王女レイアのテーマ」「王座の間とエンドタイトル」 

■第４６回定期演奏会（第２３回麻生区文化祭） 

１０月２８日 麻生市民館 

指揮：栗田博文 

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 

メンデルスゾーン 交響曲第５番「宗教改革」 



ブラームス 交響曲第１番 

 

●2008年 
■第４７回定期演奏会 ～創立２５周年記念演奏会１～ 

４月６日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：三石精一 

ショスタコーヴィッチ 祝典序曲 

チャイコフスキー ピアノ協奏曲第１番（Pf：小川典子） 

ショスタコーヴィッチ 交響曲第５番 

■ファミリーコンサート２００８（第２３回麻生音楽祭） ～ASAO Festival 2008～ 

６月２９日 麻生市民館 

指揮とお話：栗田博文 

＜オープニング＞ 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」（編曲：倉田典明） 

＜第１部＞ 

J.ウィリアムズ ロサンゼルスオリンピックのファンファーレ＆テーマ 

古関裕而 スポーツショウ行進曲 

アンダーソン トランペット吹きの休日 

カバレフスキー 『道化師』より「ギャロップ」 

ショスタコーヴィッチ 祝典序曲 

＜第２部＞ 

アンダーソン 舞踏会の美女 

プロコフィエフ 『ロメオとジュリエット』組曲第２番より 

「モンターギュ家とキャピュレット家」 

チャイコフスキー 『眠れる森の美女』より「ワルツ（第１幕）」 

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲 

ビゼー 『アルルの女』より「ファランドール」 

■第４８回定期演奏会（第２４回麻生区文化祭） ～創立２５周年記念演奏会２～ 

１０月２６日 テアトロ ジーリオ ショウワ 

指揮：小田野宏之 

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲 

ブルックナー 交響曲第４番「ロマンティック」 

■２００８かわさき市民第九コンサート 

12月 14日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮；小田野宏之 

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲 

ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付」 



S：元村亜美 A：布施奈緒子 T：加藤太朗 B：原田勇樹 

合唱：2008かわさき市民第九合唱団） 

 

●2009年 
■第４９回定期演奏会 

４月５日 麻生市民館 

指揮：田中一嘉 ゲストコンサートマスター：横山俊朗 

ハイドン 交響曲第８２番「熊」 

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第５番（Vn：横山俊朗） 

ベートーヴェン 交響曲第４番 

■ファミリーコンサート２００９（第２４回麻生音楽祭） ～アメリカの調べ～ 

６月２８日 麻生市民館 

指揮とお話：田中一嘉 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」（編曲：倉田典明） 

バーンスタイン 「キャンディード」序曲 

バーンスタイン 『ウエストサイド・ストーリー』より「シンフォニックダンス」 

グローフェ 『ミシシッピ組曲』より「ハックルベリーフィン」 

アンダーソン ピラミッドダンス 

ロジャーズ 「サウンドオブミュージック」メドレー 

ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー（Pf：神田和重） 

■ミューザ川崎シンフォニーホール 5周年記念公演（市民オーケストラフェスティバル参加） 

８月３０日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：松沼俊彦 

スッペ 「軽騎兵」序曲 

J.シュトラウス２世 美しく青きドナウ 

チャイコフスキー 序曲「1812年」 

レスピーギ 「リュートのための古代舞曲とアリア」第 3組曲 

レスピーギ 交響詩「ローマの祭」（Org：近藤岳） 

■第５０回定期演奏会（第２５回麻生区文化祭） 

１０月２５日 麻生市民館 

指揮：竹本泰蔵 

ドヴォルザーク スラヴ舞曲第３番 

ドヴォルザーク チェロ協奏曲（Vc：山崎伸子） 

ドヴォルザーク 交響曲第７番 

 


