
2014年10月28日（火）

第339回定期
4/24(⾦金金)

	  指揮：⼩小泉和裕
第343回定期
9/18(⾦金金)

	  指揮：⼩小泉和裕
	  ピアノ：⼩小⼭山実稚恵

第340回定期
5/22(⾦金金)

	  指揮：ダレル・アン
	  トロンボーン：ファブリス・ミリシェー

第344回定期
10/22(⽊木)

	  指揮：川瀬賢太郎
	  ヴァイオリン：リチャード・リン

第341回定期
6/23(⽕火）

	  指揮：尾⾼高忠明
第345回定期
11/20(⾦金金)

	  指揮：ゴロー・ベルク
	  ピアノ：アンナ・ヴィニツカヤ

第342回定期
7/6(⽉月)

	  指揮：下野⻯竜也 　アルト：池⽥田⾹香織
	  合唱：九響合唱団

第346回定期
	  12/4(⾦金金)

	  指揮：⼩小泉和裕
	  ヴァイオリン：川久保賜紀

 第347回定期
 2016 2/6（土)

 指揮：アンドレア・バッティストーニ
 独唱：カニオ：福井 敬 (T)、ネッダ：嘉目真木子(S)
 トニオ：桝 貴志 (Br) 、 シルビオ:塩入功司（Br)
ペッペ：与儀 巧 (T)
 合唱：九響合唱団、ＮＨＫ福岡児童合唱団MIRAI

　ブラームス／大学祝典序曲 作品80
　ブラームス／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
　武満 徹／波の盆 ＊1983年日本テレビ制作ドラマ（芸術祭大賞受賞）テーマ曲
　R.シュトラウス／歌劇「ばらの騎士」組曲　作品59

　
　ベートーヴェン／歌劇「フィデリオ」序曲
　ブラームス／ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15
　ブラームス／交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

S=5,200円　A=4,200円　B=3,100円　学生=1,100円

　ロッシーニ／歌劇「ウィリアム•テル」序曲
　ベルリオーズ／序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
　レオンカヴァッロ／歌劇「道化師」〈演奏会形式〉

　《３つの「ペレアスとメリザンド」Ⅰ》
　フォーレ／組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80
　マーラー／交響曲第5番 嬰ハ短調

　
　チャイコフスキー／幻想序曲「ロメオとジュリエット」
　トマジ／トロンボーン協奏曲
 　《シベリウス⽣生誕150年記念》
　シベリウス／交響曲 第1番 ホ短調 作品39

　
　　エルガー／序曲「コケイン」~ロンドンの下町で 作品40
　《シベリウス⽣生誕150年記念》《３つの「ペレアスとメリザンド」Ⅱ》
　　シベリウス／組曲「ペレアスとメリザンド」 作品46
　　シベリウス／アンダンテ・フェスティーボ
　　エルガー／創作主題による変奏曲「エニグマ（なぞ）」作品36

 　《原爆投下70年「平和への祈り」》
　三善 晃／「夏の散乱」
　三善 晃／「焉歌・波摘み」
　J.S.バッハ＝レーガー編／おお人よ、汝の大いなる罪を嘆け BWV622
 　《オラトリオ（合唱⾳音楽）の世界Ⅷ》
　シュニトケ／オラトリオ「長崎」

前期

定期演奏会 　	  会場:アクロス福岡シンフォニーホール

テーマ＝〈愛と平和	  Love	  and	  Peace〉

　ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
 　《３つの「ペレアスとメリザンド」Ⅲ》
　シェーンベルク／交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

　
　ボロディン／歌劇「イーゴリ公」序曲
　ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
 　《スクリャービン没後100年》
　スクリャービン／交響曲 第4番 「法悦の詩」 作品54

後期

速報！	
　　　　　　2015年度 プログラム決定！	



Vol.17
5/10(⽇日)

	  指揮＆お話：梅⽥田俊明
	  ピアノ：仲道祐⼦子

Vol.19
10/10(⼟土)

	  指揮＆お話：井﨑正浩
	  サクソフォーン＆お話：須川展也

Vol.18
7/18(⼟土)

	  指揮＆お話：⼭山下⼀一史
Vol.20

2016	  1/27(⽔水)
	  指揮＆ヴァイオリン：ライナー・ホーネック
	  語り：奥⽥田佳道

第1回
4/5(⽇日)

指揮：⼩小泉和裕
ヴァイオリン：三浦⽂文彰

第3回
9/6(⽇日)

指揮：⼩小林研⼀一郎
ヴァイオリン：漆原啓⼦子

第2回
6/6(⼟土)

指揮：本名徹次
ピアノ：辻井伸⾏行行

第4回
	  12/23(⽔水・祝)

指揮：⼩小泉和裕
ソプラノ：松⽥田奈緒美 　ﾒｿﾞ・ｿﾌﾟﾗﾉ：⿃鳥⽊木弥⽣生
テノール：⻘青栁素晴 　バリトン：福島明也
合唱：九響合唱団 　福岡県合唱連盟福岡⽀支部合同合唱団

6/13(⼟土) 第58回北九州定期演奏会
会場：響ホール

	  20161/9(⼟土) ニューイヤーコンサート2016（福岡）
会場：アクロス福岡シンフォニーホール

9/5(⼟土) 第59回北九州定期演奏会
会場：北九州芸術劇場⼤大ホール

	  2016	  1/10(⽇日) ニューイヤーコンサート2016（北九州）
会場：北九州芸術劇場⼤大ホール

11/3(⽕火) 第7回	  久留⽶米定期演奏会
会場：⽯石橋⽂文化センター

2016	  3/19(⼟土) 九響	  親と⼦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

	  12/24(⽊木） 第九の⼣夕べ（北九州）
会場：アルモニーサンク北九州ソレイユホール

　指揮：⼩小林研⼀一郎 　ピアノ：⼩小林亜⽮矢乃
	  	  	  スメタナ：連作交響詩「わが祖国」より　ヴルタヴァ（モルダウ）
　チャイコフスキー／ピアノ協奏曲	 第１番	 変ロ短調	 作品23
　チャイコフスキー／交響曲	 第6番	 ロ短調	 	 作品74	 「悲愴」

　指揮＆お話：現⽥田茂夫 　ソプラノ：未定
　J.シュトラウス：美しく青きドナウ　他

　指揮＆ヴァイオリン：篠崎史紀  　指揮：現⽥田茂夫 　ソプラノ：未定

  リスト／ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
　トーク・解説「音の絵巻物を解く~アラビアンナイトの秘密~」
　　　　　　　　（オーケストラ付き）
　リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」 作品35

　ボロディン／交響詩「中央アジアの草原にて」
　保科　洋／風紋
　ブトリー／アルトおよびソプラノのサクソフォーンと管弦楽のための協奏曲
　グラズノフ／アルト・サクソフォーン協奏曲　変ホ長調 作品109
　ビゼー／劇音楽「アルルの女」第１組曲•第２組曲より

　Ｊ.シュトラウスⅠ／ラデツキー行進曲 作品228
　Ｊ.シュトラウスⅡ／エジプト行進曲 作品335
　ベートーヴェン／トルコ行進曲
  古関裕而／オリンピック・マーチ
　メンデルスゾーン／劇音楽「真夏の夜の夢」作品61より 結婚行進曲
　ワーグナー／歌劇「ローエングリン」より 第3幕への前奏曲~結婚行進曲
  エルガー／行進曲「威風堂々」第1番 ニ長調 作品39
  ドヴォルザーク／スラヴ舞曲 第1番 ハ長調
  ブラームス／ハンガリー舞曲 第6番 変ニ長調
  モーツァルト／ドイツ舞曲より「そりすべり」
   Ｊ.シュトラウスⅡ／ワルツ「南国のバラ」作品388、アンネン・ポルカ作品117
  チャイコフスキー／組曲「くるみ割り人形」より
　                トレパック、アラビアの踊り、中国の踊り、 花のワルツ

 　＜続…モーツァルトをあなたに！ 　Vol.9	  	  ＞
　モーツァルト／歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲 K.621
　モーツァルト／ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」
　モーツァルト／交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」

天神でクラシック“音楽プロムナード” 　会場:FFGホール

　指揮：⼩小泉和裕	  ソプラノ：松⽥田奈緒美 　ﾒｿﾞ・ｿﾌﾟﾗﾉ：⿃鳥⽊木弥⽣生
	  ソプラノ：松⽥田奈緒美 　ﾒｿﾞ・ｿﾌﾟﾗﾉ：⿃鳥⽊木弥⽣生 　テノール：⻘青栁素晴 　バリトン：福島明也
	  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」

A=3,700円　B=2,900円　学生=1,100円

S=6,000円　A=5,000円　B=4,000円　学生=1,500円（名曲第1・3・4回）／　S=8,500円　A=7,500円　B=6,500円　学生=2,000円（名曲第2回）

名曲・午後のオーケストラ	  会場：アクロス福岡シンフォニーホール

　チャイコフスキー／歌劇「エフゲニー・オネーギン」より ポロネーズ
　チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
　ベートーヴェン／交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

　スメタナ／連作交響詩「わが祖国」より　ヴルタヴァ（モルダウ）
　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6番 ロ短調  作品74 「悲愴」

  グリンカ／歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
　チャイコフスキー／ピアノ協奏曲 第１番 変ロ短調 作品23
　ハチャトゥリアン／組曲「仮面舞踏会」より ワルツ
　ハチャトゥリアン／バレエ音楽「ガイーヌ」より
　　　　　　　　 剣の舞、子守唄、バラの乙女たちの踊り、レズギンカ
　ラヴェル／ボレロ

　ベートーヴェン／交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱付き」

　指揮：飯森範親 　ピアノ：河村尚⼦子
	 サリエリ作曲：歌劇「ファルスタッフ」序曲
	 モーツァルト：ピアノ協奏曲	 第25番	 ハ長調	 K.503
	 モーツァルト：交響曲	 第39番	 変ホ長調	 K.543

　指揮＆お話：⻘青島広志 　テノール：⼩小野勉
　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　他

　ベートーヴェン：ロマンス 第１番 ト長調、第２番 ヘ長調
　モーツァルト：交響曲 第40番 ト短調 K.550
　J.シュトラウス：酒・女・唄、アンネンポルカ、雷鳴と稲妻　　他

　J.シュトラウス：美しく青きドナウ　他


