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公益財団法人九州交響楽団 

平成 30 年度事業報告書 

 

 

概●●要 

 

九州の中枢都市福岡に本拠を置く九州交響楽団は、平成 30 年度も国及び福岡県、福岡市、

北九州市をはじめ、地方公共団体、ＮＨＫ福岡放送局、経済界、市民の助成を得て、福岡

県を中心に「公益目的事業」としてクラシック音楽文化の向上と発展のため、さまざまな

演奏活動を実施した。 

具体的な演奏活動としては、幅広い音楽ファンのニーズに応えられるよう企画・プログ

ラミングして開催する＜主催公演＞と、企業、鑑賞団体、劇場、音楽事務所、学校などか

ら演奏依頼を受け出演する＜依頼公演＞を開催した。 

＜主催公演＞では、福岡市内で「定期演奏会」「天神でクラシック」「名曲・午後のオー

ケストラ」シリーズや「親と子のためのコンサート」「ニューイヤーコンサート」「三大交

響曲の夕べ」「ファミリー・コンサート（30 年度新企画）」などコアなクラシック音楽ファンか

ら一般の市民までが楽しめる公演を企画し実施した。北九州市に於いても同様に市民の皆

さまに楽しんで頂くため「北九州定期演奏会」「ニューイヤーコンサート」「第九コンサー

ト」を実施した。 

＜依頼公演＞では依頼者のご要望に応え、福岡県内のみならず県外に於いてもクラシッ

クからポピュラーまで、あらゆるジャンルのコンサートに出演した。 

なお、小編成の＜室内楽公演＞もオーケストラ活動に支障のない範囲で実施した。 

また高校生を対象とした＜移動音楽教室＞も実施した。 

一方、「公益目的事業」のほか、コンサート会場で「収益事業」としてＣＤの販売も行っ

た。 

 

 

主催公演について 

 

［ １ ］ 定期演奏会 １１公演 (入場者数：12,171 名) 

  （１） 定 期 演 奏 会  ９公演 （入場者数：11,148 名） 

［ （２） 北九州定期演奏会  ２公演 （入場者数： 1,023 名） 

定期演奏会として、アクロス福岡で「定期演奏会」9公演と、北九州市で「北九州定期

演奏会」２公演の計１１公演を実施した。 
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アクロス福岡で開催の「定期演奏会」は、平成 30年度も小泉和裕音楽監督の下、九州の

クラシック音楽をリードするプロのオーケストラとして、九州では取り上げることのなか

った作品やアジア出身の指揮者の紹介にも力を入れ、芸術性の高い音楽を市民の皆さまに

提供した。 

具体的には、九響創立 65周年記念として小泉音楽監督の指揮でマーラーの大作「千人の

交響曲」を採り上げ、大きな話題となった。この公演はＣＤ化して発売し、音楽専門誌や

新聞紙上で高評を得ている。また、アジア系の指揮者としてカーチュン・ウォン氏を招聘、

高い芸術性でハイクオリティーな演奏を披露した。その他、世界的に注目されているアン

ドレア・バッティストーニ氏によるコンサートオペラやアルゼンチン出身の実力派アレ

ホ・ペレス氏による「惑星」等、多くの定期演奏会が各方面から高い評価を頂いた。 

「北九州定期演奏会」は、福岡県北東部のクラシック音楽の発展・普及を目的として、

響ホールでの公演では若手指揮者の佐藤俊太郎氏による親しみやすいマーチ＆ダンス特集

をお届けするとともに、北九州芸術劇場公演では女性指揮者、田中祐子氏の颯爽とした指

揮のもと実力派ピアニスト、シャルル・リシャール＝アムラン氏が抒情溢れるショパンの

名曲を披露するなど、２公演共に多くのお客さまの支持を得ることができた。 

 

 (1)  定期演奏会  ９公演 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

第 366回 平成 30年 04月 20日（金） 指 揮：小泉 和裕 48回 平成 28年 04月 22日（金） 

『小泉＝九響６年目の開幕 ～壮大なブルックナーの世界』 

ブルックナー／交響曲第５番 変ロ長調（ノヴァーク版） 

 

第 367回 平成 30年 05月 25日（金） 指 揮：カーチュン・ウォン  

クラリネット：ダニエル・オッテンザマー 

『２人の若き才能の邂逅』 

モーツァルト／歌劇「皇帝ティートの慈悲」 K.621 序曲 

       クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 

ストラヴィンスキー／葬送の歌 作品 5 

          バレエ組曲「火の鳥」（1919 年版） 

あ 

第 368回 平成 30年 06月 022日（金） 指 揮：垣内 悠希 

第 350回 平成 28年 07月 02日（土）  ピアノ：外山啓介 

『偉大なる２人の 100年記念』 

バーンスタイン／バレエ音楽「ファンシー・フリー」 

ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルー 

ドビュッシー／牧神の午後への前奏曲 

      ／交響詩「海」 
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第 369回 平成 30年 ７月 27日（金） 指 揮：アレホ・ペレス 

                   女声合唱：RKB女声合唱団 

ｊｐ 『アルゼンチンの星・ペレス ～宇宙への旅立ち』 

モーツァルト／交響曲 第 41番 ハ長調 K.551「ジュピター」  

ホルスト／組曲「惑星」作品 32 

 

第 370回 平成 30年 09月 22日（土）  指 揮：小泉 和裕 

                   合 唱：九響合唱団 

                   児童合唱：NHK福岡児童合唱団 MIRAI 

                   ソプラノⅠ：並河寿美、ソプラノⅡ：大隅智佳子 

                   ソプラノⅢ：吉原圭子、アルトⅠ：加納悦子、 

                   アルトⅡ：池田香織、テノール：望月哲也、 

                  バリトン：小森輝彦、バス：久保和範 

『九響創立 65 周年記念 ～「千人」の響きが鳴り渡る』 

 マーラー／交響曲 第８番 変ホ長調「千人の交響曲」 

 

第 371回 平成 30年 11月 3日（土） 指 揮：アンドレア・バッティストーニ 

合 唱：九響合唱団  

メゾソプラノ：中島郁子、冨岡明子、 

アルト：与田朝子、テノール：福井 敬、 

バリトン：成田博之 

『興奮を再び！バッティストーニのコンサートオペラ Vol.２』 

 ロッシーニ／歌劇「どろぼうかささぎ」序曲 

          歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲 

          歌劇「セミラーミデ」序曲 

    マスカーニ／歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」＜演奏会形式＞ 

 

第 372回 平成 30年 12月 1日(土)  指 揮：ジョセフ・ウォルフ 

第 354回 11月 18日(金)        ピアノ：コルネリア・ヘルマン 

『イギリスの俊英・ウォルフが贈る歴史を刻む名曲たち』 

 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 

    モーツァルト／ピアノ協奏曲 第 23番 イ長調 K.488 

 エルガー／交響曲 第１番 変イ長調 作品 55 
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第 373回 平成 31年 2月 12日（火） 指 揮：鈴木 優人 

            ナチュラル・ホルン：トゥーニス・ファン・デァ・ズヴァールト 

55『楽壇を席巻中のマルチな才人・鈴木優人登場！』 

武満 徹/夢の時 

モーツァルト／ホルン協奏曲 第４番 変ホ長調 K.495 

シベリウス／交響曲 第 6番 ニ短調 作品 104 

      交響詩「フィンランディア」 作品 26 

 

第 374回 平成 31年 3月 8 日（金） 指 揮：小泉 和裕 

第 356 回 平成 29年 02月 17日（金）ヴァイオリン：小林 美樹 

『小泉秘蔵の傑作・グラズノフの５番』 

ウェーバー／歌劇「オペロン」序曲 

 チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 二長調 作品 35 

グラズノフ／交響曲 第 5番 変ロ長調 作品 55 

 

 

(2) 北九州定期演奏会 ２公演 

第 64回 平成 30年 05月 12日（土） 会 場：北九州市立響ホール 

第 60回 平成 28年 06月 19日（日） 指 揮：佐藤 俊太郎 

 フチーク／剣士の入場 作品 68 

 Ｊ．ウィリアムズ／「スター・ウォーズ」帝国軍のマーチ 

ワーグナー／歌劇「ローエングリン」より結婚行進曲 

ブラームス／ハンガリー舞曲 第 5番 ト短調 

ロウ／「マイ・フェア・レディ」より踊り明かそう 

チャイコフスキー／バレエ組曲「眠りの森の美女」よりパノラマ・ワルツ 他 

 

第 65回 平成 30年 9月 1日（土） 会 場：北九州芸術劇場大ホール 

第 61回 平成 28年 09月 04日（日） 指 揮：田中 祐子 

                  ピアノ：シャルル・リシャール＝アムラン 

バーンスタイン／「キャンデイード」序曲 

ショパン／ピアノ協奏曲 第 2番 へ短調 作品 21 

ドヴォルザーク／交響曲 第 9番 ホ短調 作品 95「新世界より」 

 

［ ２ ］ 巡回演奏会 １１公演 (入場者数：11,539 名) 

  （１）天 神 で ク ラ シ ッ ク   ４公演 (入場者数：1,929 名) 

  （２）名曲・午後のオーケストラ ４公演 (入場者数：5,638 名) 
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［ （３）そ の 他   ３公演 (入場者数：3,972 名) 

FFGホールで開催する「天神でクラシック」は、平成 30年度もクラシック音楽を分かり

やすく親しんでいただくため、トークを入れて実施した。めったに聞くことのない指揮者

の話には初心者のみならずクラシック音楽愛好者からも高い評価を得た。 

 10月の公演では九響桂冠指揮者の秋山和慶氏が久しぶりに主催公演の指揮台に上がり、

鉄道に因んだ作品を披露、博多駅駅長もゲストに迎えてトークセッションを行い、楽しい

演奏会になった。モーツァルトの誕生日 1月 27日に行うロングランシリーズでは、人気の

フルーティストで指揮活動も盛んなパトリック・ガロア氏を招聘し、魅力あふれる独自の

モーツァルト感をお客さまにお届けした。 

平成２７年度から開催している「名曲・午後のオーケストラ」は、平成 30年度も子供か

らお年寄りまで幅広く来場しやすい土日の午後２時に開演し、誰もが耳にしたことのある

名曲を集めて演奏した。小泉音楽監督をはじめ、各地で大活躍中の鹿児島市出身下野竜也

氏や注目の女性指揮者、田中祐子氏が指揮台に上がり、我が国を代表する実力派ソリスト

の小山実稚恵氏、堀米ゆずこ氏や世界的人気を誇るシャルル・リシャール＝アムラン氏を

招聘することで、ハイクオリティーな音楽を多くのお客さまにお届けすることができた。 

また、終演後ロビーで、楽団員や指揮者、ソリスト達とお客さまが楽しく語り合う「九

響交流カフェ」も好評であった。 

 

＜その他＞の巡回公演では、北九州市で年末に「第九」演奏会（１公演）を実施、また

年始には福岡市・北九州市で「ニューイヤーコンサート」（２公演）を実施した。何れの

公演も年末年始恒例の公演とあって多くの家族連れにお越しいただいた。 

 

 (1) 天神でクラシック・音楽プロムナード ４公演 会場：FFGホール 

Vol.29 平成 30年 05月 011日（金） 指揮とお話：佐藤 俊太郎 

『マーチ＆ダンス Vol．2』 

Ｊ．ウィリアムズ／「スター・ウォーズ」帝国軍のマーチ 

ワーグナー／歌劇「ローエングリン」より結婚行進曲 

ブラームス／ハンガリー舞曲 第 5番 ト短調 

ロウ／「マイ・フェア・レディ」より踊り明かそう 

チャイコフスキー／バレエ組曲「眠りの森の美女」よりパノラマ・ワルツ 他 

 

Vol.30 平成 30年 07月 14日（土） 指揮とお話：沼尻 竜典 

                  ソプラノ：砂川 涼子 

『夏を彩る傑作選』 

メンデルスゾーン／劇音楽「真夏の世の夢」より 

沼尻竜典／歌劇「竹取物語」より月の間奏曲、姫の告白、走るおじいさんの間奏曲、 
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     告別のアリア、手紙のアリア 

ブラームス／交響曲 第 2番 二長調 作品 73 

 

Vol.31 平成 30年 10月 21日（日） 指揮とお話：秋山 和慶 

                  進 行：高月 晶子 

『秋山和慶完全監修！鉄道と音楽』 

E.シュトラウス／ポルカ「テープは切られた」 作品 45 

オネゲル／交響的運動 第 1番 「パシフィック２３１」 

ドヴォルザーク／ユーモレスク 作品 101－7 

交響曲 第 9 番「新世界より」第 4 楽章 ほか 

 

Vol.32 平成 31年 01月 27日（日） 指揮とフルート：パトリック・ガロワ 

お話：奥田 佳道、チェンバロ：瀬尾 和紀 

『続…モーツァルトをあなたに！Vol.12』 

M.ハイドン／交響曲 第 25番 ト長調 P.16 

モーツァルト／フルート協奏曲 第１番 ト長調 K.313 

交響曲 第 36 番 ハ長調 K.425 「リンツ」  

 

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

第 13回 平成 30 年 06月 10日（日）  指 揮：小泉 和裕 

ピアノ：小山 実稚恵 

第『明治維新 150 周年 ～同時代を生きた作曲家の「第 1番」』 

チャイコフスキー／ピアノ協奏曲 第 1番 変ロ短調 作品 23 

ブラームス／交響曲 第１番 ハ短調 作品 68  

 

第 14回 平成 30 年 9月 2日（日） 指 揮：田中 祐子 

ピアノ：シャルル・リシャール＝アムラン 

『バーンスタイン生誕 100 年記念』 

バーンスタイン／「キャンデイード」序曲 

ショパン／ピアノ協奏曲 第 2番 へ短調 作品 21 

チャイコフスキー／幻想序曲「ロミオとジュリエット」 

バーンスタイン／「ウェスト・サイド・ストーリー」からのシンフォニック・ダンス 

 

第 15回 平成 30 年 12月 23日（日） 指 揮：下野 竜也 

                  合 唱：九響合唱団 

第７回 平成 28年 12月 24日（土）ソプラノ：吉原 圭子 メゾ・ソプラノ：小林 由佳 



7 

 

第７回 平成 28年 12月 24日（土）テノール：村上 敏明 バリトン：宮本 益光 

『九州が生んだマエストロ・下野の第九』 

ベートーヴェン／交響曲 第９番 ニ短調 作品 125「合唱付き」 

 

第 16回 平成 31年 02月 023日（土） 指 揮：小泉 和裕 

                   ヴァイオリン：堀米ゆず子 

『偉大な作曲家２人の「ホ短調 作品 64」』 

ニコライ／歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲 

メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品 64 

チャイコフスキー／交響曲 第 5番 ホ短調 作品 64 

 

(3) ＜その他＞ ３公演 

北九州巡回演奏会 ＜第九の夕べ＞ 会場：アルモニーサンク北九州ソレイユホール 

平成 30年 12 月 21日（金） 指 揮：下野 竜也 

            ソプラノ：吉原 圭子 メゾ･ソプラノ：小林 由佳 

            テノール：村上 敏明 バリトン：宮本 益光 

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「合唱付き」 

 

福岡巡回演奏会  ＜ニューイヤーコンサート 2019＞ 

 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

平成 31年 01 月 06日（日）  指    揮：現田 茂夫   ソプラノ：佐藤 しのぶ 

              合  唱：九響合唱団 

J.シュトラウス II／喜歌劇「こうもり」序曲  

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 2019＞ 

 会場：アルモニーサンク北九州ソレイユホール 

平成 31年 01 月 012日（土）  指  揮：現田 茂夫  ソプラノ：佐藤 しのぶ 

合  唱：九響合唱団、北九州シティオペラ合唱団 

J.シュトラウス II／喜歌劇「こうもり」序曲  

ワルツ「美しく青きドナウ」ほか 

 

［ ３ ］ 特別演奏会 ５公演  (入場者数：6,726 名) 

 （１）＜九響 ファミリー・コンサート＞ １公演  (入場者数：1,137 名) 

（２）＜三大交響曲の夕べ＞ １公演  (入場者数：1,650 名) 
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(３) ＜親と子のためのコンサート＞ 1公演 (入場者数：1,207 名)  

［（４）＜舞台芸術感動体験事業コンサート（アクロス一万人コンサート）＞ ２公演 

                                                        (入場者数：2,732 名) 

＜九響ファミリー・コンサート＞は、＜福岡県民共済生活協同組合＞の協賛を頂き、新

企画として学校が夏休みとなる８月に、クラシック音楽だけではないオーケストラの魅力

をお届けすることで、未来の音楽ファンとなる子供たちとその家族が一緒になって音楽の

持つ素晴らしさや喜びを体験してもらうことを目的に、作曲・編曲者として活躍する宮川

彬良氏を指揮者に招いて開催。会場はたくさんの親子連れの笑顔に包まれていた。 

 

＜三大交響曲の夕べ＞は、平成 29年度の新企画として、主催公演を開催していなかった

８月に、中高校生を含む幅広い市民が、極めつけの交響曲３曲「新世界・未完成・運命」

を１日で楽しめるよう企画したプログラムであり、２年目となる今回は“炎のコバケン”

こと小林研一郎氏を招聘し、熱い演奏をお届けした。 

 

＜親と子のためのコンサート＞は、平成 25年度から未来の音楽ファンである子供たちに、

クラシック音楽の喜びを体験してもらうため＜ウエスト＞からの協賛を頂き開催している

が、協賛最終回の第６回目にあたる平成 30年度公演も、指揮に青島広志氏、ソプラノ赤星

啓子氏を迎え、子供たちと一緒に歌い踊るなど、親子が共に楽しめるコンサートとなった。

開演前には、子供たちが直接楽器に触れることができる「楽器体験コーナー」を開催し、

楽団員も積極的に子供の指導にあたった。今回の「楽器体験コーナー」も大変盛況であっ

た。 

 

  ＜舞台芸術感動体験事業コンサート（アクロス一万人コンサート）＞は、小・中学校生に

クラシック音楽の魅力を知ってもらうことを目的とし、アクロス福岡と共同で企画・開催

した。平成 30年度も多くの生徒たちにクラシック音楽の喜びを体験してもらった。 

 

（１）九響 ファミリー・コンサート  アキラさん’s  アカデミー 

  会場：福岡サンパレス 

     平成 30年 8月 3日（金）  指揮＆ピアノ＆お話：宮川 彬良 

モーツァルト＆宮川 彬良／アイネ・クライネ・タンゴ・ムジーク 

ベートーヴェン＆宮川 彬良／シンフォニック！マンボ No.5～運命 

宮川 泰／宇宙戦艦ヤマト                  ほか 

 

(２) 三大交響曲の夕べ 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

平成 30年 08月 10日（金） 指 揮：小林 研一郎 

シューベルト／交響曲 第 7番 ロ短調 D.759「未完成」 
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ドヴォルザーク／交響曲 第 9番 ホ短調 作品 95「新世界より」 

ベートーヴェン／交響曲 第 5番 ハ短調 作品 67「運命」 

 

 

(３) 親と子のためのコンサート 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

平成 31年 03月 24日（日）  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 

 

（４) 舞台芸術感動体験事業コンサート（アクロス一万人コンサート）（２公演）  

 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

平成 30年 10月 17日（水）  指揮者：中井 章徳  ヴァイオリン：中村 大地 

  サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン 

  エルガー／行進曲「威風堂々」第 1番  ほか 

 

 

移動音楽教室について 

 

［ ４ ］ 移動音楽教室 1公演 

＜移動音楽教室＞は情操教育のため九響自ら学校などに出向いて演奏する公演である。

平成 30年度は中村学園高校で１公演実施し、生徒に音楽芸術の認識を深めていただいた。 

 

  平成 30年 12月 11日    中村学園高校 

 

 

依頼演奏会について 

 

［ ５ ］ 依頼演奏会 147公演（オーケストラ公演：108 公演、室内楽公演：39公演） 

平成 30年度も企業、鑑賞団体、劇場、音楽事務所、学校などから依頼を受け主催者のリ

クエストに合わせ出演した。 

平成 30 年度最大の依頼公演としては、平成 17 年度から福岡県市町村振興協会の依頼を

受け継続している「中学生の未来に贈るコンサート」で、51 公演実施した。 

また、平成 30年度は 15年振りに文化庁から音楽教育の一環となる「巡回公演」を受託

し、四国・中国地方の小・中学校において 9公演を実施した。 

年始恒例の「ニューイヤーコンサート」は、福岡銀行、佐賀銀行、親和銀行、熊本銀行

の依頼を受け、７公演実施した。 
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また、オーケストラ公演とは別に、「宗像ミアーレ公演」「福岡県議会議場コンサート」

「福岡市美術館リニューアルオープンコンサート」ほか、室内楽編成で計 39公演を実施し、

生徒・市民の皆さまに音楽の楽しさ、すばらしさを実感していただくことができた。 

 

平成 30年度の依頼公演、室内楽公演の詳細は次のとおり。 

 

（依頼演奏会） 

  ＜開催地＞    ＜主 催＞    ＜内 容＞ 

平成 30年 

4 月 1日(日)  福岡    ヴァーナル          ヴァーナルコンサート 

4 月 8日(日)     熊本               ハウス食品                   ファミリーコンサート 

4 月 16日(月) 熊本  熊本地震復興祈念演奏会       熊本地震復興祈念コンサート                            

                    実行委員会  他 

4 月 28日(土) 熊本  ビルボードジャパン      玉置浩二コンサート 

5 月 2日(水) 福岡  ｢刀剣乱舞｣宴奏会制作委員会   刀剣乱舞宴奏会 

05 月 3日(木) 福岡  ｢刀剣乱舞｣宴奏会制作委員会   刀剣乱舞宴奏会 

05月 07日(月) 福岡  ビルボードジャパン  ＮＯＫＫＯコンサート 

05月 28日(月) 遠賀      福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

05月 29日(火) 柳川  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

06 月 2日(土) 久留米  そよ風ホール     そよ風ホール演奏会 

06 月 5日(火) うきは  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

06 月 6日(水) 須恵  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

06 月 7日(木) 中間  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

06月 12日(火) 大刀洗  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

06月 13日(水) 小郡  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

06月 14日(木) 大川  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

6 月 16日(土) 福岡  日本自動車連盟           ＪＡＦ「音楽日和」演奏会 

06月 26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） 

6 月 28日(木) 直方  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

06月 29日(金) 苅田  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

07 月 2日(月) 愛媛県松山市 文化庁    文化庁巡回小学生公演 

07 月 4日(水) 愛媛県松山市 文化庁    文化庁巡回小学生公演 

07 月 5日(木) 愛媛県松山市 文化庁    文化庁巡回小学生公演 

07 月 6日(金) 兵庫県丹波市 文化庁    文化庁巡回小学生公演 

07月 11日(水) 福岡  福岡中央高校     福岡中央高校音楽鑑賞会 

07月 19日(木) 福岡  ビルボードジャパン  玉置浩二コンサート 
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07月 21日(土) 筑前  筑前めくばーる  ファミリーコンサート 

7 月 22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 6日(月) 大分県別府 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 

08 月 7日(火) 広島県広島 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 

08月 18日(土) 熊本  熊本市民会館       日生劇場｢アラジン｣公演 

08月 25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 

08月 26日(日) 武雄  武雄市文化会館       ドラゴンクエストコンサート 

9 月 4日(火) うきは  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

09 月 5日(水) 志免  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

09 月 6日(木) 志免  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

09 月 7日(金) 八女  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

9 月 9日(日)    福岡  九州市民大学実行委員会   九州市民大学 

09月 13日(木) 小郡  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

9 月 16日(日)    福岡  ジャパンアーツ        横山幸雄ピアノ協奏曲 

09月 26日(水) 大牟田  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

09月 27日(木) 大牟田  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

9 月 29日(土) 宗像  宗像ユリックス    宗像ミアーレ音楽祭 

10 月 2日(火) 粕屋  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10 月 3日(水) 福津  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10 月 4日(木) みやこ  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10 月 7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 10日(水) 那珂川  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10月 11日(木) 那珂川  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 12日(金) 中間  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 16日(火) 北九州  小倉高校       小倉高校音楽鑑賞会 

10月 23日(火) 八女  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 24日(水) 志免  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

10月 25日(木) 岡垣  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10月 26日(金) 福津  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

10月 29日(月) 愛媛県宇和島市 文化庁    文化庁巡回小学生公演 

11 月 5日(月) 中間  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

11 月 6日(火) 直方  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

11 月 7日(水) 福津  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

11月 10日(土) 鹿児島      かごしま教育文化振興財団   鹿児島公演 

11月 13日(火) 高知県香美市 文化庁    文化庁巡回小学生公演 

11月 14日(水) 香川県三豊市 文化庁    文化庁巡回小学生公演 
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11月 15日(木) 徳島県美馬市 文化庁    文化庁巡回中学生公演 

11月 16日(金) 兵庫県姫路市 文化庁    文化庁巡回小学生公演 

11月 23日(金) 福岡  西日本オペラ協会    西日本オペラ協会演奏会 

11月 25日(日) 北九州  松本清張記念館              20周年 ｢砂の器｣ ｼﾈﾏ･ｺﾝｻｰﾄ          

12月 03日(月) 大牟田  福岡県市町村振興協会 中学生公演 

12月 08日(土) 福岡       西日本シティ銀行   ｢ＮＣＢ音楽祭｣公演 

12月 12日(水) 糸島  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

12月 13日(木) 糸島  福岡県市町村振興協会 中学生公演（2公演） 

12月 15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 16日(日) 大分  大分第九を歌う会          「第九」コンサート 

12月 19日(水) 福岡  ビルボードジャパン          ＡＳＫＡコンサート 

12月 26日(水)  福岡        福岡トヨタ自動車       レクサスコンサート 

平成 31年 

01月 07日(月) 熊本  熊本銀行            ニューイヤーコンサート 

01月 08日(火) 北九州  福岡銀行   ニューイヤーコンサート 

01月 10日(木) 長崎  親和銀行   ニューイヤーコンサート 

01月 11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 14日(月) 福岡  福岡銀行   ニューイヤーコンサート(2 公演) 

01月 15日(火) 長崎県佐世保 親和銀行   ニューイヤーコンサート 

01月 19日(土) 久留米  城島総合文化センター 九響城島公演 

01月 20日(日) 宗像  宗像ユリックス        宗像公演 

2 月 3日(日) 熊本  熊本県立劇場 他  オペラ｢ﾄﾞﾝ・ｼﾞｮﾊﾞﾝﾆ｣公演 

02 月 6日(水) 福岡  日本演奏連盟  新進演奏家育成プロジェクト 

02月 20日(水) 福岡  日本赤十字社福岡県支部 県支部 130周年記念コンサート 

02月 27日(水) 福岡  麻生塾     麻生塾コンサート 

3 月 15日(金) 福岡  オービック     オービックスペシャルコンサート 

3 月 17日(日) 北九州  北九州を歌う会    合唱組曲「北九州」公演 

（以上 108 公演） 

（室内楽公演） 

＜開催地＞       ＜主催者＞                   ＜内 容＞ 

平成 30年 

05月 26日(土) 中間  なかまハーモニーホール   中村太地と九響メンバーの饗宴 

5 月 30日(日) 久山  久原本家       室内楽公演 

6 月 4日(月) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭プレ（2 公演） 

6 月 11日(月) 熊本県御船 アートキャラバンくまもと  復興支援ミニコンサート(2公演)  

6 月 18日(月) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭プレ（2 公演） 
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6 月 18日(月) 福岡  福岡中央高校  吹奏楽部指導 

6 月 24日(日) 熊本県御船・嘉島 アートキャラバンくまもと 復興支援ミニコンサート（2 公演） 

7 月 9日(月) 熊本県嘉島 アートキャラバンくまもと 復興支援ミニコンサート  

7 月 9 日(月) 宗像  宗像ユリックス  宗像ミアーレ音楽祭プレ（2 公演） 

9 月 10日(月) 小郡  ヤマトホールディングス 音楽宅急便室内楽コンサート 

9 月 17日(月) 鹿児島      鹿児島市民文化ホール    鹿児島公演鑑賞講座 

9 月 18日(火) 熊本県益城 アートキャラバンくまもと 復興支援ミニコンサート（2 公演） 

9 月 18日(火) 佐賀県小城 佐賀県教職員互助会     スクールコンサート 

10月 7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 13日(土) 福岡      太志塾           室内楽公演 

10月 27日(土) 佐賀県佐賀 九州電力           室内楽公演 (2公演) 

10月 30日(火) 佐賀県武雄 佐賀県教職員互助会  スクールコンサート 

10月 30日(火)  熊本県嘉島 アートキャラバンくまもと 復興支援ミニコンサート（2 公演） 

11月 18日(日) 柳川      福岡県退職教職員協会  室内楽公演 

11月 18日(日) 福岡      九州電力           室内楽公演 

11月 21日(水) 福岡      嵯峨野        室内楽公演 

11月 26日(月) 直方      福岡県市町村振興協会  特別支援学校 室内楽公演 

11月 26日(月) 佐賀県吉野ヶ里 佐賀県教職員互助会  スクールコンサート 

11月 27日(火) 佐賀県白石 佐賀県教職員互助会  スクールコンサート 

12 月 3日(月) 福岡    福岡県文化議員連盟  県議会議場コンサート 

12 月 9日(日) 大分県大分    iichiko 総合文化センター ジュニアオーケストラ楽器指導 

12月 10日(月) 新宮      福岡県市町村振興協会  特別支援学校 室内楽公演 

12月 27日(木) 福岡      福岡県文化振興課   ランチタイムコンサート」 

平成 31年 

3 月 3日(日) 大分県大分    iichiko 総合文化センター ジュニアオーケストラ楽器指導 

3 月 10日(日) 長崎県島原    九州電力長崎営業所  島原復興記念館 室内楽公演 

3 月 22日(金) 福岡    福岡市文化振興課   福岡市美術館 室内楽公演 

（以上 39公演） 
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【参考】 

 平成 30年度公演数の前年度比 

 平成３０年度実績 平成２９年度実績 回数増減 

定 期 演 奏 会 １１公演 １１公演 増減なし     

巡 回 演 奏 会 １１公演 １１公演 増減なし 

特 別 演 奏 会 ５公演 ４公演 １公演増    

移動音楽教室 １公演 ３公演 ２公演減 ※１ 

依 頼 演 奏 会 108 公演 74 公演 34 公演増※１   

室 内 楽 公 演 39 公演        49 公演  10 公演減   ※ 

合  計 175 公演 １52 公演 23 公演増     

※１ 「中学生の未来に贈るコンサート」22 公演増、「文化庁巡回公演」9 公演増 

 

                                                                               以 上 


