
　　　グリーン交響楽団 　これまでの演奏会グリーン交響楽団 　これまでの演奏会プログラム

日時 会場 指揮 独奏

1989 第１回　グリーンコンサート 1989年2月19日 国際交流センター大ホール
モーツァルト 交響曲第４１番ハ長調「ジュピター」 団員

第１回　定期演奏会 1989年11月11日 西宮アミティホール
ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲 団員
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第３番ト長調 団員
ブラームス 交響曲第２番ニ長調

1990 第２回　グリーンコンサート 1990年4月15日 厚生年金会館中ホール
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲 団員
ベートーヴェン 交響曲第５番ハ短調「運命」

第２回　定期演奏会 1990年11月11日 厚生年金会館中ホール
ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房達」序曲 団員
モーツァルト 交響曲第３８番ハ長調「プラハ」
ドヴォルザーク 交響曲第８番ト長調

1991 第３回　グリーンコンサート 1991年4月15日 森ノ宮ピロティホール
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲 団員
ベートーヴェン 交響曲第７番イ長調

第３回　定期演奏会 1991年11月9日 ザ・シンフォニー・ホール
ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」序曲 団員
シューベルト 交響曲第８番ロ短調「未完成」
ブラームス 交響曲第４番ホ短調

1992 第４回　グリーンコンサート 1992年4月19日 森ノ宮ピロティホール
Ｊ・シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲 団員
ドヴォルザーク 交響曲第９番ホ短調「新世界より」

第４回　定期演奏会 1992年11月7日 森ノ宮ピロティホール
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 団員
メンデルスゾーン 交響曲第３番イ短調「スコットランド」
チャイコフスキー 交響曲第６番ロ短調「悲愴」

1993 第５回　グリーンコンサート 1993年4月18日 森ノ宮ピロティホール
スメタナ 連作交響詩「我が祖国」より「モルダウ」 団員
モーツァルト 管楽器のための協奏交響曲より第１楽章 団員
ビゼー 「アルルの女」第１・２組曲より抜粋

第５回　定期演奏会 1993年11月6日 ザ・シンフォニー・ホール
ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲 団員
ビゼー 交響曲第１番ハ長調 団員
シベリウス 交響曲第２番ニ長調 金　洪才

1994 第６回　グリーンコンサート 1994年4月7日 森ノ宮ピロティホール
ベルリオーズ ラコッツィ行進曲 団員
レハール ワルツ「金と銀」
ポンキエリ 歌劇「ジョコンダ」より「時の踊り」
ヴォーン・ウィリアムス 「グリーンスリーブス」による幻想曲
チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲

第６回　定期演奏会 1994年11月23日 尼崎アルカイックホール
ハチャトゥリアン バレエ音楽「ガイーヌ」抜粋 団員
チャイコフスキー イタリア奇想曲 団員
チャイコフスキー 交響曲第４番ヘ短調 堀　俊輔

1995 第７回　グリーンコンサート 1995年4月23日 森ノ宮ピロティホール
モーツァルト 交響曲第４０番ト短調 団員
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」から抜粋
チャイコフスキー 大序曲「１８１２年」

第７回　定期演奏会 1995年11月23日 吹田メイシアター
ベートーヴェン 「レオノーレ序曲」第３番 団員
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第２番ハ短調 中村　ユリ 遠藤　桂
マーラー 交響曲第１番ニ長調「巨人」 中村　ユリ

1996 第８回　グリーンコンサート 1996年4月14日 森ノ宮ピロティホール
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲 団員
チャイコフスキー 交響曲第５番ホ短調

第８回　定期演奏会 1996年11月2日 ザ・シンフォニー・ホール
ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲 団員
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 堀　俊輔 小栗　まち絵
ショスタコービチ 交響曲第５番ニ短調 堀　俊輔

1997 第９回　グリーンコンサート 1997年4月13日 森ノ宮ピロティホール
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲 団員
ベートーヴェン 交響曲第６番ヘ長調「田園」

第９回　定期演奏会 1997年11月22日 吹田メイシアター
ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲 団員

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第５番変ホ長調「皇帝」 増井　信貴 吉山　輝
ベルリオーズ 幻想交響曲 増井　信貴



日時 会場 指揮 独奏

1998 第１０回　グリーンコンサート 1998年4月26日 森ノ宮ピロティホール
リスト 交響詩「レ・プレリュード」 団員
メンデルスゾーン 交響曲第４番イ長調「イタリア」

第１０回　定期演奏会 1998年11月14日 ザ・シンフォニー・ホール
ベートーヴェン 「エグモント」序曲 現田　茂夫
ベートーヴェン 交響曲第９番ニ短調

1999 第１１回　グリーンコンサート 1999年4月25日 森ノ宮ピロティホール
ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」 船曳　圭一郎
スメタナ 連作交響詩「我が祖国」より「ボヘミアの森と草原から」
Ｊ・シュトラウス ウィーンの森の物語
シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

第１１回　定期演奏会 1999年11月27日 尼崎アルカイックホール
メンデルスゾーン 「フィンガルの洞窟」 十束　尚宏
シューマン 交響曲第４番ニ短調
ブラームス 交響曲第１番ハ短調

2000 第１２回　グリーンコンサート 2000年4月23日 森ノ宮ピロティホール
メンデルスゾーン 劇付随音楽「真夏の夜の夢」序曲 船曳　圭一郎
グリーク 劇付随音楽「ペール・ギュント」組曲

第１２回　定期演奏会 2000年11月25日 国際交流センター大ホール
ブラームス 「大学祝典序曲」 十束　尚宏
ドヴォルザーク チェロ協奏曲ロ短調 長谷川　陽子
ドヴォルザーク 交響曲第７番ニ短調

2001 第１３回　グリーンコンサート 2001年4月22日 森ノ宮ピロティホール
Ｊ・シュトラウス 「皇帝円舞曲」 船曳　圭一郎
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」組曲
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り

第１３回　定期演奏会 2001年11月23日 ザ・シンフォニー・ホール
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲 船曳　圭一郎
ドビュッシー 交響詩「海」
サン・サーンス 交響曲第３番ハ短調

2002 第１４回　グリーンコンサート 2002年4月14日 森ノ宮ピロティホール
ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」 船曳　圭一郎
ビゼー 歌劇「カルメン」組曲
デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」

第１４回　定期演奏会 2002年11月24日 尼崎アルカイックホール
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 船曳　圭一郎
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」組曲１９１９年版
ベートーヴェン 交響曲第３番変ホ長調

2003 第１５回　グリーンコンサート 2003年4月20日 森ノ宮ピロティホール
リスト ハンガリー狂詩曲第２番 船曳　圭一郎
イッポリート・イワノフ 組曲「コーカサスの風景」
チャイコフスキー スラブ行進曲
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」

第１５回　定期演奏会 2003年11月24日 国際交流センター大ホール
グノー 歌劇「ファウスト」よりバレエ音楽 曽我　大介
チャイコフスキー 幻想序曲「ロミオとジュリエット」
ブラームス 交響曲第３番ヘ長調

2004 第１６回　グリーンコンサート 2004年4月11日 森ノ宮ピロティホール
バーンスタイン 「キャンディード」序曲 高谷　光信
ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」組曲
ガーシュウィン 「パリのアメリカ人」
外山雄三 「ラプソディー」

第１６回　定期演奏会 2004年11月7日 尼崎アルカイックホール
ショスタコーヴィチ 祝典序曲 藏野　雅彦
エルガー 変奏曲「エニグマ」
シベリウス 交響曲第１番ホ短調

2005 第１７回　グリーンコンサート 2005年4月24日 国際交流センター大ホール
ラヴェル 古風なメヌエット 今西　正和
ドビュッシー 小組曲
ムソルグスキー 展覧会の絵

第１７回　定期演奏会 2005年11月26日 尼崎アルカイックホール
シューベルト 劇音楽「ロザムンデ」序曲 高谷　光信
モーツァルト 交響曲第３５番ニ長調「ハフナー」
ラフマニノフ 交響曲第２番ホ短調
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2006 第１８回　グリーンコンサート 2006年4月16日 森ノ宮ピロティホール
ヨハン・シュトラウス 美しく青きドナウ 川嶋　雄介
スメタナ 連作交響詩「我が祖国」より「モルダウ」
シューマン 交響曲第３番変ホ長調「ライン」

第１８回　定期演奏会 2006年11月25日 吹田メイシアター
ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 高谷　光信
シベリウス 交響曲第５番変ホ長調
チャイコフスキー 交響曲第１番ト短調「冬の日の幻想」

2007 第１９回　グリーンコンサート 2007年4月14日 森ノ宮ピロティホール
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 永峰　大輔
スメタナ 連作交響詩「我が祖国」より「高い城（ヴィシェフラド）」
ブラームス 交響曲第2番ニ長調

第１９回　定期演奏会 2007年11月24日 いたみホール
伊福部　昭 交響譚詩 今西　正和
ドヴォルザーク 交響詩「水の精」
ベートーヴェン 交響曲第7番イ長調

2008 第２０回　グリーンコンサート 2008年3月22日 森ノ宮ピロティホール
チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」抜粋 高谷　光信

第２０回　定期演奏会 2008年11月8日 ザ・シンフォニー・ホール
シューベルト 交響曲第7(8)番ロ短調　「未完成」 高谷　光信
マーラー 交響曲第5番嬰ハ短調

2009 第２１回　グリーンコンサート 2009年4月11日 吹田メイシアター
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミュラ」序曲 今西　正和
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集第2集より1,2番、第1集より7,8番
ベートーヴェン 交響曲第5番ハ短調「運命」

第２１回　定期演奏会 2009年11月23日 吹田メイシアター
ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 今西　正和
シベリウス 交響曲第3番ハ長調
ブラームス 交響曲第4番ホ短調

2010 第２２回　グリーンコンサート 2010年4月29日 吹田メイシアター
スメタナ 歌劇「売られた花嫁」序曲 軸丸　総士
フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲
ドヴォルザーク 交響曲第９番ホ短調「新世界より」

第２２回　定期演奏会 2010年10月23日 ザ・シンフォニー・ホール
シベリウス 交響詩「伝説（エン・サガ）」 金丸　克己
ベートーヴェン 交響曲第８番へ長調
ニールセン 交響曲第４番「不滅」

2011 第２３回　グリーンコンサート 2011年5月5日 吹田メイシアター
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」序曲 永峰　大輔
チャイコフスキー イタリア奇想曲
カリンニコフ 交響曲第１番ト短調

第２３回　定期演奏会 2011年11月12日 ザ・シンフォニー・ホール
ショスタコーヴィチ 交響曲第９番変ホ長調 ギオルギ・バブアゼ
チャイコフスキー 交響曲第６番ロ短調「悲愴」

2012 第２４回　グリーンコンサート 2012年4月14日 いたみホール
ヨハン・シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲 永峰　大輔
ドヴォルザーク スケルツォ・カプリオーソ
シューマン 交響曲第１番変ロ長調「春」

第２４回　定期演奏会 2012年10月27日 ザ・シンフォニー・ホール
ブラームス 悲劇的序曲 ギオルギ・バブアゼ
ブラームス ヴァイオリン協奏曲二長調 瀧村　依里
グラズノフ 交響曲第5番変ロ長調

2013 第２５回　グリーンコンサート 2013年4月27日 大阪国際交流センター
リスト 交響詩「前奏曲（レ・プレリュード）」 袖岡　浩平
モーツァルト 交響曲第２５番ト短調　K．１８３
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」より
（フィナーレ：　「花は咲く」　岩井俊二作詞、菅野よう子作曲、三宅一徳編曲）

第２５回　定期演奏会 2013年11月2日 ザ・シンフォニー・ホール
シューマン 歌劇「ゲノフェーファ」序曲 袖岡　浩平
ベートーヴェン 交響曲第６番へ長調「田園」
プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」組曲より



日時 会場 指揮 独奏

2014 第２６回　グリーンコンサート 2014年4月26日 大阪国際交流センター
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲 木村　康人
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」より　韃靼人（だったんじん）の踊り
チャイコフスキー 交響曲第５番ホ短調

第２６回　定期演奏会 2014年11月8日 NHK大阪ホール
リムスキー＝コルサコフ ロシアの復活祭序曲 木村　康人
ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調 岩谷　祐之

野村　朋亨
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2015 スプリングコンサート 2015年5月3日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

ルロイ・アンダーソン 舞踏会の美女 白谷　隆
ビゼー 歌劇「カルメン」より
リムスキー=コルサコフ 交響組曲　シェヘラザード「千夜一夜物語」による 蔵川　瑠美

（ｹﾞｽﾄｺﾝｻｰﾄﾐｽﾄﾚｽ）
第２7回　定期演奏会 2015年11月28日 NHK大阪ホール

シューマン 「マンフレッド」序曲 白谷　隆
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」から
ブラームス 交響曲第1番ハ短調作品68

2016 スプリングコンサート 2016年5月21日
尼崎総合文化センター
あましんアルカイックホール

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 白谷　隆
ビゼー 「アルルの女」組曲より
ドヴォルザーク 交響曲第8番ト長調

第２8回　定期演奏会 2016年11月12日 NHK大阪ホール
ベートーヴェン 「コリオラン」序曲 金丸　克己
ブラームス ハイドンの主題による変奏曲
ブルックナー 交響曲第四番変ホ長調「ロマンティック」

2017 スプリングコンサート 2017年4月16日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

モーツァルト 4つのドイツ舞曲 K.602 佐々木　宏
シューマン 交響曲第４番 ニ短調 Op.120
チャイコフスキー 交響曲第４番 ヘ短調 Op.36

第２9回　定期演奏会 2017年11月3日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

チャイコフスキー 幻想序曲『ロメオとジュリエット』 佐々木　宏
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
ラフマニノフ 交響曲第2番ホ短調

2018 スプリングコンサート 2018年4月29日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

ニールセン 序曲《ヘリオス》Op.17 白谷　隆
シベリウス ヴァイオリン協奏曲ニ短調 Op.47 蔵川　瑠美
シベリウス 交響曲第2番 ニ長調 Op.43

第30回　定期演奏会 2018年10月6日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲 木村　康人
ブラームス 交響曲第3番ヘ長調
ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調「新世界より」

2019 スプリングコンサート 2019年4月28日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

ブラームス 大学祝典序曲 ハ短調 作品80 佐々木　宏
メンデルスゾーン 交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」
ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 作品67 「運命」

第31回　定期演奏会 2019年11月3日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

デュカス　 交響詩「魔法使いの弟子」 井村　誠貴
ハイドン　 交響曲第100番ト長調 「軍隊」
マーラー　 交響曲第1番 ニ長調「巨人」

2021 第33回　定期演奏会 2021年10月31日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲 井村　誠貴
ベートーヴェン レオノーレ序曲第3番
シューベルト 交響曲第8番ハ長調D944「ザ・グレート」

2022 スプリングコンサート 2022年4月24日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲　作品72 宮野谷　義傑
メンデルスゾーン 交響曲第5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」
ブラームス 交響曲第4番 ホ短調 作品98 

第34回　定期演奏会 2022年10月16日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲　K.492 井村　誠貴
ベートーヴェン 交響曲第1番ハ長調　作品21
ブルックナー 交響曲第7番ホ長調



日時 会場 指揮 独奏

2023 スプリングコンサート 2023年4月30日
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

サンサーンス 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール 安野　英之
グリーグ 「ペールギュント」第1組曲　第2組曲　
エルガー エニグマ変奏曲　Op.36


