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公益財団法人九州交響楽団 平成 25年度事業報告 

 

 平成 25年 4月公益財団法人としてスタートした九州交響楽団は、公益事業として国およ

び福岡県、福岡市、北九州市をはじめ、地方公共団体、産業界の助成を得て、福岡県下を

はじめ九州各地において質の高い演奏会を開催した。 

 定期演奏会では音楽愛好家の要望にこたえ、巡回演奏会では地元音楽家との共演による

人材育成や、聴衆の増加をはかった。また、移動音楽教室では青少年の情操教育に寄与し、

市民に愛され九州が誇る芸術文化団体として、広く地域音楽文化の向上をはかった。 

 

［１］定期演奏会（10回：福岡 8回・北九州 2回） 

 音楽監督に就任した小泉和裕が３回登場し、首席客演指揮者の小林研一郎が 1回登場し

た。客演指揮者としては、九響ニューイヤー・コンサートの顔である現田茂夫を５月に招

いたほか、6 月には世界的な指揮者として活躍中の大野和士が 4 年ぶりに登場。9 月には

前年の圧倒的な好評に応える形でゴロー・ベルクを再び招き、10 月には若手指揮者の中

で今後の活躍の期待が高い一人であるアラン・ブリバエフが 4年連続で登場した。 

 ソリストとしては、4 月に神尾真由子 (ヴァイオリン)、5 月に佐藤しのぶ(ソプラノ)

と赤尾三千子(横笛)、6月に並河寿美(ソプラノ)と福井敬(テノール)と松位浩(バリトン)、

7 月にキム・ソヌク(ピアノ)、10 月に三浦文彰(ヴァイオリン)、11 月にヴァディム・ホ

ロデンコ(ピアノ)、2 月にマルクス・グロー(ピアノ)を招いた。合唱作品を取り上げた 5

月には筑後川特別合唱団、9月には九響合唱団がそれぞれ登場した。 

 また北九州市では、6月に響ホールでの公演を指揮・飯森範親を招き地元音楽家を起用

して行い、また 9月の北九州芸術劇場での公演には指揮のゴロー・ベルク、当団首席クラ

リネット奏者のタラス・デムチシンが登場し、合わせて 2回開催した。 

  

(1) 定期演奏会（８回）アクロス福岡シンフォニーホール 

第 323回 4月 25日 (木)  指揮：小泉和裕 ヴァイオリン：神尾真由子 

『小泉和裕・音楽監督就任披露演奏会』〜華を添える神尾真由子のチャイコフスキー〜 

 チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 

ベルリオーズ／幻想交響曲 

第 324回 5月 17日 (金) 

 指揮：現田茂夫 ソプラノ：佐藤しのぶ 横笛：赤尾三千子 合唱：筑後川特別合唱団 

『團伊玖磨 没後 13回忌記念公演』〜團伊玖磨が愛した九州と平和へのメッセージ〜 

 團伊玖磨／交響曲 第 1番 イ調 
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 團伊玖磨／合唱組曲「筑後川」 

 團伊玖磨／交響曲 第 6番「HIROSHIMA」 

第 325回 6月 27日 (木) 

 指揮：大野和士 ソプラノ：並河寿美 テノール：福井 敬 バス：松位 浩 

『ワーグナー生誕 200年記念』〜世界の大野和士が贈るワーグナーの傑作群〜 

 ワーグナー／ジークフリート牧歌 

 ワーグナー／楽劇「神々の黄昏」より 

         『ジークフリートのラインへの旅』『ジークフリートの死と葬送音楽』 

         『ブリュンヒルデの自己犠牲と終曲』 

 ワーグナー／楽劇「ワルキューレ」第 1幕（演奏会形式） 

第 326回 7月 17日 (水)  指揮：小泉和裕 ピアノ：キム・ソヌク 

『ドイツ音楽の希求者・小泉のブラームス』〜リーズ国際コンクールの覇者キム・ソヌクへの期待〜 

 ブラームス／ピアノ協奏曲 第 2番 変ロ長調 

 ブラームス／交響曲 第 2番 ニ長調 

第 327回 9月 24日 (火)  

指揮：ゴロー・ベルク 

ソプラノ：大隅智佳子 アルト：清水華澄 テノール：井ノ上了吏 バス：久保和範 

合唱：九響合唱団 

『ヴェルディ生誕 200年記念』〜オラトリオ（合唱音楽）の世界 VI〜 

 ヴェルディ／レクイエム 

第 328回 10月 9日 (水)  指揮：小林研一郎 ヴァイオリン：三浦文彰 

『コバケン渾身の北欧の音楽』〜期待の新星三浦文彰が描くシベリウスの世界〜 

 グリーク／組曲「ホルベアの時代」 

 シベリウス／ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 

 スメタナ／連作交響詩「我が祖国」より 

        『ヴルタヴァ（モルダウ）』『ボヘミアの森と草原より』『ブラニーク』 

 第 329回 11月 29日 (金) 指揮：アラン・ブリバエフ ピアノ：ヴァディム・ホロデンコ 

『俊英アラン・ブリバエフのロシア音楽』〜ブリバエフとホロデンコが繰り広げる魅惑の世界〜 

 ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第 3番 ニ短調 

 プロコフィエフ／バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より 

           『モンタギュー家とキャピュレット家』『若い乙女ジュリエット』『仮面』 

           『ロメオとジュリエット』『タイボルトの死』『ローレンス僧』『踊り』 

           『ジュリエットの墓の前のロメオ』 
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第 330回 平成 26年 2月 7日 (金)  指揮：小泉和裕 ピアノ：マルクス・グロー 

『ベートーヴェンの神髄』〜マルクス・グローが奏でるダイナミックな皇帝〜 

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第 5番 変ホ長調「皇帝」 

 ベートーヴェン／交響曲 第 3番変ホ長調「英雄」 

 

(2) 北九州定期演奏会（２回） 

第 54回  6月 16日 (日)  北九州市立響ホール 

 指揮：飯森範親 ソプラノ：高橋薫子 

  ロッシーニ／歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲,『今の歌声は』 

  モーツァルト／歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」より『岩のように動かずに』 

  マスカーニ／歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 

  プッチーニ／歌劇「ジャンニ・スキッキ」より『私のお父さん』 

  プッチーニ／歌劇「ラ・ボエーム」より『私が街を歩く時』 

  ベートーヴェン／交響曲 第 6番 イ長調「田園」 

第 55回  9月 28日 (土)  北九州芸術劇場大ホール 

 指揮：ゴロー・ベルク クラリネット：タラス・デムチシン（九響首席奏者） 

  モーツァルト／歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 

  モーツァルト／クラリネット協奏曲 変ホ長調 

  ブラームス／交響曲 第 1番 ハ短調 

 

［２］巡回演奏会（8回） 

 福岡市内で開催している『天神でクラシック』は平成 25 年度も引き続き『音楽プロ

ムナード』と題しバラエティに富んだ 4公演を行った。 

 指揮には山形交響楽団音楽監督の飯森範親、名古屋フィルハーモニー交響楽団指揮者

の川瀬賢太郎、今最も注目を集める若手指揮者・垣内悠希、バロック界の若手実力者・

鈴木優人を起用した。ソリストには渡辺玲子(ヴァイオリン)、金子三勇士(ピアノ)、河

野克典(バリトン)が登場した。また、当団首席ファゴット奏者の山下菜美子がソロ演奏

を披露した。 

 そのほか、毎年恒例の「第九」演奏会、ニューイヤー・コンサートを 2公演ずつ各地

で開催し、オーケストラ愛好家のニーズにこたえた。 

 

 (1) 天神でクラシック・音楽プロムナード（４回） 会場：福岡銀行本店大ホール 

 5月 28日 (火)  指揮：飯森範親 ヴァイオリン：渡辺玲子 

 『南欧の輝き』 
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ロッシーニ／歌劇「アルジェのイタリア女」序曲 

ビゼー／交響曲 第 1番 ハ長調 

ラロ／ヴァイオリン協奏曲 第 2番 ニ短調「スペイン交響曲」 

 ビゼー／劇音楽「アルルの女」第 2組曲 

  9月 11日 (水)   指揮：川瀬賢太郎 ピアノ：金子三勇士 

  『ドイツ・ロマン派の華』 

シューマン／歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲 

ショパン／ピアノ協奏曲 第 1番 ホ短調 

メンデルスゾーン／交響曲 第 3番 イ短調「スコットランド」 

  11月 7日 (木)  指揮：垣内悠希 バリトン：河野克典 

  『魅惑の歌の世界』 

シューベルト／劇音楽「ロザムンデ」より 序曲, ロマンス『満月は輝き』 

      「鱒」「エレンの歌第 2」「糸を紡ぐグレートヒェン」 

      劇音楽「ロザムンデ」間奏曲第 3番,「夕映えに」「夜と夢」 

      「タルタロスの群れ」「魔王」 

シューマン／交響曲 第 1番 変ロ長調「春」 

  平成 26年 1月 27日 (月) 指揮：鈴木優人 ファゴット：山下菜美子（九響首席奏者） 

  『続・モーツァルトをあなたに！』 

モーツァルト／歌劇「イドメネオ」より 序曲とバレエ音楽 

モーツァルト／ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191 

モーツァルト／交響曲 第 35番 ニ長調 K.385「ハフナー」 

(2) その他の巡回演奏会（４回） 

 延岡巡回演奏会  12月 14日 (土)  延岡総合文化センター 

  指揮：黒岩英臣  ソプラノ：後藤紀子 カウンターテナー：藤木大地 

           テノール：柳田啓志 バリトン：今村雅彦 

 ベートーヴェン／合唱幻想曲 ハ短調 

 ベートーヴェン／交響曲 第 9番 ニ短調「合唱」 

 北九州巡回演奏会  12月 22日 (日)  北九州ソレイユホール 

  指揮：小泉和裕 

  ソプラノ：釜洞祐子 アルト：八木寿子 テノール：宮里直樹 バリトン：成田博之 

  合唱：北九州市民フロイデコール 

 ベートーヴェン／交響曲 第 9番 ニ短調「合唱」 
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 北九州巡回演奏会  平成 26年 1月 4日 (土)  北九州芸術劇場大ホール 

   指揮：現田茂夫 ソプラノ：小川里美 

 J.シュトラウス II／喜歌劇「こうもり」序曲, 喜歌劇「こうもり」より『ふるさとの調

べ 

    よ』, ワルツ「ウィーン気質」 

    ヨゼフ・シュトラウス／ワルツ「天体の音楽」「我が人生は愛と喜び」 

    ジーツィンスキー／ウィーン,わが夢の街 

    ヴェルディ／歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲 

    ヴェルディ／歌劇「椿姫」より『ああ，そはかの人か』 

    エルガー／愛のあいさつ 

    エルガー／行進曲「威風堂々」第 1番 

    J.シュトラウス II／ワルツ「美しく青きドナウ」 

 福岡巡回演奏会  1月 5日 (日)  アクロス福岡シンフォニーホール 

   指揮：現田茂夫 ソプラノ：小川里美 合唱：九響合唱団  ※1月 4日と同じ曲目 

 

［３］特別演奏会（7回） 

 年末に恒例の「第九」演奏会を開催し、九響の会員及びファンの拡大に努めた。 

 平成 24 年度から実施している福岡以外での主催公演「久留米定期演奏会」は平成 25 年

度も継続して開催し、福岡県南部地域のみなさまに楽しんでいただけた。 

 アクロス福岡との共催による公演としては、「一万人コンサート」と題した主に小中高校

生を対象とした公演を、合計 3回開催した。 

 その他、定期演奏会を補完する公演として、桂冠指揮者・秋山和慶が登場しレスピーギ

作品のみの公演を開催した。また、新たな試みとして、4 歳以上のお子様が入場いただけ

る「親と子のためのコンサート」を実施した。  

 

 (1) 一万人コンサート 共催：アクロス福岡 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

 11月 10日(日)／11月 11日(月・2公演) 

  指揮：岩村 力  ピアノ：熊本マリ 

 バーンスタイン／「キャンディード」序曲 

 ※楽器紹介 

 ブリテン／青少年のための管弦楽入門 

ガーシュイン／ラプソディ・イン・ブルー（11/10のみ） 

チャイコフスキー／バレエ組曲「くるみ割り人形」より 

         『小序曲』『行進曲』『トレパック』『花のワルツ』 

 チャイコフスキー／交響曲 第 4番 より 第 3, 4楽章 
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(2) 第 5回久留米定期演奏会 

 10月 1日(火)  石橋文化ホール 

  指揮：ゴロー・ベルク ピアノ：菊池洋子 

 メンデルスゾーン／劇音楽「真夏の夜の夢」より 序曲, 結婚行進曲 

 シューマン／ピアノ協奏曲 イ短調 

 ベートーヴェン／交響曲 第 5番 ハ短調「運命」  

 

 (3) 九響・第九公演 

 12月 23日(月・祝)  福岡サンパレス 

  指揮：小泉和裕 

  ソプラノ：釜洞祐子 アルト：八木寿子 テノール：宮里直樹 バリトン：成田博之 

  合唱：九響合唱団・合唱連盟福岡支部合同合唱団 

 ベートーヴェン／交響曲 第 9番 ニ短調「合唱」 

 (4) 九響・特別演奏会 

 平成 26年 3月 4日(火)  アクロス福岡シンフォニーホール 

  指揮：秋山和慶  

 レスピーギ／交響詩「ローマの噴水」 

 レスピーギ／交響詩「ローマの祭り」 

 レスピーギ／リュートのための古い舞曲とアリア 第 3番 

 レスピーギ／交響詩「ローマの松」 

 (5) 九響・親と子のためのコンサート 

 平成 26年 3月 21日(金・祝)  アクロス福岡シンフォニーホール 

  指揮・お話：青島広志  テノール：小野 勉  

 ロッシーニ／歌劇「ウィリアム・テル」序曲より 

 ロジャース／「サウンド・オブ・ミュージック」より『すべての山に登れ』『ドレミの歌』 

 アンサーソン／シンコペーテッド・クロック, トランペット吹きの休日 

 チャイコフスキー／「白鳥の湖」情景，「眠れる森の美女」ワルツ，「くるみ割り人形」 

トレパック 

 ブラームス／ハンガリー舞曲 第 5番（指揮者体験コーナー） 

 ビゼー／歌劇「カルメン」前奏曲 

 ※会場のみなさんで合唱『さんぽ（となりのトトロ）』『手のひらを太陽に』 

 マスカーニ／歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 

 ヴェルディ／歌劇「リゴレット」より『女心の歌』 

 プッチーニ／歌劇「トゥーランドット」より『誰も寝てはならぬ』 
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 スメタナ／交響詩「モルダウ」 

 

［４］移動音楽教室（10回） 

 小中高校生を対象に実施し、青少年の情操教育の一助として音楽芸術に対する認識を

深めてもらうとともに、児童・生徒の健全育成に努めた。 

  5月 7日(火) 西南学院小学校 

  5月 29日(水) みやま市内小学校合同（まいピア高田） 

  10月 16 日(水) 鞍手竜徳高等学校（ユメニティのおがた） 

  10月 18 日(金) 八幡高等学校（八幡市民会館） 

  10月 29 日(火) 福岡大学付属大濠高等学校（アクロス福岡シンフォニーホール） 

  11月 14 日(木) 折尾高等学校（黒崎ひびしんホール） 

  11月 24 日(日) 博多市民センター 

  12月 7日(土) 中村学園女子高等学校 

  12月 8日(日) 城南市民センター 

 平成 26年 

  2月 26日(水) 直方市内小学生合同（ユメニティのおがた） 

 

［５］依頼演奏会（89回／室内楽 30回） 

 依頼演奏会は企業及び団体などが主催する演奏会で、事業収入の増加が見込める事業

であるので、営業活動を促進し、公演数の増加に努めた。福岡県市町村協会主催の中学

生を対象とした公演は 40 公演の実施となった。また、オーケストラ公演とは別に室内

楽公演を 30回実施した。 

  ＜開催地＞ ＜主催＞   ＜内容＞ 

4 月 14日(日) 福岡  エラート音楽事務所  ドラゴンクエストの世界 

5 月 5 日(日) 佐賀県鳥栖 公演実行委員会  ラ・フォル・ジュルネ（2公演） 

5 月 6 日(月) 佐賀県鳥栖 公演実行委員会  ラ・フォル・ジュルネ 

5 月 12日(日) 長崎  長崎ケーブルメディア 大島ミチルコンサート 

5 月 21日(火) 福岡  ひよこ本舗  創立 100 周年記念公演 

5 月 23日(木) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

6 月 1 日(土) 久留米  公演実行委員会  そよ風ホールコンサート 

6 月 6 日(木) 福岡  九州北部税理士会  創立 40周年記念公演 

6 月 11日(火) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

6 月 13日(木) 古賀  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

6 月 18日(火) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

6 月 19日(水) 吉富  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 
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7 月 1 日(月) 筑紫野  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

7 月 2 日(火) 宗像  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

7 月 4 日(木) 福岡  福岡中央高等学校  九響コンサート 

7 月 5 日(金) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

7 月 8 日(月) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

7 月 10日(水) 太宰府  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

7 月 12日(金) 太宰府  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

7 月 28日(日) 福岡  イギン   九響コンサート 

8 月 1 日(木) 熊本  ヤマト運輸  ファミリーコンサート 

8 月 2 日(金) 広島県三原 ヤマト運輸  ファミリーコンサート 

8 月 5 日(月) 佐賀県神埼 神埼市教育委員会  九響コンサート   

8 月 10日(土) 福岡  ＪＡＦ   ＪＡＦ音楽日和 

8 月 23日(金) 福岡  飯倉幼稚園  九響コンサート   

8 月 27日(火) 久留米  石橋文化ホール  ドラゴンクエストの世界 

8 月 31日(土) 福岡  ＴＶＱ九州放送  小椋佳コンサート 

9 月 4 日(水) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

9 月 5 日(木) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

9 月 7 日(土) 福岡  九州朝日放送  創立 60周年『UBUGOE』収録 

9 月 16日(月) 熊本  サモンプロモーション 佐村河内守＜HIROSHIMA＞ 

9 月 18日(水) 筑後  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

9 月 19日(木) 筑紫野  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

9 月 20日(金) 飯塚  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

10月 5日(土) 福岡  福岡市文化芸術振興財団 市民芸術祭 50周年公演 

10月 12日(土) 宗像  宗像ユリックス  開館 25周年記念公演（2公演） 

10月 18日(金) 古賀  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

10月 22日(火) 新宮  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

10月 23日(水) 須恵  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

10月 27日(日) 福岡  福岡市バレエ協会  福岡市バレエ協会公演 

10月 30日(水) 須恵  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

10月 31日(木) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

11月 3日(日) 久留米  公演実行委員会  ふれあいコンサート 

11月 17日(日) 佐賀  佐賀市文化会館  西本智実＆九響 

11月 19日(火) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

11月 20日(水) 篠栗  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演（2 公演） 

11月 22日(金) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 
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12月 2日(月) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

12月 5日(木) 筑紫野  福岡県市町村振興協会 中学生対象公演 

12月 11日(水) 福岡  福岡トヨタ自動車   レクサスコンサート（2公演） 

12月 15日(日) 大分  大分第九を歌う会   「第九」コンサート 

12月 18日(水) 福岡  大賀薬局     クリスマス・コンサート 

平成 26年 

1 月 7 日(火) 熊本  熊本銀行   ニューイヤーコンサート 

1 月 8 日(水) 佐賀  佐賀銀行文化財団  ニューイヤーコンサート 

1 月 9 日(木) 福岡  福岡銀行   ニューイヤーコンサート(2 公

演) 

1 月 10日(金) 長崎県佐世保 親和銀行   ニューイヤーコンサート 

1 月 13日(月) 飯塚  イイヅカコスモスコモン ニューイヤーコンサート 

1 月 14日(火) 北九州  福岡銀行   ニューイヤーコンサート 

1 月 19日(日) 久留米  城島総合文化センター 九響・城島公演 

1 月 24日(金) 福岡  ＴＶＱ九州放送  倉本裕基コンサート 

1 月 31日(金) 長崎県対馬 対馬市教育委員会  九響・対馬公演 

2 月 1 日(土) 長崎県対馬 対馬市教育委員会  九響・対馬公演 

2 月 2 日(日) 長崎県対馬 対馬市教育委員会  九響・対馬公演 

2 月 9 日(日) 大分県日田 日田市   日田定期演奏会 

2 月 14日(金) 福岡  日本演奏連盟  新進演奏家育成プロジェクト 

2 月 17日(月) 福岡  九州大学   九大 HME 養成講座 

2 月 20日(木) 福岡  麻生塾   九響コンサート 

3 月 9 日(日) 北九州  北九州市   合唱組曲「北九州」公演 

3 月 13日(木) 福岡  ＴＶＱ九州放送  さだまさしコンサート 

3 月 14日(金) 福岡  ＴＶＱ九州放送  さだまさしコンサート 

3 月 27日(金) 福岡  NHKプラネット九州  『軍師官兵衛』収録 

 

（室内楽公演） 

4 月 6 日(土) 福岡  芝浦特機   室内楽公演 

4 月 16日(火) 福岡  産經新聞社  室内楽公演 

4 月 27日(土) 筑後  福岡県   室内楽公演 

4 月 28日(日) 行橋  丸屋商事   室内楽公演 

6 月 7 日(日) 佐賀県伊万里 佐賀県教育委員会  スクールコンサート 

6 月 28日(金) 佐賀県唐津 佐賀県教育委員会  スクールコンサート 

7 月 6 日(土) 行橋  丸屋商事   室内楽公演 
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7 月 18日(木) 佐賀  佐賀県教育委員会  スクールコンサート（2公演） 

9 月 7 日(土) 久留米  久留米市   室内楽公演 

9 月 12日(木) 佐賀県武雄 佐賀県教育委員会  スクールコンサート 

9 月 25日(水) 佐賀県唐津/武雄 佐賀県教育委員会  スクールコンサート（2公演） 

10月 2日(水) 佐賀  佐賀県教育委員会  スクールコンサート 

10月 2日(水) 佐賀県小城 佐賀県教育職員互助会 スクールコンサート 

10月 6日(日) みやま  福岡県退職教職員協会 室内楽公演 

10月 17日(木) 佐賀県武雄 佐賀県教育職員互助会 スクールコンサート 

10月 19日(土) 佐賀県嬉野 佐賀県教育委員会  スクールコンサート 

11月 1日(金) 福岡  福岡銀行   室内楽公演 

11月 1日(金) 佐賀  佐賀県教育委員会  スクールコンサート 

11月 1日(金) 福岡  ふくおか経済  室内楽公演 

11月 2日(土) 福岡  全労済   室内楽公演 

11月 8日(金) 佐賀県伊万里 佐賀県教育職員互助会 スクールコンサート 

11月 14日(木) 福岡  福岡経済調査会  室内楽公演 

11月 18日(月) 福岡  西部ガス   室内楽公演 

11月 25日(月) 佐賀県多久 佐賀県教育職員互助会 スクールコンサート 

12月 1日(日) 福岡  JR 九州   室内楽公演 

平成 26年 

1 月 21日(火) 福岡  福岡銀行協会  室内楽公演 

3 月 26日(水) 福岡  九州大学   室内楽公演 

3 月 29日(土) 行橋  丸屋商事   室内楽公演 

 

［６］創立 60周年記念事業 

 創立 60周年を記念して、この 10年間の歩みを編纂した 60周年史を発刊した。 

 その他、音楽監督に就任した小泉和裕が出演した定期演奏会のライブＣD の制作を行っ

た。（平成 25年 4月 25日開催の第 323回定期演奏会をライブ録音） 


