
2018年10月3日(水)

第375回定期
7/27(⼟土)

指揮=⼩小泉和裕
アルト＝清⽔水華澄 　 　⼥女女声合唱＝九響合唱団
児童合唱＝久留⽶米児童合唱団	  ほか

第379回定期
11/22(⾦金金)

指揮=ダレル・アン 　 　ソプラノ=砂川涼⼦子
バリトン=⻘青⼭山	  貴 　合唱＝九響合唱団

第376回定期
8/30(⾦金金)

指揮=マルチェロ・レーニンガー
ギター=ラファエル・アギーレ

第380回定期
12/11(⽔水)

指揮=ヴァレリー・ポリャンスキー

第377回定期
9/20(⾦金金)

指揮=⼩小泉和裕
第381回定期
2020	  1/23(⽊木)

指揮=⼩小泉和裕
ヴァイオリン=扇⾕谷泰朋

第378回定期
10/11(⾦金金)

指揮=広上淳⼀一 　 　ヴィオラ＝豊嶋泰嗣
ピアノ＝浜松国際ピアノコンクール優勝者

第382回定期
2020	  2/7(⾦金金)

指揮=ロッセン・ミラノフ
トランペット=エリック・オービエ

第383回定期
2020	  	  3/12(⽊木)

予定

指揮=⼩小泉和裕

マーラー／交響曲 第3番 ニ短調　★

ラヴェル／道化師の朝の歌　☆
　　　　 　　組曲「マ・メール・ロワ」
　　　　 　　ボレロ
フォーレ／レクイエム

ファリャ／組曲「三角帽子」 第1番　☆
ロドリーゴ／アランフェス協奏曲
バーンスタイン／管弦楽のためのディヴェルティメント　★
ヒナステラ／組曲「エスタンシア」　★

チャイコフスキー／交響曲 第1番 ト短調「冬の日の幻想」

　　　　　　　　　　　　バレエ音楽「くるみ割り人形」第2幕　☆

ワーグナー／ジークフリート牧歌

ブルックナー／交響曲 第7番 ホ長調（ノヴァーク版）

ドヴォルザーク／序曲「謝肉祭」
 　　　　　　　　　　ヴァイオリン協奏曲 イ短調
 　　　　　　　　　　交響曲 第7番 ニ短調

ヴェルディ／歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
ショパン／ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調（予定）
ベルリオーズ／交響曲「イタリアのハロルド」

プロコフィエフ／組曲「キージェ中尉」　☆
トマジ／トランペット協奏曲
プロコフィエフ／交響曲 第5番 変ロ長調

定期会員・天神でクラシック会員・名曲午後のオーケストラ会員の
募集開始は 2019年1月 を予定しています

　
チケット発売日・チケット料金は改めてお知らせ致します

　【お問い合わせ】

九響チケットサービス　TEL 092-823-0101
(受付時間／平日 午前9：30~午後5：30）

ベートーヴェン／交響曲 第4番 変ロ長調

Ｒ.シュトラウス／交響詩「英雄の生涯」

※出演者・曲目等は都合により変更することがございます

 　 　 　 　 　 　 　 　 　定	  期	  演	  奏	  会 　	  会場:アクロス福岡シンフォニーホール

★は九響初演　☆は定期初演

前期 後期

速報！	
　　　2019年度 プログラム決定！	



Vol.33
4/13(⼟土)

	  
指揮＆お話=川瀬賢太郎
ヴァイオリン＝中村太地

Vol.35
9/27(⾦金金)

指揮＆お話=茂⽊木⼤大輔

Vol.34
6/8(⼟土)

指揮＆お話=鈴⽊木優⼈人 　コントラバス＝幣隆太朗
ヴァイオリン＝九響メンバー
（扇⾕谷泰朋、⼤大⼭山佳織、齋藤⽻羽奈⼦子、葉⽯石真⾐衣）

Vol.36
2020	  1/27(⽉月)

指揮＆クラリネット＝マティアス・グランダー

第17回
6/29(⼟土)

指揮=⼩小泉和裕
ピアノ=広瀬悦⼦子

第19回
11/9(⼟土)

指揮＆ピアノ＝ヴァハン・マルディロシアン

第18回
9/7(⼟土)

指揮=尾⾼高忠明
チェロ＝⼭山崎伸⼦子

第20回
2020	  2/15(⼟土)

指揮=⼩小林研⼀一郎
ヴァイオリン=前橋汀⼦子

4/14(⽇日) 第66回北九州定期演奏会
会場：響ホール

2020	  1/4(⼟土) ニューイヤーコンサート2020（北九州）
会場：北九州芸術劇場⼤大ホール

8/7(⽔水） 三⼤大交響曲の⼣夕べ
会場：アクロス福岡シンフォニーホール

2020	  1/5(⽇日) ニューイヤーコンサート2020（福岡）
会場：アクロス福岡シンフォニーホール

9/8(⽇日) 第67回北九州定期演奏会
会場：北九州芸術劇場⼤大ホール

2020	  3⽉月	  予定 東京公演
会場：調整中

12/22(⽇日) 第九公演（北九州）
会場：アルモニーサンク北九州ソレイユホール

2020	  3/21(⼟土) 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

12/23(⽉月) 第九公演（福岡）
会場：アクロス福岡シンフォニーホール

2020	  3/29(⽇日) 吹奏楽ジョイント・コンサート
会場：アクロス福岡シンフォニーホール

指揮=⼩小泉和裕

ベートーヴェン／交響曲 第4番 変ロ長調
Ｒ.シュトラウス／交響詩「英雄の生涯」

ホルスト／木星（組曲「惑星」より）
和泉宏隆（真島俊夫編曲、天野正道補作）／宝島　ほか

指揮＆ヴァイオリン=篠崎史紀

スッペ／喜歌劇「軽騎兵」序曲
ランナー／ワルツ「モーツァルト党」
J.シュトラウスII／ポルカ「狩」、　ワルツ「美しき青きドナウ」　ほか

指揮=⼩小泉和裕 　 　ソプラノ＝調整中
アルト=調整中 　 　テノール=城	  宏憲
バリトン=加⽾耒	  徹	  	   　 　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 「合唱付き」

指揮＆サクソフォーン=須川展也

バリトン=加⽾耒	  徹	  	   　 　合唱＝北九州市⺠民フロイデコール

ベートーヴェン／交響曲 第9番 ニ短調 「合唱付き」

曲目調整中

シューベルト／交響曲 第7番 ロ短調 「未完成」
ベートーヴェン／交響曲 第5番 ハ短調 「運命」
ドヴォルザーク／交響曲 第9番 ホ短調 「新世界より」

指揮＆お話=川瀬賢太郎 　 　ヴァイオリン＝中村太地
　グリンカ／歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
　ショスタコーヴィチ／ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調
　芥川也寸志／弦楽のための三楽章「トリプティーク」
　ショスタコーヴィチ／交響曲 第9番 変ホ長調

指揮=下野⻯竜也

アルト=調整中 　 　テノール=城	  宏憲
指揮=⼩小泉和裕 　 　ソプラノ＝調整中 指揮=岩村	  ⼒力力 　歌＆司会＝⻄西けいこ

指揮=尾⾼高忠明 　ヴァイオリン＝南紫⾳音
ウォルトン／戴冠式行進曲「王冠」
ヴォーン・ウィリアムス／揚げひばり、　エルガー／愛のあいさつ
ディーリアス／楽園への道（T.ビーチャム編曲）
エルガー／行進曲集「威風堂々」 第1番、第4番　ほか

指揮＆ヴァイオリン=篠崎史紀

スッペ／喜歌劇「軽騎兵」序曲
ランナー／ワルツ「モーツァルト党」
J.シュトラウスII／ポルカ「狩」、　ワルツ「美しき青きドナウ」　ほか

ウォルトン／戴冠式行進曲「王冠」
エルガー／チェロ協奏曲 ホ短調
ディーリアス／楽園への道（T.ビーチャム編曲）
エルガー／行進曲集「威風堂々」 第1番、第4番　ほか

ベートーヴェン／「エグモント」序曲
サン＝サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ
マスネ／タイスの瞑想曲、　サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン
チャイコフスキー／交響曲 第4番 ヘ短調

グリンカ／歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ショスタコ―ヴィチ／ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調
芥川也寸志／弦楽のための三楽章「トリプティーク」
ショスタコ―ヴィチ／交響曲 第9番 変ホ長調

ロッシーニ／歌劇「ウィリアム・テル」序曲
ショスタコ―ヴィチ／バレエ音楽「黄金時代」より
オネゲル／交響的運動 第2番 「ラグビー」
オッフェンバック／喜歌劇「天国と地獄」序曲　ほか

ヴィヴァルディ／「調和の霊感」第10番 RV580
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四つのヴァイオリンのための協奏曲）
ニーノ・ロータ／コントラバスと管弦楽のための協奏的ディヴェルティメント
メンデルスゾーン／交響曲 第4番 イ長調「イタリア」

モーツァルト／歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527
　　　　　　　　　クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
　　　　　　　　　交響曲 第39番  変ホ長調 K.543

その他の主催公演

 　 　 　 　天神でクラシック	  “音楽プロムナード” 　会場:FFGホール

 　 　 　 　 　 　 　 　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

スッペ／喜歌劇「詩人と農夫」序曲
リスト／ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
ベルリオーズ／幻想交響曲

シベリウス／交響詩「フィンランディア」
グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調
 　　　　　　組曲「ペール・ギュント」第１番、第2番


