
 ブルーメンフィルハーモニー演奏会記録 

 
 

第 49回定期演奏会 

2019年 6月 23日（日）  14:00開演  

会場：ティアラこうとう 大ホール   

指揮：新通 英洋  

⚫ モーツァルト：交響曲第 38番ニ長調 「プラハ」 

⚫ ブルックナー：交響曲第７番 

 

第 48回定期演奏会 

2018年 12月 9日（日）  14:00開演  

会場：ティアラこうとう 大ホール    

指揮：阪 哲朗  

⚫ ベートーヴェン：交響曲第７番  

⚫ ベートーヴェン：交響曲第８番 

 

NPO法人 音楽の共同作業場～ヴェルディ「レクイエム」演奏会～東日本

音楽復興支援コンサート 

2018年 6月 3日（日）  13:30開演 

会場：新宿文化センター 大ホール  

指揮:寺本 義明  合唱指導:郡司 博、渡部 智也、内藤 裕史  

合唱：東京オラトリオ研究会、欅の会  

独唱:朴瑛実、加納悦子、ジン・スンオン、豊島雄一  

⚫ 慈恩玲乃：童謡の主題によるこどもたちのための交響歌 

⚫ ヴェルディ：レクイエム 

 
第 47回定期演奏会 

2017年 12月 10日（日）13:15会場 14:00開演 

杉並公会堂 大ホール   

指揮：寺岡 清高  

⚫ ウォルトン：「スピットファイア」前奏曲  

⚫ シベリウス：交響曲第 3番 

⚫ エルガー：交響曲第 1番  

 
第 46回定期演奏会 

2017年 7月 17日（月・祝）14:00開演  

杉並公会堂 大ホール  

指揮：武藤 英明  

⚫ グリンカ 「ルスランとリュドミュラ」序曲  

⚫ スメタナ 「我が祖国」より「ターボル」「ブラニーク」  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第 5番  

  

第 45回定期演奏会 

2017年 3月 26日（日）14:00開演 

第一生命ホール  

指揮・チェロ独奏：桑田 歩  

⚫ モーツァルト 「 フィガロの結婚」序曲  

⚫ ハイドン チェロ協奏曲 ニ長調  

⚫ シューマン 交響曲第 2番 ハ長調  

  

第 44回定期演奏会 

2016年 12月 11日(日) 14:00開演  

第一生命ホール  

指揮：寺岡 清高 

ヴァイオリン独奏：白井圭  

⚫ コルンゴルト バレエ音楽「雪だるま」より序曲  

⚫ コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲  

⚫ ブラームス 交響曲第 3番  

  

NPO法人 音楽の共同作業場～音楽復興支援演奏会～ 

マーラー 交響曲第 8番 変ホ長調 『千人の交響曲』  

2016年 5月 5日［木・祝］ 14:30開演 

東京芸術劇場コンサートホール  

指揮：ジェフリー・リンク 

管弦楽：ブルーメン・フィルハーモニー  

オルガン：新山恵理 

独唱： 

第 1 ソプラノ 國光ともこ、第 2 ソプラノ 朴瑛実、第 3 ソプラノ 見角悠代 

第 1 アルト 増田弥生、第 2 アルト 清水華澄 

テノール 望月哲也、バリトン 大井哲也 

合唱：新星合唱団、東京オラトリオ研究会、東京ライエンコーア、小平コーラ

ス・アカデミー、立川コーラス・アカデミー  

児童合唱：FCT郡山少年少女合唱団、オーケストラとうたう杜の歌・こども合

唱団、 

多摩グリーンロタキッド・クラブ、三鷹中央学園三鷹市立第三小学校合唱団 

合唱指導：郡司博、渡部智也、内藤裕史、渡部昌之、津上佳子、鈴木直

人、小林莊子 

第 43回定期演奏会 

2015年 12月 5日（土）18:30開演 

杉並公会堂 大ホール  

指揮：武藤 英明  

⚫ ウェーバー 「魔弾の射手」序曲  

⚫ シューベルト 交響曲第 5番  

⚫ ドヴォルザーク 交響曲第 8番  

 

第 42回定期演奏会 

2015年 8月 1日(土) 18:30開演 

第一生命ホール  

指揮：角田 鋼亮  

チェロ独奏：中木 健二  

⚫ バリー ブラームスへの哀歌  

⚫ ダルベール チェロ協奏曲  

⚫ ブラームス 交響曲第１番  

  

特別演奏会「18世紀シンフォニーの系譜」 

2014年 12月 13日（土）18:30開演 

第一生命ホール  

ゲスト首席チェロ：懸田貴嗣 （指揮者：なし）  

⚫ ラモー 歌劇「ナイス」より序曲シャコンヌ  

⚫ CPEバッハ シンフォニア in F Wq.183-3 H.665  

⚫ CPEバッハ シンフォニア in C (Strings) Wq.182-3 H.659  

⚫ ハイドン 交響曲 97番  

http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac46%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac46%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac46%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac46%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac45%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac44%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/npo%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e3%81%ae%e5%85%b1%e5%90%8c%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e5%a0%b4%ef%bd%9e%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e5%be%a9%e8%88%88%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a%ef%bd%9e/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac43%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac42%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a%e3%80%8c18%e4%b8%96%e7%b4%80%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%81%ae%e7%b3%bb%e8%ad%9c%e3%80%8d/


  

第 41回定期演奏会 

2014年 7月 27日（日）14:00開演 第一生命ホール  

指揮＆オーボエ独奏：古部賢一  

⚫ シューマン 交響曲第 3番「ライン」変ホ長調  

⚫ モーツァルト オーボエ協奏曲  

⚫ ハイドン 交響曲第 88番「V字」ト長調  

  

松本特別演奏会(依頼演奏） 

2014年 5月 25日（日）14:30開演  

キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）大ホール  

指揮：新通英洋,合唱指導：田中祐子  

合唱：マタイ合唱団（公募による県民合唱団）  

キリスト：稲垣俊也、福音史家：頃安利秀 

ソプラノ：遠藤久美子、メゾソプラノ：秋山雪美 

テノール：鏡貴之、バリトン：淡野太郎  

⚫ J.S.バッハ マタイ受難曲  

 

第 40回記念定期演奏会 

2013年 11月 24日（日）14:00開演  

すみだトリフォニーホール  

指揮：寺岡 清高 

ソプラノ：吉田 珠代, メゾソプラノ：中島 郁子, テノール： 与儀 巧, バ

リトン： 町 英和 

東京オラトリオ研究会・新星合唱団（合唱指揮：郡司 博）  

⚫ ハンス・ロット ジュリアスシーザーへの前奏曲  

⚫ ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第一幕への前奏曲  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第 9番  

⚫  

創設 20周年記念特別演奏会 

2013年 9月 15日（日）14:00開演  

ティアラこうとう  

指揮：大森悠  

独奏：バイオリン：伴野剛、ビオラ／原孝明  

⚫ ベートーヴェン レオノーレ序曲第 3番  

⚫ モーツァルト シンフォニア・コンチェルタンテ  

⚫ シューベルト 交響曲第 9(8)番「ザ・グレート」  

  

第 39回定期演奏会 

2013年 7月 15日（月・祝）14:00開演  

品川区立総合区民会館きゅりあん  

指揮：中田延亮  

フルート独奏：寺本義明  

⚫ グリーグ 「ペール・ギュント」第 1組曲  

⚫ ニールセン フルート協奏曲  

⚫ チャイコフスキー 交響曲第 5番  

  

第 38回定期演奏会 

2012年 12月 9日（日）14:00開演  

第一生命ホール  

指揮：寺本 義明 

⚫ ドビュッシー 牧神の午後へ前奏曲  

⚫ モーツァルト 交響曲第 35番「ハフナー」  

⚫ フランク 交響曲ニ短調  

  

第 37回定期演奏会 

2012年 7月 7日（土）18:30開演 

杉並公会堂  

指揮：寺岡清高  

⚫ シューマン ゲノヴェーヴァ序曲  

⚫ ツェムリンスキー 交響曲第 2番 変ロ長調  

⚫ ブラームス 交響曲第 4番 ホ短調  

  

松本特別演奏会(依頼演奏） 

2011年 11月 6日（日）14：00開演 

長野県松本文化会館  

指揮：唐沢 昌伸、伴野 剛  

ピアノ独奏：臼井 文代  

レクイエム合唱団  

⚫ モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲  

⚫ モーツァルト ピアノ協奏曲２７番  

⚫ モーツァルト レクイエム  

  

第 36回定期演奏会 

2011年 9月 25日（日）14：00開演 

すみだトリフォニーホール 

指揮：ゲルハルト・ボッセ  

⚫ ブラームス ハイドンの主題による変奏曲  

⚫ ブルックナー 交響曲第４番「ロマンティック」（ハース版）  

 

第 35回定期演奏会 

2011年 6月 11日（土）18:30開演 

第一生命ホール 

指揮：寺岡清高  

⚫ エルガー 「子供の魔法の杖」第 1組曲  

⚫ ヴォーン＝ウィリアムズ 交響曲第 5番 ニ長調  

⚫ シベリウス 交響曲第 5番 変ホ長調  

  

第 34回定期演奏会 

2010年 12月 12日(日) 14:00開演 

第一生命ホール 

指揮：山田和樹  

ソプラノ：田崎尚美  

⚫ 武満徹 弦楽のためのレクイエム  

⚫ シューベルト 交響曲第４番  

⚫ マーラー 交響曲第４番  

  

第 33回定期演奏会 

2010年 6月 5日(土) 18:30開演 

杉並公会堂 

指揮：寺岡清高  

⚫ ワーグナー リェンツィ序曲  

⚫ ハンス・ロット 田園風序曲 

⚫ ブラームス セレナーデ 1番 d-dur Op.11  
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特別演奏会 2010 

2010年 1月 24日（日）14:00開演 

第一生命ホール 

指揮：桑田 歩 

ヴァイオリン独奏：佐分利 恭子(Vn) ＊分＝イ分  

⚫ メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」Op.26  

⚫ ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第 1番 ト短調 Op.26  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第 3番 変ホ長調「英雄」Op.55  

  

第 32回定期演奏会 

2009年 9月 22日（火・祝）14:00開演 

杉並公会堂 

指揮：ゲルハルト・ボッセ  

⚫ メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」  

⚫ モーツァルト 交響曲 40番  

⚫ シューベルト 交響曲第 2番  

  

第 31回定期演奏会 

2009年 5月 30日（土）19:00開演 

ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：森口 真司  

⚫ ドヴォルザーク ノットゥルノ ロ長調 op. 40、B 47  

⚫ ドヴォルザーク 交響詩「水の精」 op. 107、 B 195  

⚫ ブラームス 交響曲第 2番 ニ長調、op.73  

  

第 30回記念定期演奏会 

2008年 12月 20日（土）19:00開演 

すみだトリフォニーホール 

指揮：寺岡 清高 

ピアノ独奏：関本昌平  

⚫ バルトーク 管弦楽のための協奏曲  

⚫ モーツァルト ピアノ協奏曲第 23番  

⚫ ベートーヴェン 「献堂式」序曲  

  

特別演奏会 2008 

2008年 6月 22日（日）14:00開演 

第一生命ホール 

指揮：伴野 剛  

⚫ ロッシーニ 「セヴィリアの理髪師」序曲  

⚫ レスピーギ 交響詩「ボッティチェリの三枚の絵」  

⚫ モーツァルト セレナーデ第 9番「ポストホルン」KV.320  

 

第 29回定期演奏会 

2007年 11月 25日（日）14:00開演 

第一生命ホール 

指揮：ゲルハルト・ボッセ  

⚫ J.C.バッハ シンフォニア ト短調 op.6-6  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第 2番 ニ長調  

⚫ モーツァルト 交響曲第 39番 変ホ長調  

  

 

 

 

特別演奏会 2007「ミロスラフ・ケイマル氏を迎えて」 

2007年 7月 15日（日）14:00開演 

三鷹芸術文化センター 風のホール 

指揮：寺岡清高  

⚫ ドヴォルザーク 交響曲第 7番  

⚫ ハイドン トランペット協奏曲  

⚫ 久石譲 「星を飲んだ少年」（映画「ハウルの動く城」より）  

⚫ ブラームス 大学祝典序曲 

  

第 28回定期演奏会 

2007年 1月 14日（日）14:00開演 

杉並公会堂 

指揮：寺岡清高  

⚫ モーツァルト フリーメイスンのための葬送音楽 KV.477  

⚫ R.シュトラウス 交響詩「死と浄化」Op.24  

⚫ シューマン 交響曲第 2番ハ長調 Op.61  

  

第 27回定期演奏会 

2006年 9月 30日（土）19:00開演 

第一生命ホール 

指揮：ミヒャエル・ディトリッヒ  

⚫ シューベルト 「魔法の竪琴（ロザムンデ）」序曲  

⚫ サリエリ 「ラ・フォリア」の主題による 26 の変奏曲  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第６番 「田園」  

  

特別演奏会 2006 

2006年 3月 21日（火・祝）14:30開演 

 第一生命ホール 

 指揮/独奏：桑田 歩  

⚫ モーツァルト ディヴェルティメント第 2番 変ロ長調 KV.137  

⚫ ハイドン チェロ協奏曲第 1番 ハ長調 Hob.Ⅶb-1  

⚫ メンデルスゾーン 交響曲第 3番「スコットランド」イ短調 op.56  

  

第 26回定期演奏会 

2005年 9月 24日（土）14:30開演 

第一生命ホール 

指揮：ゲルハルト・ボッセ  

⚫ メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」序曲  

⚫ ハイドン 交響曲第 100番「軍隊」  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第 1番  

  

第 25回定期演奏会 

2005年 4月 9日（土）19:00開演 

紀尾井ホール 

指揮：寺岡清高  

⚫ エルガー 序奏とアレグロ  

⚫ シベリウス 交響曲第７番  

⚫ エルガー 「エニグマ変奏曲」  
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第 24回定期演奏会 

2004年 12月 19日（日）14時開演 

ミューザ川崎シンフォニーホール 

指揮：森口真司  

⚫ ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と愛の死  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第７番  

⚫ ブラームス 悲劇的序曲  

 

 第 23回定期演奏会 

2004年 4月 18日（日）14時開演 

かつしかシンフォニーヒルズ 

指揮：山田和樹  

⚫ ディーリアス 間奏曲「楽園への道」（歌劇「村のロメオとジュリエット」よ

り）  

⚫ ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」全曲  

⚫ シューマン 交響曲第１番「春」  

  

第 22回定期演奏会 

2003年 10月 26日（日）14:30開演 

かつしかシンフォニーヒルズ 

指揮＆オーボエ独奏：古部賢一  

⚫ モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲  

⚫ モーツァルト オーボエ協奏曲  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第 5番「運命」  

 

第 21回定期演奏会 

2003年 4月 20日（日) 14:00開演 

すみだトリフォニーホール 

指揮：渡邊一正  

⚫ スッペ 「軽騎兵」序曲  

⚫ チャイコフスキー 「くるみ割り人形」組曲  

⚫ ドヴォルザーク 交響曲第 9番「新世界より」  

  

第 20回特別記念演奏会 

2002年 11月 4日(月・祝) 14:00開演 

すみだトリフォニーホール 

指揮：中田延亮 

合唱：東京オラトリオ研究会 合唱指揮：郡司博 

ソプラノ独唱：藤田美奈子 バリトン独唱：青山貴  

⚫ ブラームス ハイドンの主題による変奏曲  

⚫ ブラームス ドイツレクイエム  

  

第 19回定期演奏会「ブラームスチクルスⅤ」 

2002年 4月 21日(日) 14時 30分開演 

かつしかシンフォニーヒルズ 

指揮：中田延亮 ピアノ独奏：迫昭嘉  

⚫ シューマン 交響曲 第 4番  

⚫ ブラームス ピアノ協奏曲 第 2番  

  

 

 

 

 

特別演奏会 「ネオ・ロマンティシズム～20世紀の音楽シーンより」 

2001年 11月 23日(金・祝) 14:00開演 

IMA ホール(大江戸線「光が丘」)  

指揮：上野正博 

ビオラ独奏：須田祥子  

⚫ Ｒ．シュトラウス 「メタモルフォーゼン」  

⚫ ヒンデミット 「白鳥を焼く男」  

⚫ フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」  

⚫ ミヨー バレエ音楽「屋根の上の牛」 

  

第 18回定期演奏会 

2001年 6月 23日(土）19:00開演 

紀尾井ホール 

指揮：金山隆夫  

⚫ ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲  

⚫ シューベルト 交響曲第 3番  

⚫ シューマン 交響曲第 3番「ライン」  

  

第 17回定期演奏会 「ブラームスチクルスⅣ」 

2000年 11月 4日(土）19:00開演 

かつしかシンフォニーヒルズ 

指揮：中田 延亮 チェロ：藤森 亮一  

⚫ メンデルスゾーン 「フィンガルの洞窟」序曲 作品 26  

⚫ シューマン チェロ協奏曲 イ短調 作品 129  

⚫ ブラームス 交響曲第 3番 ヘ長調 作品 90  

  

第 16回定期演奏会 「ブラームスチクルスⅢ」 

2000年 2月 13日(日）14:00開演 

ティアラこうとう 

指揮：河原哲也  

⚫ シューマン ゲーテの「ファウスト」からの情景 序曲  

⚫ ハイドン 交響曲第９７番 ハ長調  

⚫ ブラームス 交響曲第４番 ホ短調 作品 98  

  

第 15回定期演奏会 

1999年 9月 25日(土) 19:00開演 

バリオホール 

ヴァイオリン独奏：松村 一郎、ヴィオラ独奏：伴野 剛  

⚫ イベール モーツァルトへのオマージュ  

⚫ 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  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第 2番 ニ長調 作品 36  

  

第 14回定期演奏会 

1999年 5月 9日(日) 14:00時開演 

紀尾井ホール 

指揮 & ピアノ独奏：内藤 佳有  

⚫ モーツァルト ピアノ協奏曲第 23番 イ長調 KV488  

⚫ モーツァルト 交響曲第 38番ニ長調 KV504 「プラハ」  

⚫ シベリウス 交響曲第 5番 変ホ長調 op.82  
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第 13回定期演奏会「ブラームスチクルスⅡ」 

1998年 11月 3日(祝) 14:00開演 

杉並公会堂 

指揮：早川 正昭  

ヴィオラ独奏：須田祥子  

⚫ ベートーヴェン 「エグモント」序曲  

⚫ バルトーク ヴィオラ協奏曲  

⚫ ブラームス 交響曲第２番  

  
第 12回定期演奏会「ブラームスチクルスⅠ」 

1998年 6月 14日(日) 14:00開演 

三鷹市芸術文化センター風のホール 

指揮:金山 隆夫 ピアノ独奏:佐藤 展子  

⚫ シューマン 「マンフレッド」序曲  

⚫ シューマン ピアノ協奏曲イ短調  

⚫ ブラームス 交響曲第１番ハ短調  

  

第 11回定期演奏会 

1998年 1月 24日(土) 19:00開演 

川口リリア音楽ホール 

指揮者:麻生 哲也 コントラバス:中田 延亮  

⚫ ストラヴィンスキー 協奏曲「ダンバートン・オークス」  

⚫ クーセヴィツキー コントラバス協奏曲嬰へ短調  

⚫ ブラームス セレナーデ第１番ニ長調 

  

第 10回演奏会 

1997年 9月 15日(祝) 14:00開演 

カザルスホール 

指揮:金山 隆夫  

⚫ ディーリアス 夏の歌  

⚫ ブリテン 青少年のための管弦楽入門  

⚫ シューベルト 交響曲第９番「ザ・グレート」  

  

第９回演奏会 

1997年 5月 11日(日) 

三鷹市芸術文化センター風のホール 

指揮:河原 哲也  

⚫ シューベルト 交響曲第４番ハ短調  

⚫ ビゼー 交響曲第１番ハ長調  

⚫ モーツァルト ディヴェルティメント KV137  

  

特別演奏会 Vol.2～ストリングスの悦楽～ 

1997年 3月 20日(日) 

石橋メモリアルホール 

指揮:堀 伝  

⚫ モーツァルト ディヴェルティメントニ長調 KV136  

⚫ V=ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲  

⚫ チャイコフスキー 弦楽セレナーデ  

  

 

 

 

 

第８回演奏会 

1996年 12月 22日(日) 

三鷹市芸術文化センター風のホール 

指揮:金山 隆夫  

⚫ シューベルト 交響曲第８番「未完成」ロ短調  

⚫ ヒンデミット 弦楽器と金管楽器のための演奏会用音楽  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第４番変ロ長調  

  

特別演奏会「ヴァイオリニスト 天満敦子を迎えて」 

1996年 8月 24日(土) 

ティアラこうとう大ホール 

指揮:金山 隆夫 ヴァイオリン:天満 敦子  

⚫ ウェーベルン フーガ（リチェルカータ）「J.S.バッハ『音楽の捧げもの』  

⚫ ～六声のリチェルカーレ」に基づく  

⚫ プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲第 1番ニ長調  

⚫ ブラームス ヴァイオリン協奏曲ニ長調  

  

第７回演奏会 

1996年 7月 7日(日) 

三鷹市芸術文化センター風のホール 

指揮:中田 延亮、麻生 哲也  

独奏：クラリネット／濃沼 雅史 ファゴット／服部 健太  

⚫ Ｒ・シュトラウス クラリネット、ファゴットのための二重小協奏曲  

⚫ モーツァルト 交響曲第２９番イ長調  

⚫ Ｊ.Ｓ.バッハ ブランデンブルク協奏曲第３番 ト長調  

⚫ ストラビンスキー 「プルチネルラ」組曲 (１９４９年版)  

  

第６回演奏会「メンデルスゾーン・プログラム」 

1996年 4月 14日(日) 

川口リリア音楽ホール 

指揮:今井 治人  

⚫ メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」序曲  

⚫ メンデルスゾーン 交響曲第５番「宗教改革」  

⚫ メンデルスゾーン 交響曲第３番「スコットランド」イ短調  

  

第５回演奏会～ドイツ交響楽の系譜～ 

1995年 10月 8日(日)  

川口リリア音楽ホール 

指揮:金山 隆夫  

⚫ ハイドン 交響曲第９９番変ホ長調  

⚫ シェーンベルク 室内交響曲第２番  

⚫ シューマン 交響曲第２番 ハ長調  

  

第４回演奏会 

1995年 3月 21日(祝) 

カザルスホール 

指揮:三石 精一  

⚫ モーツァルト 交響曲第３９番変ホ長調  

⚫ ディーリアス 春初めてのかっこうをきいて  

⚫ レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア第１組曲  

⚫ プロコフィエフ 交響曲第１番「古典」  
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第３回演奏会「ベートーヴェン・プログラム」 

1994年 9月 15日(祝) 

ルネこだいら大ホール 

指揮:寺岡 清高 ピアノ:吉沢 京子  

⚫ ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲第３番  

⚫ ベートーヴェン ピアノ協奏曲第４番  

⚫ ベートーヴェン 交響曲第６番「田園」ヘ長調  

  

第２回演奏会 

1994年 3月 21日(祝) 

府中の森芸術劇場ウィーンホール 

指揮:河原 哲也  

⚫ ベートーヴェン 「シュテファン王」序曲  

⚫ ワーグナー ジークフリート牧歌  

⚫ メンデルスゾーン 交響曲第４番「イタリア」イ長調  

  

第１回演奏会「秋風のコンチェルト」 

1993年 9月 11日(土) 

武蔵野市民文化会館小ホール 

指揮:寺岡 清高 ピアノ:吉沢 京子 オーボエ:大森 悠  

⚫ Ｒ．シュトラウス オーボエ協奏曲  

⚫ ブリテン シンプル・シンフォニー  

⚫ ベートーヴェン ピアノ協奏曲第３番ハ短調  

 

http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a%e3%80%8c%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%8d/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/
http://blumenphilharmonie.net/note/%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%9b%9e%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a%e3%80%8c%e7%a7%8b%e9%a2%a8%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%83%88%e3%80%8d/

