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（参考）事業の日程と内容 

 

１．定期演奏会（１１回） 

（１）定期演奏会（９回）アクロス福岡シンフォニーホール 

 

第 348回 平成 28年 04月 22日（金） 指揮：小泉和裕 

ピアノ：ミシェル・ダルベルト 

『続・小泉音楽監督の R.シュトラウス』 

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第 4番 ト長調 

R.シュトラウス／家庭交響曲 

 

第 349回 平成 28年 05月 27日（金） 指揮：ヨルダン・カムツァロフ 

フルート：ワルター・アウアー 

『ブルガリアの星カムツァロフを迎えて』 

 ワーグナー／舞台神聖祝典劇「パルジファル」第 1幕への前奏曲 

 イベール／フルート協奏曲 

 ストラヴィンスキー／バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版） 

 

第 350回 平成 28年 07月 02日（土） 指揮：ダニエーレ・ルスティオーニ 

第 350回 平成 28年 07月 02日（土） ヴァイオリン：フランチェスカ・デゴ 

『俊英ルスティオーニ再登場！』 

 ムソルグスキー／交響詩「はげ山の一夜」（原典版） 

 ショスタコーヴィチ／ヴァイオリン協奏曲 第 1番 イ短調 

 ラフマニノフ／交響曲 第 3番 イ短調 

 

第 351回 平成 28年 07月 29日（金） 指揮：上岡敏之 

オーボエ：佐藤太一（九響首席） 

クラリネット：タラス・デムチシン（九響首席） 

ファゴット：山下菜美子（九響首席） 

ホルン：岡本秀樹（九響） 

『上岡の真骨頂 ゲルマン音楽の世界』 

 J.S.バッハ＝ウェーベルン編曲／６声のリチェルカーレ（「音楽のささげもの」より） 

 モーツァルト／オーボエ, クラリネット, ファゴット, ホルンのための協奏交響曲 

変ホ長調 K.297b 

 ブラームス／交響曲 第 1番 ハ短調 
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第 352回 平成 28年 09月 19日（月・祝） 指揮：小泉和裕 

ピアノ：小川典子  

『次代に伝えたい 九州の作曲家』 

 中村滋延／交響曲 第 5番「聖なる旅立ち」 

 グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調 

 ニールセン／交響曲 第 4番「不滅」 

 

第 353回 平成 28年 10月 21日（金） 指揮：アラン・ブリバエフ 

チェロ：趙 静 

『ブリバエフと趙静が創るチャイコフスキー』 

 ブルッフ／チェロと管弦楽のための「コル・ニドライ」 

 チャイコフスキー／ロココの主題による変奏曲 イ長調 

チャイコフスキー／交響曲 第 4番 へ短調 

 

 第 354回 11月 18日(金) 指揮：広上淳一 

クラリネット：リシャーベル・ランベール 

合唱：九響合唱団 

『広上が贈るフランス音楽のエスプリ』 

 サティ＝ドビュッシー編／ジムノペディ 第 1番・第 3番 

 フランセ／クラリネット協奏曲 

 ラヴェル／バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 

 

 第 355回 平成 28年 12月 09日（金） 指揮：小泉和裕 

ピアノ：若林 顕 

『生誕 110年 ショスタコーヴィチ礼賛』 

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第 3番 ハ短調 

 ショスタコーヴィチ／交響曲 第 10番 ホ短調 

 

第 356回 平成 29年 02月 17日（金） 指揮：リュウ・シャオチャ 

第 356回 平成 29年 02月 17日（金） ヴァイオリン：郷古 廉 

『台湾が生んだ世界のマエストロ スコットランドへの旅』 

メンデルスゾーン／序曲「フィンガルの洞窟」 

 ブルッフ／スコットランド幻想曲 

メンデルスゾーン／交響曲 第 3番 イ短調「スコットランド」 
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（２）北九州定期演奏会（２回） 

 

第 60回 平成 28年 06月 19日（日） 会場：北九州市立響ホール 

指揮・お話：下野竜也 

  ベートーヴェン／劇音楽「エグモント」序曲 

※解説＜下野竜也の「運命」を楽しむ講座（オーケストラ演奏付き）＞ 

ベートーヴェン／交響曲 第 5番 ハ短調「運命」 

 

第 61回 平成 28年 09月 04日（日） 会場：北九州芸術劇場大ホール 

指揮：小林研一郎 

ヴァイオリン：南 紫音 

マスネ／タイスの瞑想曲 

サン＝サーンス／序奏とロンド・カプリッチョーソ イ短調 

ベルリオーズ／幻想交響曲 

 

２．巡回演奏会（１１回） 

（１）天神でクラシック・音楽プロムナード（４回） 会場：ＦＦＧホール 

 

 Vol.21 平成 28年 04月 09日（土） 指揮・お話：現田茂夫 

 『現田茂夫が選んだ愛の音楽』 

エルガー／愛のあいさつ 

チャイコフスキー／組曲「眠りの森の美女」 

ビゼー／歌劇「カルメン」第 1組曲・第 2組曲 

 

Vol.22 平成 28年 06月 18日（土） 指揮・お話：下野竜也 

 『下野竜也の名曲プレゼント「運命」編』 

 ベートーヴェン／「レオノーレ」序曲 第 2番 

※解説＜下野竜也の「運命」を楽しむ講座（オーケストラ演奏付き）＞ 

ベートーヴェン／交響曲 第 5番 ハ短調「運命」 

  

Vol.23 平成 28年 11月 26日（土） 指揮・お話：鈴木優人 

 『歴史に聴く“交響曲”の変遷 300年』 

Ｃ．Ｐ．Ｅ．バッハ／交響曲 ニ長調 Wq183-1(H.663) 

モーツァルト／交響曲 第 25番 ト短調 K.183 

ハイドン／交響曲 第 100番 ト長調 Hob-I:100「軍隊」 



 4 

 

プロコフィエフ／交響曲 第 1番 ニ長調「古典交響曲」 

 

Vol.24 平成 29年 01月 27日（金） 指揮・ホルン：ラデク・バボラーク 

お話：奥田佳道 

『続・モーツァルトをあなたに！』 

モーツァルト／歌劇「魔笛」K.620 序曲 

モーツァルト／ホルン協奏曲 第 3番 変ホ長調 K.447 

モーツァルト／交響曲 第 38番 ニ長調 K.504「プラハ」 

 

（２）名曲・午後のオーケストラ（４回） 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

 

第 5回 平成 28年 05月 14日（土） 指揮：小泉和裕 

ヴァイオリン：神尾真由子 

『名曲シリーズ、セカンドシーズン！小泉の“ベト 7”』 

ワーグナー／楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第 1幕への前奏曲 

ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲 第 1番 ト短調 

ベートーヴェン／交響曲 第 7番 イ長調 

 

第 6回 平成 28年 09月 03日（土） 指揮：小林研一郎 

ピアノ：金子三勇士 

『コバケン炎の「幻想」』 

ショパン／ピアノ協奏曲 第 1番 変ロ短調 

ベルリオーズ／幻想交響曲 

 

第 7回 平成 28年 12月 24日（土） 指揮：川瀬賢太郎 

ソプラノ：秦 茂子 アルト：小林真理 テノール：笛田博昭 バリトン：原 尚志 

『歓喜の歌が鳴り響く年末の「第九」』 

ベートーヴェン／交響曲 第 9番 ニ短調「合唱付き」 

 

 第 8回 平成 29年 02月 04日（土） 指揮：小林研一郎 

第 8回 平成 29年 02月 04日（土） ピアノ：金子三勇士 

『ドヴォルザークが聴きたい！』 

ドヴォルザーク／スラヴ舞曲 第 3番 変イ長調 

ドヴォルザーク／チェロ協奏曲 ロ短調 

ドヴォルザーク／交響曲 第 9番 ホ短調「新世界より」 
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（３）その他の巡回演奏会（３回） 

 

 北九州巡回演奏会 ＜第九の夕べ＞ 

平成 28年 12月 25日（日） 会場：北九州ソレイユホール 

指揮：川瀬賢太郎 

    ソプラノ：秦 茂子 アルト：小林真理 テノール：笛田博昭 バリトン：原 尚志 

ベートーヴェン／交響曲 第 9番 ニ短調「合唱付き」 

 

福岡巡回演奏会  ＜ニューイヤー・コンサート＞ 

平成 29年 01月 07日（土） 会場：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：三宅理恵 

合唱：九響合唱団 

J.シュトラウス II／ワルツ「美しく青きドナウ」 ほか 

 

北九州巡回演奏会 ＜ニューイヤー・コンサート＞ 

平成 29年 01月 09日（月・祝） 会場：北九州芸術劇場大ホール 

指揮：現田茂夫 

ソプラノ：三宅理恵 

J.シュトラウス II／ワルツ「美しく青きドナウ」 ほか 

 

３．特別演奏会（４回） 

 

（１）アクロス 一万人コンサート（２公演） 

平成 28年 10月 25日（火） 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

※指揮者・曲目等は現在検討中 

共催：公益財団法人アクロス福岡 

 

（２）第 8回久留米定期演奏会 

平成 28年 07月 16日（土） 会場：石橋文化ホール 

指揮：円光寺雅彦 

ヴァイオリン：会田莉凡 

ラヴェル／亡き王女のためのパヴァーヌ 

ラロ／スペイン交響曲 ニ短調 

メンデルスゾーン／交響曲 第 4番 イ長調「イタリア」 
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（３）親と子のためのコンサート 

平成 29年 03月 25日（土） 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

指揮：青島広志 

テノール：小野つとむ 

※曲目は現在検討中 

共催：公益財団法人アクロス福岡 

 

４．移動音楽教室（２回） 

※ 中村学園、直方市小学校合同演奏会など２公演を予定 

 

５．依頼演奏会（８８回／室内楽４０回） 

  ＜開催地＞ ＜主催＞   ＜内容＞ 

4 月 5 日(火)  福岡  ビルボードジャパン  玉置浩二コンサート 

4 月 27日(水) 篠栗  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

5 月 21日(土) 久留米  そよ風ホール企画運営事業 そよ風ホールコンサート 

5 月 30日(月) みやま  瀬高ライオンズクラブ 九響コンサート 

6 月 2 日(木) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

6 月 4 日(土) 福岡  福岡市   東市民センター落成記念 

6 月 7 日(火) 筑後  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

6 月 11日(土) 福岡  ジャパンアーツ  横山幸雄・４大ピアノ協奏曲 

6 月 15日(水) 福岡  アクロス福岡  伊福部昭の世界 

6 月 21日(火) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

6 月 22日(水) 吉富  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

6 月 23日(木) 筑紫野  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

6 月 25日(土) 福岡  ライオンズクラブ国際協会 ライオンズクラブ国際大会 

6 月 28日(火) 長崎県佐世保 佐世保市教育委員会  子ども音楽鑑賞会（2公演） 

7 月 6 日(水) 福岡  福岡中央高等学校  福岡中央高校九響公演 

7 月 12日(火) 太宰府  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

7 月 13日(水) 宗像  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

7 月 19日(火) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

7 月 21日(木) 福岡  ビルボードジャパン  玉置浩二コンサート 

7 月 24日(木) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭プレ公演 

7 月 30日(土) 大分  大分県文化スポーツ振興財団 九響大分公演 

8 月 4 日(木) 福岡  公演実行委員会  武満徹没後 20年公演 
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8 月 7 日(日) 福岡  Ｍ.Ｉ.Ｏ   岡幸二郎コンサート 

8 月 11日(木) 熊本  ビルボードジャパン  玉置浩二コンサート 

8 月 13日(土) 久留米  久留米市   藤井フミヤコンサート 

8 月 20日(土) 久留米  石橋文化センター  ドラゴンクエストの世界 

8 月 28日(日) 福岡  日本自動車連盟  ＪＡＦ「音楽日和」 

8 月 30日(火) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

8 月 31日(水) 宇美  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

9 月 9 日(金) 大分  大分県文化スポーツ振興財団 オペラ「セヴィリアの理髪師」 

9 月 12日(月) 鹿児島  ヤマト・ホールディングス クロネコファミリーコンサート 

9 月 24日(土) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭 

9 月 25日(日) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭 

9 月 27日(火) 飯塚  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

9 月 28日(水) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

9 月 29日(木) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10月 2日(日) 福岡  アクロス福岡  アクロス・クラシックふぇすた 

10月 7日(金) 福岡  西日本オペラ協会  オペラ「秘密の結婚」公演 

10月 10日(月) 佐賀県唐津 唐津市   合唱組曲「唐津」公演 

10月 12日(水) 古賀  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 13日(木) 古賀  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10月 14日(金) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 17日(月) 行橋  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 31日(月) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11月 9日(水) 福岡  福岡音大設立の会  千住真理子・協奏曲の夕べ 

11月 10日(木) 太宰府  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

11月 13日(日) 福岡  アクロス福岡  合唱組曲「筑紫讃歌」公演 

11月 21日(月) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

11月 22日(火) 太宰府  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

11月 28日(月) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11月 29日(火) 久留米  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11月 30日(水) 筑紫野  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

12月 1日(木) 須恵  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

12月 14日(水) 福岡  西日本シティ銀行  クリスマスコンサート 

12月 17日(土) 宮崎県延岡 延岡総合文化センター   「第九」コンサート 

12月 18日(日) 大分  大分第九を歌う会   「第九」コンサート 
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平成 29年 

1 月 6 日(金) 佐賀  佐賀銀行文化財団  ニューイヤーコンサート 

1 月 10日(火) 長崎  親和銀行   ニューイヤーコンサート 

1 月 11日(水) 熊本  熊本銀行   ニューイヤーコンサート 

1 月 12日(木) 長崎県佐世保 親和銀行   ニューイヤーコンサート 

1 月 14日(土) 福岡  福岡銀行   ニューイヤーコンサート(2公演) 

1 月 15日(日) 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 16日(月) 北九州  福岡銀行   ニューイヤーコンサート 

1 月 19日(木) 筑紫野  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

1 月 22日(日) 久留米  城島総合文化センター 九響城島公演 

1 月 31日(火) 福岡  日本演奏連盟  新進演奏家育成プロジェクト 

2 月 22日(水) 福岡  麻生塾   麻生塾九響公演 

2 月 24日(金)   福岡        アクロス福岡         小林研一郎と九響 

3 月 3 日(金) 熊本  熊本県立劇場          「アリスのへんてこ舞踏会」公演 

3 月 12日(日) 北九州  北九州市   合唱組曲「北九州」公演 

3 月 19日(日) 宮崎県都城 都城市総合文化ホール 久石譲コンサート 

 

（室内楽公演） 

 ※「宗像アウトリーチ公演」ほか計 40公演を予定 


