
※場所の表記がないものは，半田福祉文化会館（雁宿ホール）

※これは，webサイト用の参考資料であり，修正されることがあります

（1年目～）

設立記念演奏会

(599/599)
1986（昭和61）年9月14日
半田勤労福祉会館 講堂

指揮：山田 均（団員）

ゲスト：チェリッシュ

ブラームス ハンガリー舞曲第５番

シベリウス 交響詩「フィンランディア」

ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」第4楽章

第1回定期演奏会

(599/599)
1987（昭和62）年2月21日
半田勤労福祉会館 講堂

指揮：山田 均（団員）

ベートーヴェン 「エグモント」序曲

シューベルト 交響曲第8番「未完成」

ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」（全曲）

NTTはんだトークコンサート

(599/599)
1987（昭和62）年7月19日
半田勤労福祉会館 講堂

指揮：山田 均（団員）

ソリスト：大谷 康子

ワーグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

ヴィヴァルディ 「四季」より（春）・（夏）

ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」



第2回定期演奏会

(1,142/1,300)
1988（昭和63）年2月28日

指揮：谷地 秀則（団員），山田 均 （団員）

グルック 「アウリスのイフィゲニア」序曲

チャイコフスキー スラブ行進曲

シューベルト 交響曲9番「グレイト」

第3回定期演奏会

(871/1,300)
1988（昭和63）年12月11日

指揮：山田 均（団員），石原 立教

ソリスト：山田 敏裕

チャイコフスキー 「くるみ割り人形」より

シューマン ピアノ協奏曲

チャイコフスキー 交響曲第5番

ファミリーコンサート 「きままに音楽世界の旅」

(1,000/1,300)
1989（平成元）年6月3日

指揮：吉田 年一

ソリスト：大久保 ナオミ

ビゼー 「カルメン」第１組曲より

ボロディン 交響詩「中央アジアの高原にて」

ビゼー 「アルルの女」第２組曲より

ベートーヴェン 「ロマンス」

サラサーテ 「ツィゴイネルワイゼン」

メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」より「結婚行進曲」

Ｊ・シュトラウス 「美しき青きドナウ」

エルガー 「威風堂々」第1番



第4回定期演奏会

(599/1,300)
1989（平成元）年11月26日

指揮：吉田 年一

エロール 歌劇「ザンパ」序曲

リスト 交響詩「レ・プレリュード」

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

5年目

青少年のためのファミリーコンサート

(1,000/1,300)
1990（平成2）年6月3日

指揮：古谷 誠一

ソリスト：山崎 晴代，佐野 智子

Ｊ・シュトラウスⅡ 「雷鳴と電光」

アンダーソン 「踊る子猫」 ハチャトゥリアン 組曲「ガイーヌ」より 「剣の舞」

カバレフスキー 組曲「道化師」より 「ギャロップ」

ベルリオーズ ハンガリー行進曲

サン=サーンス 組曲「動物の謝肉祭」

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

スメタナ 交響詩「わが祖国」より 「モルダウ」

第5回定期演奏会

(520/1,300)
1990（平成2）年12月9日

指揮：寺島 康郎

ベートーヴェン 交響曲第8番
ドヴォルザーク 交響曲第8番



（6年目）

設立5周年記念ファミリーコンサート

(600/1,300)
1991（平成3）年6月16日

指揮：山田 信芳

ラモー ピーターリーブ編曲 フランス・ルネッサンス舞曲集

ヘンデル 歌劇「ベンルニーチェ」より 「メヌエット」

パッフェルベル 「カノン」

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

ビゼー 「アルルの女」組曲より

ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」第4楽章

第6回定期演奏会

(700/1,300)
1991（平成3）年12月22日

指揮：山田 信芳

ソリスト：久保 下智生

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲

グリーグ ピアノ協奏曲

ベートーヴェン 交響曲第1番

ファミリーコンサート「夏まつり」

(650/1,300)
1992（平成4）年7月12日

指揮：鞍掛 昭二、吉田 年一

鞍掛昭二 オーケストラのための組曲「はんだ」より 第1曲「山車まつり」

モーツァルト 「後宮からの誘拐」序曲

ムソルグスキー 交響詩「禿山の一夜」

グリーグ 「ペールギュント」第１組曲

チャイコフスキー 「くるみ割り人形」より「花のワルツ」



第7回定期演奏会

(675/1,300)
1992（平成4）年12月13日

指揮：岩村 力

シューベルト 交響曲第8番「未完成」

ブラームス 交響曲第2番

ファミリーコンサート

(686/1,300)
1993（平成5）年6月27日

指揮：岩村 力

モーツァルト 「劇場支配人」序曲

マスカーニ 「カバレリア・ルスティカーナ」間奏曲

アンダーソン シンコペィテッド・クロック ブリンギ・ブレンク・ブランク フィドル・ファドル

ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第1楽章

チャイコフスキー アンダンテカンタービレ

ワーグナー 「ニュルンベルグのマイスタージンガー」前奏曲

第8回定期演奏会

(906/1,300)
1993（平成5）年12月5日

指揮：岩村 力 ソリスト：矢口 十詩子

ベートーヴェン 「エグモント」序曲

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第１番

チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」



’94ファミリーコンサート

(914/1,300)
1994（平成6）年6月19日

指揮：鞍掛 昭二，寺島 康郎

合唱：半田少年少女合唱団

鞍掛昭二 オーケストラのための組曲「はんだ」より 第2曲「南吉」

モーツァルト 「アヴェ・ヴェルム・コルプス」

ロッシーニ 歌劇「泥棒かささぎ」序曲

グノー 組曲「ファウスト」より抜粋

シベリウス 「カレリア組曲」より「マーチ風に」

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲

チャイコフスキー 大序曲「1812年」

第9回定期演奏会

(734/1,300)
1994（平成6）年12月25日

指揮：寺島 康郎

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲

ビゼー 「カルメン」第2組曲

ブラームス 交響曲第4番

（10年目）

’95ファミリーコンサート「きままに音楽世界の旅」パートⅡ

(579/1,300)
1995（平成7）年6月11日

指揮：寺下 徹

シベリウス 交響詩「フィンランディア」

バーバー 弦楽のためのアダージョ

伊福部 昭 交響譚詩

サン・サーンス 「サムソンとデリラ」より

ドビュッシー 小組曲

ボロディン 「ダッタン人の踊り」



第10回定期演奏会

(642/1,300)
1995（平成7）年12月17日

指揮：寺下 徹

ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」より

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

ベートーヴェン 交響曲第7番

（11年目）

’96ファミリーコンサート

(739/1,300)
1996（平成8）年6月9日

指揮：鞍掛 昭二、河津 政實

鞍掛昭二 オーケストラのための組曲「はんだ」より 第3曲「蔵のまち」

ディズニー映画より 「ディズニー・マジック」

ジョン・ウィリアムズ 「Ｅ・Ｔ」

ミュージカル「キャッツ」より 「メモリー」

ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」より

「ジュラシック・パーク」より

創立10周年記念演奏会

(1,300/1,300)
1996（平成8）年12月15日

指揮：岩村 力

独唱： 松波 千津子 下村 弘美 山田 正丈 妹尾 樹

合唱：半田市合唱協会

ワーグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱付き」



’97ファミリーコンサート 「半田の風 音にのせて」

(845/1,300)
1997（平成9）年6月8日

指揮：鞍掛 昭二、河津 政實

合唱：乙川小合唱部

鞍掛昭二 オーケストラのための組曲「はんだ」 全曲完成発表

ハチャトゥリアン バレエ音楽「ガイーヌ」より

ケテルビー 中国寺院の庭にて

サン=サーンス アルジェリア組曲

第11回定期演奏会

(497/1,300)
1997（平成9）年12月7日

指揮：河津 政實

ベートーヴェン 悲劇「コリオラン」序曲

フォーレ 組曲「ペアレスとメリザンド」

シベリウス 交響曲第2番

’98ファミリーコンサート 名曲旅行～オーストリア・ドイツ・イタリア編

(737/1,300)
1998（平成10）年6月7日

指揮：寺島 康郎

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

アルビノーニ 「アダージョ」

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」



第12回定期演奏会

(862/1,300)
1998（平成10）年12月6日

指揮：寺島 康郎

ソリスト：馬渡 麻喜子

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

チャイコフスキー 交響曲第5番

’99ファミリーコンサート 名曲旅行～チェコ・ロシア編

(807/1,300)
1999（平成11）年7月11日

指揮：古谷 誠一

ドヴォルザーク 「謝肉祭」

チャイコフスキー 幻想的序曲「ロミオとジュリエット」

ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」

第13回定期演奏会

(672/1,300)
1999（平成11）年12月5日

指揮：古谷 誠一

ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」

ムソルグスキー 交響詩「禿山の一夜」

ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」



（15年目）

’00ファミリーコンサート 名曲旅行～フランス編

(715/1,300)
2000（平成12）年7月2日

指揮：古谷 誠一

ベルリオーズ 「ハンガリー行進曲」

ドリーブ 「シルビア組曲」

デュカス 「魔法使いの弟子」

ビゼー 「アルルの女」第1組曲

ラヴェル 「ボレロ」

第14回定期演奏会

(837/1,300)
2000（平成12）年12月17日

指揮：古谷 誠一

ソリスト：古川 展生

ワーグナー 「さまよえるオランダ人」序曲

ドヴォルザーク チェロ協奏曲

ブラームス 交響曲第1番

（16年目）

創立15周年記念 2001ファミリーコンサート

(776/1,300)
2001（平成13）年6月24日

指揮：岩村 力

ワーグナー 歌劇「ローエングリン」第3幕への前奏曲

プロコフィエフ 「ピーターと狼」

グリーグ 弦楽のための組曲「ホルベアの時代から」

レスピーギ 交響詩「ローマの松」



創立15周年記念 第15回定期演奏会

(952/1,300)
2001（平成13）年12月23日

指揮：岩村 力

ソリスト：Mario Fabijanic

モーツァルト クラリネット協奏曲

マーラー 交響曲第1番「巨人」

2002ファミリーコンサート「踊るオーケストラ」

(774/1,300)
2002（平成14）年6月30日

指揮：吉田 裕史

ドヴォルザーク スラブ舞曲第1・10番
ヨハン・シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ

ヨハン・シュトラウス 鍛冶屋のポルカ

ヨハン・シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲

アンダーソン ブルータンゴ

アンダーソン サンドペーパーバレエ

チャイコフスキー バレエ組曲「眠れる森の美女」

第16回定期演奏会

(633/1,300)
2002（平成14）年12月8日

指揮：吉田 裕史

ソリスト：宗川 諭理夫

リスト 交響詩「前奏曲」

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲

シューマン 交響曲第3番「ライン」



2003ファミリーコンサート

(1,234/1,300)
2003（平成15）年6月15日

指揮：吉田 裕史

メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」から「結婚行進曲」

ポンキエルリ 歌劇「ジョコンダ」から「時の踊り」

ドヴォルザーク 「新世界より」から第2楽章

エルガー 「威風堂々」 第1番
ジェームズ・ホーナー 大ヒット作品集

サウンド・オブ・ミュージック

スター・ウォーズ エピソード Ⅰ

ハリー・ポッターと賢者の石 交響組曲

第17回定期演奏会

(650/817)
2003（平成15）年12月7日
大府市勤労文化会館 もちのきホール

指揮：吉田 裕史

シューベルト 交響曲第8番「未完成」

ショスタコーヴィッチ 交響曲第5番

2004ファミリーコンサート

(986/1,300)
2004（平成16）年6月13日

指揮：松尾 葉子

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」

チャイコフスキー イタリア奇想曲

ヨハン・シュトラウスII 美しく青きドナウ

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」



こどものための星空コンサート

(240/240)
2004（平成16）年8月29日
半田空の科学館 プラネタリウムホール

指揮：鞍掛 昭二

☆弦楽アンサンブル セレナーデト長調 カノン

☆木管アンサンブル いつも何度でも

☆金管アンサンブル ディズニーメドレー

☆オーケストラ合奏

ペルシャの市場にて

美しく青きドナウ

小さな世界

ザ・サウンド・オブ・ミュージック

半田混声合唱団 結成40周年記念 第37回定期演奏会

2004（平成16）年11月7日
作曲、指揮：加藤 豊

合唱組曲：潮干祭 （合唱団の伴奏）

第18回定期演奏会

(744/1,300)
2004（平成16）年12月19日

指揮：山田 和樹

交響曲第1番 （ボロディン）

交響曲第6番「悲愴」 （チャイコフスキー）



（20年目）

2005ファミリーコンサート

(1,120/1,300)
2005（平成17）年6月12日

指揮：堀 俊輔

交響曲第5番「運命」より第1楽章

ウィリアム・テル序曲 より

「くるみ割り人形」より「小行進曲」「花のワルツ」

弦楽セレナーデ第1楽章

「カルメン」より「闘牛士」「ハバネラ」

組曲「ペールギュント」より「朝の気分」

組曲「惑星」より「木星」

（アンコール） G線上のアリア

「くるみ割り人形」よりトレパーク

第19回定期演奏会

（740/1,300）
2005（平成17）年11月27日

指揮：中村 暢宏

大学祝典序曲

パルジファルより前奏曲・聖金曜日の音楽

交響曲第3番 （ブラームス）

（アンコール） ハンガリー舞曲第1番



成岩公民館ファミリーコンサート

(120)
2005（平成17）年12月18日
成岩公民館 講堂

指揮：鞍掛 昭二

カルメン組曲より

クリスマスメドレー

いつも何度でも

トトロの歌

We wish you a merry christmas
運命 第1楽章

ペルシャの市場にて

（21年目）

創立20周年記念 2006ファミリーコンサート

(1,300/1,300)
2006（平成18）年6月11日

指揮：鞍掛 昭二，新通 英洋

ソリスト：竹内 梓(Flt.)，矢口 十詩子(Vn.)
合唱：半田混声合唱団

オーケストラのための組曲「はんだ」

フルート協奏曲第1番第1楽章 （モーツァルト）

ツィゴイネルワイゼン

バレエ音楽「白鳥の湖」より



創立20周年記念 第20回定期演奏会

(1,300/1,300)
2006（平成18）年12月17日

指揮：新通 英洋

独唱： 松浪 千津子 大橋 多美子 工 幸嗣 岡本 茂朗

合唱：半田市合唱協会 （合唱指揮：水田 哲夫）

序曲 レオノーレ 第3番
交響曲第9番 【合唱付】

※2007年以降の訪問演奏会は，公式webサイトの「レギュラー演奏会以外の活動」のページに抜粋掲載

2007ファミリーコンサート

(1,300/1,300)
2007（平成19）年6月17日（日）

指揮：古谷 誠一

ソリスト：山田 敏裕(Piano)

キャンディード序曲

ロデオ「カウボーイの休日」

弦楽のためのアダージョ

ラプソディ･イン･ブルー

オリンピックファンファーレとテーマ

タイプライター

舞踏会の美女

ジョンウィリアムズに捧ぐ

パイレーツ オブ カリビアン

ウエストサイドストーリー セレクション

（アンコール） 星条旗よ永遠なれ

（アンコールのみ，半田市立半田中学校吹奏楽部，東海市立上野中学校吹奏楽部 の各有志，

および一般参加者[合計32名]と共演）



第21回 定期演奏会

(725/1,300)
2007（平成19）年12月23日（日）

指揮：古谷 誠一

リエンツィ序曲

チェコ組曲

交響曲第4番「ロマンティック」

（アンコール） 主よ、人の望みの喜びよ

2008ファミリーコンサート

(1,170/1,300)
2008(平成20)年6月15日（日）

指揮：長田 雅人 独唱： 児玉 弘美（Sop.） 笛田 博昭（Ten.）
司会：池沢 美和子

「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲

「アイーダ」大行進曲

プッチーニ オペラアリア セレクション

「ジャンニ・スキッキ」より、私のお父さん

「蝶々夫人」より「ある晴れた日に」

「トスカ」より「星は光りぬ」

「トゥーランドット」より「だれも寝てはならぬ」

〈アンコール〉「ラ ボエーム」より「うるわしき乙女」

ロメオとジュリエット セレクション（プロコフィエフ）

前奏曲、朝の踊り、マドリガル、 モンタギュー家とキャピュレット家、別れの前のロメオとジュリエット ジ

ュリエットの墓の前のロメオ

〈アンコール〉 「カヴァレリア ルスティカーナ」より間奏曲

※中国四川大地震災害義援金募金実施 合計金額29,950円



第22回 定期演奏会

（1,033 /1,300）
2008（平成20）年12月21日（日）

指揮：長田 雅人

ピアノ：杉野 加代子

ハンガリー狂詩曲 第2番
ピアノ協奏曲 第2番
（ラフマニノフ） アンコール 「楽興の時」より第3番（シューベルト）

交響曲 第3番 「英雄」

（アンコール） アヴェ・ヴェルム・コルプス

2009ファミリーコンサート

（704/1,300）
2009（平成21）年6月14日（日）

指揮：中原 朊哉

司会：野呂 夕貴

組曲「水上の音楽」（ハーティ版）

「真夏の夜の夢」序曲

連作交響詩「わが祖国」より「モルダウ」

交響詩「ローマの噴水」

アンコール：ドナウ河の漣（さざなみ）



第23回 定期演奏会

（690 /1,300 ）

2009（平成21）年11月22日（日）

指揮：山上 純司

悲劇的序曲

組曲「仮面舞踏会」

交響曲第4番 （チャイコフスキー）

アンコール：アンダンテ カンタービレ （チャイコフスキー）

（25年目）

2010 ファミリーコンサート

（980/1300）
2010（平成22）年6月20日（日）

指揮：山上 純司

MC：野呂 夕貴

フィンランディア

グリーンスリーヴス幻想曲

ワルツ「春の声」

エジプト行進曲

交響詩「ジャングル大帝」より

トランペット吹きの休日

波濤を越えて

ティコ・ティコ

「パリの喜び」より 第22曲Vivo、第23曲舟歌

フニクリ・フニクラ

「三角帽子」より「終幕の踊り」

アンコール：「篤姫」メインテーマ



第24回 定期演奏会

（753 /1,300）
2010（平成22）年12月19日（日）

指揮：古谷 誠一

「イーゴリ公」 序曲

「ファウスト」 バレエ音楽

交響曲 第4番 （ブラームス）

アンコール：「マノン レスコー」間奏曲

（26年目）

創立25周年記念 2011ファミリーコンサート

（1259/1300）
2011年6月26日（日）

指揮：山上 純司

お話とナレーション：青島広志

「魔笛」序曲

ウィーンの森の物語

序曲「1812年」

イソップ動物記 （青島広志）

アンコール：「天国と地獄」より



創立 25 周年記念 第 25 回 定期演奏会

（900/1,300）

2011（平成 23）年 12 月 18 日（日）

指揮：松尾葉子

「サムソンとデリラ」よりバッカナール

古風なメヌエット

「アルルの女」第 2 組曲

組曲「展覧会の絵」（ラヴェル編）

アンコール：「アルルの女」よりアダージェット

舞踏会の美女

2012 ファミリーコンサート

（1,014/1,300）

2012（平成 24）年 6 月 17 日（日）

指揮：三河正典

ピアノ：野村幸代

「スラブ舞曲集」より 1－1（ドヴォルザーク）

「レ・シルフィード」より 1:前奏曲、8:華麗なる大円舞曲

「月の光」

「愛の夢」

「舞踏への勧誘」

「ピアノ協奏曲 第 1 番」 （チャイコフスキー）

アンコール：「ジムノペディ」第１番



第 26回定期演奏会

「リブシェ」序曲 （スメタナ）

「カレリア」組曲

ラフマニノフ 交響曲第 2番

アンコール：「ヴォカリーズ」（ラフマニノフ）

2013 ファミリーコンサート

2013年 6月 6日（日）

指揮：山上 純司

MC：三浦 沙知子

威風堂々 第１番

「新世界から」より 第 2楽章

亡き王女のためのパヴァーヌ

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

交響組曲「ドラゴンクエスト」序曲

虹の彼方に

美女と野獣 （弦楽ヴァージョン）

オペラ座の怪人

第 27回 定期演奏会

2013年 12月 15日（日）

(775/1,300)
指揮：山上 純司

スウェーデン狂詩曲 第 1番 「夏至の徹夜祭」

バレエ組曲「眠りの森の美女」

交響曲第 2番（ブラームス）

アンコール：大河ドラマ「八重の桜」メインテーマ



2014 ファミリーコンサート

2014年 6月 15日（日）

（1,092/1,300）
指揮：三河 正典

MC：三浦 沙知子

おはなし：池田 昇 （半田空の科学館館長）

交響曲第 41番より第 1楽章 （モーツァルト）

ワルツ「天体の音楽」

組曲「惑星」より「木星」

組曲「宇宙戦艦ヤマト」

ムーンライト・セレナーデ

星に願いを

組曲「スター・ウォーズ」より

アンコール 「E ・ T」メインテーマ（抜粋）

第 28回定期演奏会

2014年 12月 21日（日）

(711/1,300)
指揮：三河 正典

歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

バレエ音楽「コッペリア」より

前奏曲とマズルカ

ワルツ・レント

麦の穂のバラード

チャルダッシュ

情景と人形のワルツ

ギャロップ 終曲

交響曲第 5番（チャイコフスキー）

アンコール：花のワルツ（チャイコフスキー）



（30年目）

2015 ファミリーコンサート

（850/1,300）
2015（平成27）年6月14日（日）

指揮：山上 純司

ゲスト：山﨑 武司

歌劇「ローエングリン」より 第3幕への前奏曲

「クシコスポスト」

「口笛吹きと犬」

「剣の舞」

「交響曲第7番」より第1楽章（ベートーヴェン）

狂詩曲「スペイン」

管弦楽組曲第3番より アリア（バッハ）

組曲「火の鳥」（1919年版）

アンコール：「道化師」より「ギャロップ」

第 29回定期演奏会

(717/1,300)
2015年 12月 20日（日）

指揮：山上 純司

リュートのための古風なアリアと舞曲 第 2組曲

スラブ行進曲

交響曲第 2番（シベリウス）

アンコール：アンダンテ・フェスティーヴォ（シベリウス）



（31年目）

創立 30周年記念 2016 ファミリーコンサート

東海市芸術劇場大ホール

(1,025/1,025)
2016（平成 28）年 6月 19日（日）

指揮：山上純司

お話：青島広志

東京オリンピックファンファーレ(1964)
「こうもり」序曲

「スピットファイア」前奏曲とフーガ

交響曲第 5番 「運命」 第 4楽章

マリオネットの葬送行進曲

サンドペーパーバレエ

イパネマの娘（弦楽合奏版）

だったん人の踊り（ポロヴェツ人の踊り）

アンコール：「真田丸」メインテーマ

ラデツキー行進曲

創立 30周年記念 第 30回定期演奏会

（928/1,300）

2017年 2月 26日（日）

指揮：古谷 誠一

合唱：半田市合唱協会

タンホイザー序曲

交響曲第 9番「合唱付き」



2017 ファミリーコンサート

東海市芸術劇場大ホール

（731/1,025）

2017（平成 29）年 7月 9日（日）

指揮：三原 明人

MC：三浦 沙知子

中央アジアの草原にて

「白鳥の湖」より「ワルツ」

交響曲第 3番「ライン」第 1楽章

組曲「はんだ」より「蔵のまち」

「ペールギュント」組曲より「朝」

森の鍛冶屋

「わが祖国」より「ボヘミアの森と草原から」

アンコール：ポルカ「雷鳴と稲妻」

第 31回定期演奏会

（685/1,300）

2017年 12月 17日（日）

指揮：松川 智哉

「オベロン」序曲

ハイドンの主題による変奏曲

交響曲第 6番 「悲愴」

アンコール：「悲しきワルツ」（シベリウス）



2018 ファミリーコンサート

(742/1,300)

2018年 6月 17日（日）

指揮：松川 智哉

司会：佐井祐里奈

お話（学校の先生）：永友康之（東海市立横須賀中学校教員）

♪「軽騎兵」序曲

♪アルルの女 より ファランドール

♪シェヘラザード 第１楽章

♪水上の音楽 より アラホーンパイプ

♪おもちゃの兵隊の行進曲

♪踊る子猫

♪クイズコーナー

「展覧会の絵」より「プロムナード」

「四季」より「春」第 1楽章

「白鳥の湖」より「情景」

♪交響曲第９番「新世界より」から第４楽章

♪アンコール「赤とんぼ」

第 32回定期演奏会

（501/1,300）

2019年 1月 27日（日）

指揮：米津 俊広

♪歌劇「ナブッコ」序曲

♪小組曲 （ドビュッシー）

♪交響曲第 1番 （シベリウス）

♪（アンコール）カレリア組曲より第 3曲「行進曲風に」



2019 ファミリーコンサート

(1,148/1,300)

2019年 6月 30日（日）

指揮：小島 岳志

司会：松岡 ひとみ

♪シネマに敬礼

♪タイタニック

♪美しく青きドナウ

♪アナと雪の女王

♪レ・ミゼラブル

♪ゴッドファーザー（弦楽版）

♪ジュラシック・パーク

♪20世紀フォックスファンファーレ（オープニング）

♪「美女と野獣」より弦楽版（アンコール）

第 33回定期演奏会

（615/1,300）

2019年 12月 15日（日）

指揮：古谷 誠一

♪エグモント序曲

♪イタリア奇想曲

♪交響曲第 1番 （ブラームス）

♪（アンコール）ハンガリー舞曲第 4番（ブラームス）



（35年目）

公演中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

2020 ファミリーコンサート

（予定していた内容）

2020年 6月 21日（日）

指揮：平川 範幸

”生誕 250年 ベートーヴェンのお誕生会”

♪ 「魔弾の射手」序曲

♪ 「フィデリオ」序曲

♪ハイドン 交響曲第 94番「驚愕」より 第 2楽章

♪幻想交響曲より 第 4楽章

♪大学祝典序曲

♪「ロザムンデ」序曲

♪交響曲第 6番「田園」より 第 1楽章

2020年 11～12月の 第 34回定期演奏会も，（同理由で）中止

2021年 6月の 2021ファミリーコンサートも，（同理由で）中止



（36年目）

公演中止（愛知県への非常事態宣言発出と新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

創立 35周年

2021 ファミリーコンサート

”ベートーヴェンのお誕生会”（2020年＝生誕 250周年）

（予定していた内容）

2021年 6月 20日（日）

指揮：平川 範幸

司会：酒井 和音

♪ 「魔弾の射手」序曲

♪ 「フィデリオ」序曲

♪大学祝典序曲

♪ハイドン 交響曲第 94番「驚愕」より 第 2楽章

♪「ロザムンデ」序曲

♪交響曲第 6番「田園」より 第 1楽章

冬の演奏会 2021 ※「創立 35周年 第 35回定期演奏会」を名称変更・限定公開

2021年 12月 19日（日）

（390/1300）
指揮：古谷 誠一

♪ドビュッシー スコットランド風行進曲（民謡の主題による）オーケストラ版

♪リスト 交響詩「レ・プレリュード（前奏曲）」

♪ドヴォルザーク 交響曲第 9番ホ短調「新世界より」



2022 ファミリーコンサート

2022年 6月 19日（日）

(716/1300)
指揮：平川 範幸

司会：服部 千代

♪ シベリウス 交響詩「フィンランディア」

♪ ブラームス ハンガリー舞曲第 5番
♪ ビゼー カルメン組曲第 1番・第 2番より

「闘牛士」「ハバネラ」「闘牛士の歌」「ジプシーの踊り」

♪ J.シュトラウス 2世 皇帝円舞曲

♪ V.ウィリアムズ グリーンスリーヴス幻想曲

♪ スメタナ 組曲「わが祖国」より 第 2曲「モルダウ」

第 36回定期演奏会

2022年 12月 18日（日）

(/1300)
指揮：古谷 誠一

ピアノ：沢田 蒼梧

♪ モーツァルト 「劇場支配人」序曲

♪ チャイコフスキー ピアノ協奏曲第 1番
♪ サン=サーンス 交響曲第 3番「オルガン付き」


