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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） 会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

 

 第 384回 2020年 04月 24日（金）  指揮＝小泉和裕（音楽監督） 

第 384回 2020年 04月 24日（金）  ソプラノ＝並河寿美、アルト＝清水華澄 

第 384回 2020年 04月 24日（金）  テノール＝吉田浩之、バス＝山下浩司 

第 384回 2020年 04月 24日（金）  合唱＝九響合唱団 

  ＜ 宗教を超え自由と平和を求めたベートーヴェンのメッセージ ＞ 

ベートーヴェン／ミサ・ソレムニス ニ長調 作品 123 

 

第 385回 2020年 05月 22日（金）  指揮＝オッコ・カム 

第 385回 2020年 05月 22日（金）  ヴァイオリン＝成田達輝 

 ＜ 名匠オッコ・カムが魅せるフィンランドの音風景 ＞ 

    サッリネン／壁の音楽 作品 7 

シベリウス／ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品 47 

シベリウス／交響曲 第 1番 ホ短調 作品 39 

 

第 386回 2020年 06月 19日（金）  指揮＝ユベール・スダーン 

 ＜ スダーン×九響のシューベルト交響曲 ＞ 

    シューベルト／交響曲 第 7番 ロ短調 D 759「未完成」 

シューベルト／交響曲 第 8番 ハ長調 D 944「グレート」 

 

第 387回 2020年 07月 17日（金）  指揮＝鈴木優人 

第 387回 2020年 07月 17日（金）  ピアノ＝小菅優 

  ＜ 戦後 75年へⅠ 邦人作曲家選～戦後から現在まで ＞ 

     武満徹／弦楽のためのレクイエム 

矢代秋雄／ピアノ協奏曲 

小出稚子／委嘱作品（世界初演） 

伊福部昭／シンフォニア・タプカーラ 

（東京音楽大学付属図書館ニッポニカ・アーカイヴ・コレクション） 

 

第 388回 2020年 09月 19日（土）  指揮＝小泉和裕（音楽監督） 

第 388回 2020年 09月 19日（土）  ソプラノ＝安井陽子、アルト＝福原寿美枝 

第 388回 2020年 09月 19日（土）  合唱：九響合唱団 ほか 
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＜ 戦後 75年へⅡ 小泉・九響マーラー第 3弾「復活」 ＞  

マーラー／交響曲 第 2番 ハ短調 「復活」 

 

第 389回 2020年 10月 23日（金）  指揮＝カーチュン・ウォン 

第 389回 2020年 10月 23日（金）  オーボエ＝フィルップ・トーンドゥル 

  ＜ アジアの俊英カーチュン・ウォン再び ＞ 

    カリンニコフ／序曲「ヴィリーナ」 

Ｒ.シュトラウス／オーボエ協奏曲 ニ長調 

バルトーク／管弦楽のための協奏曲 

 

第 390回 2020年 11月 13日（金）  指揮＝沼尻竜典 

第 390回 2020年 11月 13日（金）  ピアノ＝アンドレイ・ガヴリーロフ 

＜ 戦後 75年へⅢ 沼尻の「レニングラード」 ＞ 

  モーツァルト／ピアノ協奏曲 第 20番 ニ短調 K.466 

ショスタコーヴィチ／交響曲 第 7番 ハ長調 作品 60「レニングラード」 

 

第 391回 2020年 12月 04日（金）  指揮＝小泉和裕（音楽監督） 

＜ ロマン主義推進の旗頭と脱ロマン派様式の実践者 ＞ 

モーツァルト／歌劇「魔笛」K.620,序曲 

ヒンデミット／交響曲「画家マティス」 

シューマン／交響曲 第 2番 ハ長調 作品 61 

 

第 392回 2021年 02月 26日（金）  指揮＝小泉和裕（音楽監督） 

第 392回 2021年 02月 26日（金）  ヴァイオリン＝クララ＝ジュミ・カン 

  ＜ 小泉渾身の「悲愴」 ＞ 

    ワーグナー／歌劇「リエンツィ」序曲 

グラズノフ／ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品 82 

チャイコフスキー／交響曲 第 6番 ロ短調 作品 74「悲愴」 

 

（２）北九州定期演奏会（２回） 

 

第 68回 2020年 05月 10日（日）  会場：北九州市立響ホール 

第 68回 2020年 05月 10日（日）  ヴァイオリン＆お話＝安永徹 

第 68回 2020年 05月 10日（日）  チェロ＝山本直輝（首席奏者） 

第 68回 2020年 05月 10日（日）  オーボエ＝佐藤太一（首席奏者） 

第 68回 2020年 05月 10日（日）  ファゴット＝埜口浩之 
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ドヴォルザーク／弦楽セレナード ホ長調 作品 22 

シューベルト／交響曲 第 5番 変ロ長調 D 485 

ハイドン／協奏交響曲 変ロ長調 Hob.Ⅰ-105 

 

第 69回 2020年 09月 06日（日）  会場：北九州芸術劇場大ホール 

第 69回 2020年 09月 06日（日）  指揮＝下野竜也 

第 69回 2020年 09月 06日（日）  ピアノ＝北村朋幹 

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第 5番 変ホ長調 作品 73「皇帝」 

スッペ／「ウィーンの朝・昼・晩」序曲 

スッペ／ 喜歌劇「怪盗団」序曲 

スッペ／ 喜歌劇「美しきガラテア」序曲 

スッペ ／喜歌劇「スペードの女王」序曲 

 

２．巡回演奏会（１２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.37 2020年 05月 09日（土）  ヴァイオリン＆お話＝安永徹 

vol.37 2020年 05月 09日（土）  チェロ＝山本直輝（首席奏者） 

vol.37 2020年 05月 09日（土）  オーボエ＝佐藤太一（首席奏者） 

vol.37 2020年 05月 09日（土）  ファゴット＝埜口浩之 

＜ 安永徹と九響の仲間たち ＞ 

ドヴォルザーク／弦楽セレナード ホ長調 作品 22 

シューベルト／交響曲 第 5番 変ロ長調 D 485 

ハイドン／協奏交響曲 変ロ長調 Hob.Ⅰ-105 

 

vol.38 2020年 7月 23日（木・祝） 指揮＆お話＝原田慶太楼 

vol.38 2020年 7月 23日（木・祝） ギター＝荘村清志 

vol.38 2020年 7月 23日（木・祝） 進行＝徳永玲子 

＜ 熱き舞踊音楽選 <天神でクラシック編> ＞ 

ヴィラ＝ロボス／ブラジル風バッハ 第 9番 

ｃｏｂａ／ギター協奏曲（新作） 

コープランド／組曲「アパラチアの春」 

    マルケス／ダンソン 第 2番 

 

vol.39 2020年 11月 06日（金）  指揮＆お話＝鈴木秀美 

＜ 鈴木秀美と辿る古典交響曲の歴史 ＞ 
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Ｃ.Ｐ.Ｅ.バッハ／シンフォニア ハ長調 Wq.182-3 

ハイドン／交響曲 第 82番 ハ長調「熊」Hob.Ⅰ-82 

    ベートーヴェン／交響曲 第 1番 ハ長調 作品 21 

 

vol.40 2021年 01月 27日（水）  指揮＆ヴァイオリン＝ローレンツ・ナストゥリカ 

 ＝ヘルシュコヴィチ 

vol.40 2021年 01月 27日（水）  ヴィオラ＝細川泉（首席奏者） 

vol.40 2021年 01月 27日（水）  進行＝奥田佳道 

＜ 続…モーツァルトをあなたに Vol.14 ＞ 

    モーツァルト／ディヴェルティメント ヘ長調 K.138 

モーツァルト／ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364 

モーツァルト／交響曲 第 40番 ト短調 K.550 

 

（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 21回 2020年 04月 11日（土）  指揮＝梅田俊明 

  第 21回 2020年 04月 11日（土）  ヴァイオリン＝漆原朝子 

＜ ベートーヴェン生誕 250年記念Ⅰ シューマン「春」とともに ＞ 

    ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品 61 

シューマン／交響曲 第 1番 変ロ長調 作品 38「春」 

 

第 22回 2020年 06月 06日（土）  指揮＝小泉和裕（音楽監督） 

  ＜ ベートーヴェン生誕 250年記念Ⅱ 不朽の名曲「田園」「運命」 ＞ 

    ベートーヴェン／交響曲 第 6番 ヘ長調 作品 68「田園」 

ベートーヴェン／交響曲 第 5番 ハ短調 作品 67「運命」 

 

第 23回 2020年 09月 05日（土）  指揮＝下野竜也 

第 23回 2020年 09月 05日（土）  ピアノ＝北村朋幹 

＜ ベートーヴェン生誕 250年記念Ⅲ 「皇帝」とオペレッタ王スッペ ＞ 

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第 5番 変ホ長調 作品 73「皇帝」 

スッペ／「ウィーンの朝・昼・晩」序曲 

スッペ ／喜歌劇「怪盗団」序曲 

スッペ／ 喜歌劇「美しきガラテア」序曲 

スッペ ／喜歌劇「スペードの女王」序曲 

 

第 24回 2021年 02月 14日（日）  指揮＝サッシャ・ゲッツェル 
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＜ ベートーヴェン生誕 250年記念Ⅳ 愛を語る名曲の花束 ＞  

ベートーヴェン／交響曲 第 8番 ヘ長調 作品 93 

Ｊ.シュトラウスⅡ／喜歌劇「こうもり」序曲 

コルンゴルト／シュトラウシアーナ 

Ｒ.シュトラウス／「ばらの騎士」組曲 

 

（３）その他の巡回演奏会（４回） 

 

福岡巡回演奏会 ＜第九公演＞ 

2020年 12月 20日（日）  会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

2020年 12月 20日（日）  指揮＝小泉和裕（音楽監督） 

2020年 12月 20日（日）  ソプラノ＝高橋絵理、アルト＝手嶋眞佐子、 

2020年 12月 20日（日）  テノール＝村上公太、バリトン＝与那城敬 

2020年 12月 20日（日）  合唱＝九響合唱団 ほか 

ベートーヴェン／交響曲 第 9番 ニ短調 作品 125「合唱付き」 

 

   北九州巡回演奏会 ＜第九公演＞ 

    2020年 12月 21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（音楽監督） 

2020年 12月 20日（日）  ソプラノ＝高橋絵理、アルト＝手嶋眞佐子、 

2020年 12月 20日（日）  テノール＝村上公太、バリトン＝与那城敬 

2020年 12月 20日（日）  合唱＝北九州フロイデコール 

ベートーヴェン／交響曲 第 9番 ニ短調 作品 125「合唱付き」 

 

福岡巡回演奏会 ＜ニューイヤーコンサート 2021（福岡公演）＞ 

2021年 01月 09日（土）  会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

2021年 01月 09日（土）  指揮＝原田慶太楼 

2021年 01月 09日（土）  歌＝イル・デーヴ 

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 2021（北九州公演）＞ 

2021年 01月 10日（日）  会場：北九州芸術劇場大ホール 

2021年 01月 10日（日）  指揮＝原田慶太楼 

2021年 01月 09日（土）  歌＝イル・デーヴ 

Ｊ.シュトラウスⅡ／ワルツ「美しく青きドナウ」ほか 
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３．特別演奏会（５回） 

 

（１）真夏の＜三大交響曲＞ 

2020年 08月 08日（土）  会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

2020年 08月 08日（土）  指揮＝秋山和慶 

シューベルト／交響曲 第 7番 ロ短調 D 759「未完成」 

ベートーヴェン／交響曲 第 5番 ハ短調 作品 67「運命」 

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）九響スペシャル 室内オーケストラの愉しみ ～ 2020 夏の宴 

    2020年 08月 12日（水）  会場：ＦＦＧホール 

    2020年 08月 12日（水）  コンサートマスター＝扇谷泰朋 

    ドヴォルザーク／管楽セレナード ニ短調 作品 44 

    モーツァルト／交響曲 第 35番 ニ長調「ハフナー」K.385 ほか 

 

（３）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） 

2020年 10月 27日（火）  会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

2020年 10月 27日（火）  指揮者＝未定 

楽曲未定 

共催：公益財団法人アクロス福岡 

 

（４）みんなで楽しもう！ 九響・春のこどもコンサート 

2021年 03月 20日（土）  会場：アクロス福岡シンフォニーホール 

    2021年 03月 20日（土）  指揮＝岩村力 

    2021年 03月 20日（土）  歌＆司会＝西けいこ 

    レスピーギ／交響詩「ローマの松」より ほか 

 

４．移動音楽教室（１回） 

中村学園三陽高等学校公演を予定 

 

５．依頼演奏会（７９回／室内楽４０回） 

＜開催地＞    ＜主 催＞            ＜内 容＞ 

2020 年 

04 月 08 日(水)    福岡      九州交響楽団           文化庁巡回公演資料用収録 

04 月 19 日(日)  熊本      ビルボードジャパン        玉置浩二コンサート 

04 月 29 日(水・祝)熊本      アクロス福岡           アクロス福岡開館 25 周年 
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＜開催地＞    ＜主 催＞            ＜内 容＞ 

 6 月 01 日(月)   福岡      東京海上日動           表彰式コンベンション 

06 月 02 日(火)   田川      福岡県市町村振興協会       中学生公演（2 公演） 

06 月 09 日(火)   福岡      福岡県立福岡中央高等学校     音楽鑑賞会 

06 月 13 日(土)   久留米     そよ風ホール           そよ風ホール演奏会 

06 月 23 日(火)   長崎県佐世保  文化庁              文化庁公演（小学校） 

06 月 24 日(水)   長崎県大村   文化庁              文化庁公演（小学校） 

06 月 25 日(木)   熊本      文化庁              文化庁公演（中学校） 

06 月 26 日(金)   熊本      文化庁              文化庁公演（小学校） 

06 月 30 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(水)   添田      福岡県市町村振興協会       中学生公演 

07 月 02 日(木)   田川      福岡県市町村振興協会       中学生公演（2 公演） 

07 月 03 日(金)   春日      福岡県市町村振興協会       中学生公演（2 公演） 

07 月 07 日(火)   宗像      福岡県市町村振興協会       中学生公演（2 公演） 

07 月 08 日(水)   添田      福岡県市町村振興協会       中学生公演 

07 月 10 日(金)   吉富      福岡県市町村振興協会       中学生公演 

08 月 01 日(土)   宗像      宗像ユリックス          宗像ミアーレ音楽祭プレ公演 

08 月 02 日(日)     筑前      筑前めくばーる          ファミリーコンサート 

08 月 04 日(火)   福岡      プロマックス           アニメ「鬼滅の刃」公演 

08 月 14 日(金)   福岡      アクシス             ＨＹコンサート 

08 月 23 日(日)   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 27 日(木)   宮崎      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 29 日(土)   山口県下関   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 

09 月 02 日(水)    八女       福岡県市町村振興協会       中学生公演（2 公演） 

09 月 09 日(水)   春日      福岡県市町村振興協会       中学生公演（2 公演） 

09 月 11 日(金)   筑前      福岡県市町村振興協会       中学生公演（2 公演） 

09 月 24 日(木)   飯塚      福岡県市町村振興協会       中学生公演（2 公演） 

09 月 27 日(日)   宗像        宗像ユリックス           宗像ミアーレ音楽祭 

09 月 29 日(火)   新宮       福岡県市町村振興協会        中学生公演 

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

10 月 01 日(木)   飯塚       福岡県市町村振興協会       中学生公演 

10 月 08 日(金)   福岡       西日本オペラ協会          西日本オペラ協会公演 

10 月 11 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 30 日(金)   福岡       エムアンドエム           藤村佑子 50 周年公演 

11 月 17 日(火)   熊本県芦北    文化庁              巡回公演（中学校） 

11 月 18 日(水)   熊本県甲佐    文化庁              巡回公演（小学校） 
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＜開催地＞    ＜主 催＞             ＜内 容＞ 

11 月 19 日(木)   熊本県八代    文化庁              巡回公演（小学校） 

11 月 20 日(金)   熊本県宇城   文化庁               巡回公演（小学校） 

11 月 24 日(火)   苅田      福岡県市町村振興協会         中学生公演 

11 月 25 日(水)   苅田      福岡県市町村振興協会         中学生公演（2 公演） 

11 月 26 日(木)   飯塚      福岡県市町村振興協会         中学校公演 

11 月 27 日(金)   甘木      福岡県市町村振興協会         中学校公演（2 公演） 

11 月 29 日(日)   長崎県佐世保  アルカスＳＡＳＥＢＯ        アニメ映像付コンサート 

12 月 08 日(火)   大野城     福岡県市町村振興協会         中学生公演 

12 月 12 日(土)   久留米     久留米音楽協会            「第九」公演 

12 月 13 日(日)   大分      大分第九を歌う会           「第九」公演 

12 月 15 日(火)   大野城     福岡県市町村振興協会        中学生公演（2 公演） 

12 月 25 日(金)   福岡      西日本シティ銀行          ｢ＮＣＢ音楽祭｣公演 

12 月 26 日(土)   福岡      福岡トヨタ自動車           レクサスコンサート（2 公演） 

2021 年 

01 月 07 日(木)   長崎県佐世保  親和銀行               ニューイヤーコンサート 

01 月 08 日(金)   佐賀      佐賀銀行               ニューイヤーコンサート 

01 月 12 日(火)   長崎      親和銀行               ニューイヤーコンサート 

01 月 13 日(水)   福岡      福岡銀行                ニューイヤーコンサート（2 公演） 

01 月 14 日(木)   熊本      熊本銀行               ニューイヤーコンサート 

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

01 月 23 日(土)   久留米     城島総合文化センター         城島公演 

01 月 31 日(日)   福岡      日本演奏連盟             新進演奏家育成プロジェクト 

02 月 07 日(日)   柳川      柳川市民会館             こけら落とし公演 

02 月 09 日(火)   福岡      麻生塾                麻生塾コンサート 

02 月 21 日(日)   宗像       宗像ユリックス            宗像公演 

03 月 02 日(火)   福岡      オービック               スペシャル・コンサート 

03 月 14 日(日)   北九州     北九州市                      合唱組曲「北九州」公演 

（以上、79 公演） 

 

（室内楽公演） 

 ※「福岡市美術館公演」「福岡アジア美術館公演」「宗像アウトリーチ公演」ほか、計 40 公演を予定 

 

 

 

〔 2020年 3月 26日、第１５回理事会にて承認済 〕 


