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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 357回 平成 29 年 04月 21 日（金） 指揮：小泉 和裕 

ピアノ：アレクセイ・ゴルラッチ 

『伝えたい！小泉九響の壮大な「ツァラ」』 

ウェーバー／歌劇「オイリアンテ」序曲 

ラフマニノフ／パガニーニの主題による狂詩曲 

R.シュトラウス／交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 

 

第 358回 平成 29 年 05月 26 日（金） 指揮：ゴロー・ベルク 

トランペット：ラインホルト・フリードリッヒ 

『ゴロー･ベルクが奏でる究極のドイツ音楽』 

シューマン／歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲 

J.ハイドン／トランペット協奏曲 変ホ長調 

M.ハイドン／トランペット協奏曲 ニ長調 

シューマン／交響曲 第 3番 変ホ長調 「ライン」 

 

第 359回 平成 29 年 06月 22 日（木） 指揮：井上 道義 

サクソフォン：上野 耕平 

『井上道義入魂！ラプソディ、ラプソディ、ラプソディ！』 

シャブリエ／狂詩曲「スペイン」 

ドビュッシー／アルト･サクソフォンと管弦楽のための狂詩曲 

リスト／ハンガリー狂詩曲 第 2番 ニ短調 

伊福部昭／日本狂詩曲 

外山雄三／管弦楽のためのラプソディー  ほか 

 

第 360回 平成 29 年 07月 11日（火） 指揮：セヴァスティアン･ヴァイグレ 

『バイロイトを飾った名指揮者ヴァイグレのワーグナー』 

ワーグナー／歌劇「タンホイザー」序曲～ヴェーヌスベルクの音楽 

     ／楽劇「トリスタンとイゾルデ」第 1幕への前奏曲 

     ／歌劇「リエンツィ」序曲 

ブラームス／交響曲 第 4番 ホ短調 
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第 361回 平成 29 年 09月 22日（金） 指揮：ガエタノ･デスピノーサ 

ヴァイオリン：チャン･ユジン  

『急上昇の指揮者、イタリアのデスピノーサ』 

モーツァルト／交響曲 第 35番 ニ長調 「ハフナー」 

ストラヴィンスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ調 

フランク／交響曲 ニ短調 

 

第 362回 平成 29 年 10月 15日（日） 指揮：小泉 和裕 

ソプラノ：安井 陽子 

カウンターテナー：藤木 大地 

バリトン：青山 貴 

合唱：九響合唱団 久留米児童合唱団 

『熱いリズム・魂の叫び！「カルミナ・ブラーナ」』 

メンデルスゾーン／交響曲 第 5番 ニ長調 「宗教改革」 

オルフ／世俗的カンタータ「カルミナ・ブラーナ」 

 

第 363回 平成 29 年 11月 10 日（金） 指揮：李 心草(リ･シンサオ) 

ピアノ：ベン･キム 

『アジアの星 リ･シンサオ定期初登場』 

徐振民／交響詩「楓橋夜泊」 

ラヴェル／ピアノ協奏曲 ト長調 

シベリウス／交響曲 第 2番 ニ長調 

 

第 364回 平成 29 年 12月 07 日（木） 指揮：小泉 和裕 

ピアノ：ゲルハルト･オピッツ 

『豪華絢爛・小泉九響 40年目の祭典！』 

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第 5 番 変ホ長調 「皇帝」 

ストラヴィンスキー／バレエ音楽 「春の祭典」（1947 年版） 

 

第 365回 平成 30 年 02月 09 日（金） 指揮：飯守 泰次郎 

ヴァイオリン：松山 冴花 

『巨匠 飯守泰次郎がワーグナーを振る！』 

モーツァルト／ヴァイオリン協奏曲 第 3番 ト長調 

ワーグナー=フリーヘル編／楽劇「ニーベルングの指輪」オーケストラル･アドベンチャー 
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（２）北九州定期演奏会（２回） 

 

第 62回 平成 29年 05月 13日（土） 会場：北九州市立響ホール 

指揮･ヴァイオリン･お話：篠崎 史紀 

チェンバロ：田中 美江 

  ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲集「四季」 

ランナー／ワルツ「モーツァルト党」 

    ／ワルツ「ロマンティックな人々」 

J.シュトラウスⅡ／皇帝円舞曲   ほか 

 

第 63回 平成 29年 09月 02日（土） 会場：北九州芸術劇場大ホール 

指揮：小林 研一郎 

フルート：瀬尾 和紀 

モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲 

メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 ＜フルート版＞ 

ムソルグスキー(ラヴェル編)／組曲「展覧会の絵」 

 

 

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.25 平成 29年 05月 12日（金） 指揮・ヴァイオリン・お話：篠崎 史紀 

チェンバロ：田中 美江 

『篠崎史紀の世界、「四季」と「ワルツ」』 

ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲集「四季」 

ランナー／ワルツ「モーツァルト党」 

     ワルツ「ロマンティックな人々」 

J.シュトラウスⅡ／皇帝円舞曲 

 

Vol.26 平成 29年 07月 26日（水） 指揮・お話：飯森 範親 

『三つの大河にまつわる音楽と「田園」』 

ヘンデル／水上の音楽(ハーティ版) 

グローフェ／ミシシッピ組曲 

スメタナ／交響詩「ヴルタヴァ(モルダウ)」 

ベートーヴェン／交響曲 第 6番 へ長調 「田園」 
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Vol.27 平成 29年 11月 23 日（木･祝） 指揮・お話：中井 章徳 

『舞台を飾るオーケストラの魅力』 

エロール／歌劇「ザンパ」序曲 

ヴェルディ／歌劇「椿姫」第 1幕への前奏曲 

     ／歌劇「運命の力」序曲 

グノー／歌劇「ファウスト」より バレエ音楽：第 3･4･5･7曲 ほか 

 

Vol.28 平成 30年 01月 27日（土） ヴァイオリン・お話：安永 徹 

                  ピアノ：市野 あゆみ 

『続…モーツァルトをあなたに！Vol.11』 

モーツァルト／ピアノ協奏曲 第 25 番 ハ長調 

ヤナーチェク／弦楽のための組曲 

モーツァルト／交響曲 第 40番 ト短調 

 

 

（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 09回 平成 29年 06月 03日（土） 指揮：大友 直人 

                    ヴァイオリン：アルベナ･ダナイローヴァ 

『３年目の“名曲”、極上のベートーヴェン』 

ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 

       ／交響曲 第 3番 変ホ長調 「英雄」 

 

第 10回 平成 29年 09月 03日（日） 指揮：小林 研一郎 

                    ギター：パク･キュヒ 

『恋する「アランフェス」と華麗なる「展覧会」』 

ロッシーニ／歌劇「セビリアの理髪師」序曲 

ロドリーゴ／アランフェス協奏曲 

ムソルグスキー(ラヴェル編)／組曲「展覧会の絵」 

 

第 11回 平成 29年 12月 24日（日） 指揮：小泉 和裕 

               ソプラノ：鷲尾 麻衣 メゾ･ソプラノ：手嶋 眞佐子 

               テノール：青柳 素晴 バリトン：与那城 敬 

               合唱：九響合唱団 ほか 

『歓喜の歌が心に響く！』 

ベートーヴェン／交響曲 第 9番 ニ短調「合唱付き」 
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第 12回 平成 30年 02月 24日（土） 指揮：小泉 和裕 

                   ピアノ：清水 和音 

『ロマンティック･メロディー 東欧からの贈りもの』 

スメタナ／歌劇「売られた花嫁」序曲 

ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第 2番 ハ短調 

ドヴォルザーク／交響曲 第 8番 ト長調 

 

 

（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 29年 12月 25日（月） 会場：アルモニーサンク北九州ソレイユホール 

              指揮：小泉 和裕    合唱：北九州市民フロイデコール 

                  ソプラノ：鷲尾 麻衣  メゾ･ソプラノ：手嶋 眞佐子 

                  テノール：青柳 素晴  バリトン：与那城 敬 

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 2018＞ 

平成 30年 01 月 07日（日） 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

              指揮・お話：現田 茂夫   ソプラノ：吉原 圭子 

              合唱：九響合唱団 

J.シュトラウス II／喜歌劇「こうもり」序曲 ほか 

 

北九州巡回演奏会 ＜ニューイヤーコンサート 2018＞ 

平成 30年 01 月 06日（土） 会場：北九州芸術劇場大ホール 

              指揮・お話：現田 茂夫   ソプラノ：小林 沙羅 

J.シュトラウス II／喜歌劇「こうもり」序曲 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 29年 10月 05日（木） 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 
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（２）三大交響曲の夕べ 

平成 29年 08 月 21日（月） 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

              指揮：小泉 和裕 

シューベルト／交響曲 第 7番 ロ短調 「未完成」 

ドヴォルザーク／交響曲 第 9番 ホ短調 「新世界より」 

ベートーヴェン／交響曲 第 5番 ハ短調 「運命」 

 

（３）親と子のためのコンサート 

平成 30年 03 月 17日（土） 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

                  指揮・お話：青島 広志 

ロッシーニ／歌劇「ウィリアム・テル」序曲より スイス軍の行進  ほか 

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（７６回／室内楽４０回） 

  ＜開催地＞     ＜主 催＞     ＜内 容＞ 

平成 29年 

04月 01日(土)  北九州   篠崎ミュージックアカデミー  合同演奏会 

04月 14日(金) 熊本  地震復興祈念演奏会実行委員会 熊本地震復興コンサート 

04月 23日(日) 熊本  ハウス食品      ファミリーコンサート 

04月 26日(水) 春日  福岡県市町村振興協会 中学生公演（２公演） 

04月 27日(木) 春日  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

05月 07日(日) 福岡  ビルボードジャパン  藤井フミヤコンサート 

05月 20日(土) 久留米  そよ風ホール     そよ風ホール演奏会 

06月 06日(火) 添田  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

06月 07日(水) 田川  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

06月 08日(木) 田川  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

06月 13日(火) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

06月 14日(水) 筑前  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

06月 15日(木) 飯塚  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

06月 27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） 

07月 01日(土) 鹿児島県鹿屋 鹿屋市文化会館    ドラゴンクエストコンサート 
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07月 09日(日) 大分  大分県文化スポーツ振興財団 九響大分公演 

07月 15日(土) 久留米  石橋文化センター  ドラゴンクエストコンサート 

07月 19日(水) 福岡  ビルボードジャパン  玉置浩二コンサート 

07月 22日(土) 福岡  九州大学       椎木正和メモリアルコンサート 

07月 30日(日) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭プレ公演 

08月 05日(土) 福岡  日生劇場   日生劇場｢アリス｣公演 

08月 09日(水) 福岡  福岡放送       ウルトラマンクラシック演奏会 

09月 08日(金) 長崎  日生劇場           日生劇場｢ラ･ボエーム｣公演 

08月 10日(日) 福岡  日本自動車連盟  ＪＡＦ「音楽日和」 

09月 13日(水) 北九州  日生劇場           日生劇場｢ラ･ボエーム｣公演 

09月 15日(金) 飯塚  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

09月 27日(水) 佐賀    ヤマトホールディングス   音楽宅急便クロネコファミリーコンサート 

10月 01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 07日(土) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭 

10月 08日(日) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭 

10月 10日(火) 福岡  大濠高等学校  大濠高校芸術鑑賞会 

10月 21日(土) 大牟田  大牟田文化会館        大牟田公演 

10月 23日(月) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 24日(火) 甘木  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10月 25日(水) 新宮  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10月 26日(木) 新宮  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 30日(月) 苅田  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10月 31日(火) 飯塚  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11月 01日(水) 苅田  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11月 02日(木) 八女  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

11月 12日(日) 佐賀  佐賀市民芸術祭実行委員会 ｢佐賀市民芸術祭｣公演 

11月 15日(水) 北九州  アニソンクラシック実行委員会  ｢アニソンクラシック北九州｣公演 

11月 17日(金) 吉富  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11月 27日(月) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11月 28日(火) 大野城  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11 月 下旬     福岡        福岡トヨタ自動車       レクサスコンサート 

12月 02日(土) 福岡  西日本シティ銀行  ｢ＮＣＢ音楽祭｣公演 

12月 10日(日) 大分県日田 パトリア日田  パトリア日田 10周年記念公演 

12月 16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 17日(日) 大分  大分第九を歌う会   「第九」コンサート 

12月 20日(水) 福岡    大賀薬局       クリスマスコンサート 
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平成 30年 

01月 05日(金) 佐賀  佐賀銀行文化財団  ニューイヤーコンサート 

01月 09日(火) 福岡  福岡銀行   ニューイヤーコンサート(2公演) 

01月 10日(水) 長崎  親和銀行   ニューイヤーコンサート 

01月 11日(木) 熊本  熊本銀行   ニューイヤーコンサート 

01月 13日(土) 北九州  福岡銀行   ニューイヤーコンサート 

01月 15日(月) 長崎県佐世保 親和銀行   ニューイヤーコンサート 

01月 20日(土) 久留米  城島総合文化センター 九響城島公演 

01月 21日(日) 宗像  宗像ユリックス        宗像公演 

02月 03日(土) 福岡  日本演奏連盟  新進演奏家育成プロジェクト 

02月 15日(木) 福岡  アクロス福岡     オービックスペシャルコンサート 

02月 21日(水) 福岡  麻生塾     麻生塾コンサート 

03月 01日(木) 飯塚  日生劇場       日生劇場｢アリス｣公演 

03月 08日(木) 福岡  九州市民大学実行委員会   九州市民大学 

03月 11日(日) 福岡  福岡市バレエ協会      バレエフェスティバル 

 

 

（室内楽公演） 

 ※「宗像アウトリーチ公演」「佐賀スクールコンサート」ほか、計 40 公演を予定 


