
麻生フィルハーモニー管弦楽団 演奏会の記録 2010年～2019年 
 

●2010年 
■第５１回定期演奏会 

４月４日 多摩市民館 

指揮：三石精一 

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲 

ドビュッシー 3つの夜想曲 （合唱：ル・シャン・デ・フルール） 

ラヴェル クープランの墓 

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」第２組曲 

 

 

■ファミリーコンサート２０１０（第２５回麻生音楽祭） ～絵から紡ぎだされた音楽～ 

６月２７日 麻生市民館 

指揮とお話：小田野宏之 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」（編曲：倉田典明） 

ムソルグスキー 禿げ山の一夜（R.コルサコフ版） 

プーランク 子象ババールの物語 （朗読：若杉民〈劇団民芸〉） 

ムソルグスキー 展覧会の絵（ラヴェル編） 

 

 

 

■ミューザ川崎市民交響楽祭２０１０（幹事オーケストラとして参加） 

７月１９日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：小田野宏之 

ムソルグスキー 禿げ山の一夜（R.コルサコフ版） 

モーツァルト 交響曲第 35番「ハフナー」 

ムソルグスキー 展覧会の絵（ラヴェル編） 

 

 

 

■第５２回定期演奏会（第２６回麻生区文化祭） 

１０月２４日 麻生市民館 

指揮：松浦修 

ウェーバー オイリアンテ序曲 

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲（Vn：柿沼麗子） 

シューマン 交響曲第４番 



●2011年 
■第５３回定期演奏会 

東日本大震災のため中止となりました。 

■ファミリーコンサート２０１１（第２６回麻生音楽祭） 

7月 3日 麻生市民館 

指揮とお話 田中 一嘉 

ラフマニノフ カプリースボヘミアン 

チャイコフスキー イタリア奇想曲 

チャイコフスキー 交響曲第 4番 

■第５４回定期演奏会（第２７回麻生区文化祭） 

10月 30日  麻生市民館 

指揮 横島 勝人 

ワグナー タンホイザー序曲 

モーツァルト オーボエ協奏曲（オーボエ独奏：宮村 和宏） 

ベートーヴェン 交響曲第 6番「田園」 

 

●2012年 
■第５５回定期演奏会 

4月 8日 麻生市民館 

指揮 栗田 博文 

シベリウス 交響詩フィンランディア 

グリーグ ペールギュント組曲より 

・朝 

・イングリットの嘆き 

・山の魔王の宮殿にて 

・オーゼの死 

・アニトラの踊り 

・ソルヴェイグの歌 

シベリウス 交響曲第 1番 

■ファミリーコンサート２０１２（第２7回麻生音楽祭） 

    麻生区 30周年式典に引き続き、コンサートを開催 

7月 1日 麻生市民館 

指揮 竹本 泰蔵 

ソプラノ独唱 高橋 薫子 

テノール独唱 小山 陽二郎 

椿姫：前奏曲 

椿姫：乾杯の歌（ソプラノ・テノール+合唱） 



ハチャトゥリアン 仮面舞踏会よりワルツ 

椿姫：花から花へ（ソプラノ） 

リゴレット：女心の歌（テノール） 

ナブッコ：行け我が思い、黄金の翼に乗って（合唱） 

タンホイザー行進曲 

天国と地獄：序曲 

ラ・ボエーム：私が街を歩くと（ソプラノ） 

トゥーランドット：誰も寝てはならぬ（テノール） 

アイーダ：凱旋行進曲 

■第５６回定期演奏会 

10月 21日 麻生市民館 

指揮 小田野 宏之 

メンデルスゾーン フィンガルの洞窟 

バッハ プレリュードとフーガ 変ホ長調（シェーンベルグ編） 

メンデルスゾーン 交響曲第 3番「スコットランド」 

■２０１２かわさき市民第九コンサート 

12月 9日 川崎市教育文化会館ホール 

指揮 松浦 修 

バッハ プレリュードとフーガ 変ホ長調（シェーンベルグ編） 

ベートーヴェン 交響曲第 9番「合唱付き」 

金原聡子(S) 河野めぐみ(A) 大澤一彰(T) 泉良平(Br) 

２０１２かわさき市民第九合唱団 

 

●2013年 
■第５７回定期演奏会 ～創立 30周年記念コンサート Vol.１～ 

4月 28日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮 ※三石 精一氏（急病の為、広上 淳一氏に交代となりました） 

マーラー 交響曲第 2番「復活」 

S高橋 薫子 A寺谷 千枝子 

麻生区合唱連盟（合唱指揮 宗 孝夫） 

■ファミリーコンサート２０１３（第２８回麻生音楽祭） 

6月 30日 麻生市民館 

指揮 鈴木 恵里奈 

司会 西山 琴恵 

第 1部： 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」 

映画『スターウォーズ』より「メインテーマ」 



キャンディード序曲 

サウンド・オブ・ミュージック・メドレー 

第 2部： 

トランペット吹きの休日 

歌劇『イーゴリ公』より だったん人の踊り 

『カルメン』組曲より抜粋 

■第５８回定期演奏会 ～創立 30周年記念コンサート Vol.2～ 

11月 3日 麻生市民館 

指揮 横島 勝人 

ドヴォルザーク 交響曲第 9番「新世界より」 

R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 

 

●2014年 
■第５９回定期演奏会 

4月 6日 麻生市民館 

指揮 櫻屋敷 滋人 

グリンカ 「ルスランとリュドミラ」序曲 

リムスキー＝コルサコフ 「ロシアの復活祭」序曲 

チャイコフスキー 交響曲第 5番 ホ短調 

■ファミリーコンサート 2014（第２９回麻生音楽祭） 

6月 30日 麻生市民館 

指揮とお話 長田 雅人 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」 

ガーシュイン キューバ序曲 

アンダーソン セレナータ 

アンダーソン ジャズピチカート 

アンダーソン ブルータンゴ 

ヴィラロボス ブラジル風バッハ第 4番よりプレリュード 

ヒナステラ バレエ組曲「エスタンシア」 

マルケス ダンソン No.2 

■ミューザ川崎 市民交響楽祭２０１４（幹事オーケストラとして参加） 

8月 31日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮 栗田 博文 

ホルスト 組曲「惑星」 

・火星「戦争をもたらす者」 

・金星「平和をもたらす者」 

・水星「翼のある使者」 



・木星「快楽をもたらす者」 

・土星「老いをもたらす者」 

・天王星「魔術師」 

・海王星「神秘主義者」 

ジョン・ウィリアムズ スターウォーズより 

・メインタイトル 

・アクロス ザ スターズ 

・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６０回定期演奏会 

11月 9日 麻生市民館 

指揮 松浦 修 

チェロ独奏 伊藤 悠貴 

ウォルトン 戴冠行進曲「宝玉と王のつえ」 

エルガー チェロ協奏曲 ホ短調（チェロ独奏：伊藤 悠貴） 

ベートーヴェン 交響曲第 5番「運命」 

 

●2015年 
■第６１回定期演奏会 

4月 5日 多摩市民館 

指揮 三石 精一 

ヴァイオリン独奏 加藤 えりな 

ラヴェル 古風なメヌエット 

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 

    （ヴァイオリン独奏：加藤 えりな） 

ドビュッシー 交響詩「海」 

■麻生音楽祭 2015 ファミリーコンサート 

7月 5日 麻生市民館 

指揮とお話 長田 雅人 

ソプラノ独唱 高橋 薫子 

テノール独唱 所谷 直生 

合唱  麻生区合唱連盟（合唱指導：宗 いづみ） 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」 

シュトラウス二世 皇帝円舞曲 

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲 

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第一幕への前奏曲 



ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 

ヴェルディ 歌劇「リゴレット」よりジルダとマントヴァ公爵の二重唱「それは心の太陽」 

ヴェルディ 歌劇「リゴレット」より「慕わしい人の名は」 

プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」より「私の名はミミ」 

プッチーニ 歌劇「トスカ」より「星は光りぬ」 

ドニゼッティ 歌劇「愛の妙薬」より「人知れぬ涙」 

ヴェルディ 歌劇「イル・トロヴァトーレ」よりアンヴィル・コーラス 

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」より大行進曲 

■第６２回定期演奏会 

11月 8日 麻生市民館 

指揮 小田野 宏之 

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲 

ヒンデミット 交響曲「画家マチス」 

ブラームス 交響曲第 3番 

 

●2016年 
■第６３回定期演奏会 

4月 3日 多摩市民館 

指揮 栗田 博文 

ホルン独奏  松田 俊太郎 

コダーイ ガランタ舞曲 

R.シュトラウス ホルン協奏曲第 1番（ホルン独奏：松田 俊太郎） 

バルトーク 管弦楽のための協奏曲 

■ファミリーコンサート２０１６（第３１回麻生音楽祭） 

    7月 3日 麻生市民館 

指揮とお話 長田 雅人 

かがやいて麻生 

ベートーヴェン 交響曲第 7番 1楽章 

ビゼー 「カルメン」第 1組曲より 闘牛士（1分間指揮者コーナー） 

ハチャトゥリアン 「仮面舞踏会」より ワルツ 

J.ウィリアムス特集 

ETより フライングテーマ 

スターウォーズより 帝国のマーチ 

シンドラーのリストより メインテーマ 

インディージョーンズより レイダースマーチ 

スターウォーズより 王座の間とエンドタイトル 

■第６４回定期演奏会（第３２回麻生区文化祭） 



    10月 23日 麻生市民館ホール 

指揮 大浦 智弘 

ソプラノ 高橋 薫子 

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 

ベートーヴェン 交響曲第 8番 

マーラー 交響曲第 4番（ソプラノ：高橋 薫子） 

■２０１６かわさき市民第九コンサート 

    12月 25日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮 石﨑 真弥奈 

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲 

ベートーヴェン 交響曲第 9番「合唱付き」 

S廣田 美穂 Ms吉田 郁恵 T井ノ上 了吏 Br折江 忠道 

2016かわさき市民第九合唱団 

 

●2017年 
■第６５回定期演奏会 

4月 2日 多摩市民館 

指揮 松浦 修 

サン=サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール 

サン=サーンス 交響詩「死の舞踏」 

ベルリオーズ 幻想交響曲 

■ファミリーコンサート２０１７（第３２回麻生音楽祭） 

7月 9日 麻生市民館 

指揮 長田 雅人 

麻生区イメージソング「かがやいて麻生」 

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 

     小序曲／行進曲／スペインの踊り／金平糖の踊り／ロシアの踊り（トレパック）／ 

アラビアの踊り／中国の踊り／葦笛の踊り／花のワルツ 

チャイコフスキー 弦楽セレナーデより第 1楽章 

1分間指揮者コーナー くるみ割り人形より「トレパック」 

ショスタコーヴィッチ 交響曲第 10番より第 2楽章 

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」1919年版より 

     魔王カスチェイの凶悪な踊り／子守歌／終曲 

■第６６回定期演奏会 

9月 24日 麻生市民館 

指揮 大浦 智弘 

ブラームス 大学祝典序曲 



メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」組曲 

ブラームス 交響曲第 2番 

 

●2018年 
■ファミリーコンサート２０１８（第３３回麻生音楽祭） 

7月 8日 麻生市民館 

指揮 長田 雅人 

麻生区のイメージソング「かがやいて麻生」 

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 

ムソルグスキー 交響詩「禿山の一夜」（リムスキー=コルサコフ版） 

デュカス 交響的スケルツォ「魔法使いの弟子」 

ラヴェル マ・メール・ロワ（組曲版） 

J.ウィリアムズ 交響組曲「ハリーポッターと賢者の石」 

 

 

 

 

■ミューザ川崎市民交響楽祭 2018（幹事オーケストラとして参加） 

8月 26日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮 長田 雅人 

ウェーベルン 夏風の中で 

マーラー 交響曲第 7番「夜の歌」 

 

 

 

 

■第６７回定期演奏会 

10月 21日 

会場 麻生市民館ホール 

指揮 川本 貢司 

ベートーヴェン 「コリオラン」序曲 

シューベルト 交響曲第 8番「未完成」 

メンデルスゾーン 交響曲第 4番「イタリア」 

 

 

 

 



●2019年 
■第６８回定期演奏会 

4月 7日 多摩市民館大ホール 

指揮 大浦 智弘 

シューマン 交響曲第 1番「春」 

ドヴォルザーク 交響曲第 8番 

 

 

 

■ファミリーコンサート２０１９（第３４回麻生音楽祭） 

7月 14日 麻生市民館ホール 

指揮 田中 健 

司会 高野 直子 

麻生区のイメージソング「かがやいて麻生」 

アンドリュー・ロイド・ウェバー オペラ座の怪人 

リチャード・ロジャース サウンドオブミュージック 

楽器紹介「テキーラ」 

ハンス・ジマー ライオンキング 

レナード・バーンスタイン ウエストサイドストーリー 

ジョージ・ガーシュウィン パリのアメリカ人 

■ミューザ川崎市民交響楽祭 2019（合同オーケストラ） 

8月 25日 ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮 小森 康弘 

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 バレエ音楽「白鳥の湖」 (語り付き ナレーター：川崎 優季) 

チャイコフスキー 交響曲第 5番 ホ短調 

■第６９回定期演奏会 

10月 6日 麻生市民館 

指揮 三石 精一 

ブラームス 「悲劇的序曲」 

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための協奏曲 

ヴァイオリン ジェラール・プーレ   チェロ 丸山 泰雄 

ブラームス 交響曲第 4番 

 


