
日付 会場 指揮者          独奏者 作曲家 曲名 備考
第１回 1974.10,26 岸本正武 中野区民コンサート

Mozart 歌劇「ドンジョバンニ」序曲
Mozart ピアノ協奏曲第２６番「戴冠式」
Mozart 交響曲第４０番

ピアノ： 谷口明子

第２回 1975.12.23 岸本正武 中野区民コンサート
Mozart 歌劇「魔笛」序曲
Mozart ピアノ協奏曲第２３番
Beethoven 交響曲第６番「田園」　

ピアノ： 高尾茂治

第３回 1977.4.22 岸本正武 中野区民コンサート
Mozart ３つのドイツ舞曲K.V.605
Mozart ヴァイオリン協奏曲第５番
Mozart 交響曲第３８番

ヴァイオリン： 恵藤久美子

第７回 1978.6.30 岸本正武 創立７周年
Mozart 交響曲第１７番
Mozart ピアノ協奏曲第２０番
Mozart 交響曲第３９番

ピアノ： 佐々木弥栄子

第８回 1979.5.18 岸本正武
Mozart 歌劇「後宮からの誘拐」序曲
Mozart ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲
Mozart 交響曲第３５番

ヴァイオリン： 恵藤久美子
ヴィオラ： 江戸純子

第９回 1979.11.17 岸本正武
Mozart ６つのドイツ舞曲K.V.600
Mozart 交響曲第３６番
Mozart 歌劇「バスティエンとバスティエンヌ」（演奏会形式）

第１０回 1980.5.31 中野公会堂 岸本正武
Mozart 歌劇「ドンジョバンニ」序曲
Mozart クラリネット協奏曲
Mozart 交響曲第４１番

クラリネット： 須藤清子

第１１回 1981.5.16 岸本正武
Mozart 交響曲第２９番
Mozart ヴァイオリン協奏曲第３番
Mozart 交響曲第４０番

ヴァイオリン： 恵藤久美子

第１２回 1982.5.29 目黒区民センターホール 岸本正武
Mozart 交響曲ヘ長調　K.V.Anh..223
Mozart ファゴット協奏曲
Mozart 交響曲第３９番

ファゴット 前田信吉



日付 会場 指揮者          独奏者 作曲家 曲名 備考
第１３回 1983.10.29 中野文化センター 家田厚志

Mozart 交響曲第１７番
Haydn 歌劇「無人島」序曲
Mozart ハフナー・セレナード

ヴァイオリン： 恵藤久美子

第１４回 1984.6.3 ルーテル市ヶ谷センター 家田厚志
Mozart ディベルティメントK.V.138
Mozart ピアノ協奏曲第２４番
Mozart 交響曲第４１番

ピアノ： 渡辺

第１５回 1985.7.27 ルーテル市ヶ谷センター 山上純司
Mozart 交響曲第３３番
Mozart フルート協奏曲第２番
Mozart 交響曲第４０番

フルート： 新谷要一

第１６回 1986.6.14 ルーテル市ヶ谷センター 山上純司
Mozart 歌劇「ドンジョバンニ」序曲
Mozart 交響曲第３５番
Mozart 交響曲第３６番

第１７回 1987.5.23 ルーテル市ヶ谷センター 山上純司
Mozart 交響曲第２９番
Mozart オーボエ協奏曲
Mozart 交響曲第３９番

オーボエ： 脇岡総一

第１８回 1988.8.7 ルーテル市ヶ谷センター 山上純司
Mozart 交響曲第２５番
Mozart ピアノ協奏曲第２３番
Mozart 交響曲第３８番

ピアノ： 植田克己

第１９回 1989.6.25 ルーテル市ヶ谷センター 山上純司
Mozart 交響曲第１番
Mozart フルートとハープのための協奏曲
Mozart 交響曲第４１番

フルート： 村上成美
ハープ： 山崎祐介

第２０回 1990.7.8 ルーテル市ヶ谷センター 宮松重紀
Mozart 交響曲第５番
Mozart クラリネット協奏曲
Mozart 交響曲第３６番

クラリネット： 荒井伸一

第２１回 1991.6.29 ルーテル市ヶ谷センター 宮松重紀
Mozart ポストホルン・セレナード
Mozart ヴァイオリン協奏曲第４番
Beethoven 交響曲第１番

ヴァイオリン： 川田知子



日付 会場 指揮者          独奏者 作曲家 曲名 備考
第２２回 1992.6.20 ルーテル市ヶ谷センター 宮松重紀

Mozart ディヴェルティメント第２番
Mozart ホルン協奏曲第３番
Mozart 交響曲第４０番

ホルン： 古野淳

第２３回 1993.6.26 ルーテル市ヶ谷センター 三矢幸子
Mozart 交響曲第３７番
Mozart オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットのための協奏交響曲
Mozart 交響曲第３５番

オーボエ： 松浦真一
クラリネット： 荒井伸一

ファゴット： 鈴木昭博
ホルン： 古野淳

第２４回 1994.6.25 ルーテル市ヶ谷センター 山上純司
Mozart セレナードニ長調 K.V.100
Mozart モテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」
Mozart 交響曲第３９番

ソプラノ： 山上絹代

第２５回 1995.6.24 ルーテル市ヶ谷センター 三矢幸子
Mozart 交響曲第３１番
Mozart ピアノ協奏曲第１５番
Beethoven 交響曲第８番

ピアノ： 藤本真理子

第２６回 1996.6.22 ルーテル市ヶ谷センター 諸遊耕史
Mozart 交響曲第２１番
Mozart ファゴット協奏曲
Beethoven 交響曲第４番

ファゴット： 小澤公裕

第２７回 1996.12.23 ルーテル市ヶ谷センター 諸遊耕史
Mozart ハフナー・セレナード
Wagner ジークフリート牧歌
Mozart 交響曲第４０番

第２８回 1997.6.21 ルーテル市ヶ谷センター 三矢幸子
Mozart 交響曲第３８番
Mozart 交響曲第３９番

第２９回 1997.12.6 狛江エコルマホール 諸遊耕史
Mozart 「コシ・ファン・トゥッテ」序曲
Mozart ピアノ協奏曲第２２番
Beethoven 交響曲第２番

ピアノ： 吉田真穂

第３０回 1998.6.20 ルーテル市ヶ谷センター 三矢幸子
Mozart ディヴェルティメント第１番
Schubert 交響曲第６番
Mozart 交響曲第４１番

第３１回 1998.12.19 ルーテル市ヶ谷センター 諸遊耕史



日付 会場 指揮者          独奏者 作曲家 曲名 備考
Mozart 「レ・プチ・リャン」のためのバレエ音楽
Mozart ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲
Mozart 交響曲第３５番

ヴァイオリン： 瀬戸瑤子
ヴィオラ： 浦川宜也

第３２回 1999.6.20 ルーテル市ヶ谷センター 諸遊耕史
Mozart 歌劇「ドンジョバンニ」序曲
Mozart 交響曲第２９番
Beethoven 交響曲第８番

第３３回 2000.6.24 ルーテル市ヶ谷センター 諸遊耕史
Schubert 交響曲第３番
Mozart ピアノ協奏曲第２４番
Mozart 交響曲第３６番

ピアノ： 佐藤裕子

第３４回 2000.12.23 日本橋公会堂 大河内雅彦
Mozart 交響曲第３３番
Mozart ヴァイオリン協奏曲第５番
Beethoven 交響曲第３番「英雄」

ヴァイオリン： 戸澤哲夫

第３５回 2001.10.13 日本橋公会堂 山岡重信
Haydn 交響曲第１０１番「時計」
Mozart フルート協奏曲第１番
Mozart 交響曲第３９番

フルート： 佐々木真

第３６回 2002.6.2 日本橋公会堂 山岡重信
Mozart 交響曲第２８番
Mozart クラリネット協奏曲
Mozart 交響曲第３５番

クラリネット： 荻原清次

第３７回 2002.12.8 日本橋公会堂 山岡重信
Mozart 「フィガロの結婚」序曲
Mozart ピアノ協奏曲第２３番
Beethoven 交響曲第１番

ピアノ： 佐藤裕子

第３８回 2003.12.21 日本橋公会堂 山岡重信
Mozart 「コシ・ファン・トゥッテ」序曲
Mozart ヴァイオリン協奏曲第３番
Mozart 交響曲第４０番

ピアノ： 瀬戸瑤子

第３９回 2004.6.13 日本橋公会堂 ロバート・ライカー
Mozart 「劇場支配人」序曲
Mozart ピアノ協奏曲第２４番
Beethoven 交響曲第６番「田園」　

ピアノ： 鵜塚一子

第４０回記念 2005.6.19 浜離宮朝日ホール 角岳史



日付 会場 指揮者          独奏者 作曲家 曲名 備考
Beethoven 交響曲第４番
Mozart 「ドン・ジョバンニ」序曲、”恋人よ、さあこの薬で”

”お手をどうぞ”
｢魔笛」序曲、”私は鳥刺し”、”愛の幸せは永久に消え”、
　”地獄の復讐がわが心に煮えたぎり”
「フィガロの結婚」から”恋とはどんなものかしら”、
　”訴訟に勝っただと”、序曲

ソプラノ： 白木あい
メゾソプラノ： 澤村翔子

バリトン： 小林由樹

第４１回 2005.12.11 日本橋公会堂 齋藤純一郎
Mozart 「皇帝ティートの慈悲」序曲
Beethoven 交響曲第２番
Mozart 交響曲第４１番

第４２回 2006.6.11 日本橋公会堂 角岳史
Mozart 交響曲第３１番
Mozart 「フィガロの結婚」からケルビーノのアリア”自分で自分がわからない”

ミサ曲ハ短調から「われら主をたたえ」
｢皇帝ティートの慈悲」から序曲、セストのアリア

Beethoven 交響曲第８番
メゾソプラノ： 澤村翔子

第４３回 2006.12.10 日本橋公会堂 齋藤純一郎
Mozart 「レ・プチ・リャン」のためのバレエ音楽
Mozart ピアノ協奏曲第２２番
Mozart 交響曲第４０番

第４４回 2007.6.10 日本橋公会堂 角岳史
Mozart 「イドメネオ」序曲
Mozart ヴァイオリン協奏曲第４番
Beethoven 交響曲第７番

ヴァイオリン： 石田泰尚

第４５回 2007.12.9 日本橋公会堂 角岳史
Mozart 行進曲ニ長調K.V.335-1
Mozart 交響曲第３９番
Mozart ポストホルン・セレナード

第４６回 2008.6.1 日本橋公会堂 横島勝人
Mozart 「コシ・ファン・トゥッテ」序曲
Beethoven ピアノ協奏曲第１番
Mozart 交響曲第３８番

ピアノ： 海瀬京子

第４７回 2008.11.30 トッパンホール 角岳史
Mozart 「劇場支配人」序曲
Mozart 交響曲第２４番
Mozart クラリネット協奏曲
Mozart 交響曲第３５番

クラリネット： 荒井伸一

第４８回 2009.6.6 日本橋公会堂 横島勝人



日付 会場 指揮者          独奏者 作曲家 曲名 備考
Mozart 交響曲第３３番
Mozart ヴァイオリン協奏曲第３番
Beethoven 交響曲第２番

ヴァイオリン： 戸澤哲夫

第４９回 2009.12.13 日本橋公会堂 角岳史
Mozart 交響曲第３６番
Mozart ピアノ協奏曲第２０番
Haydn 交響曲第１０４番「ロンドン」

ピアノ： 本田聖嗣

第５０回記念 2010.6.13 第一生命ホール 横島勝人
Schubert 交響曲第７番「未完成」
Mozart レクイエム

ソプラノ： 山田英津子
メゾソプラノ： 岩森美里

テノール： 山本義人
バリトン： 浅井隆仁

合唱： ＮＡＯコーラスグループ
合唱指揮： 佐藤直子

第５１回 2010.12.5 トッパンホール 高橋隆元
Schubert 交響曲第３番
Mozart ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲
Mozart 交響曲第４０番

ヴァイオリン： 戸澤哲夫
ヴィオラ： 林徹也

第５２回 2011.6.12 トッパンホール 角岳史
Mozart 交響曲第２１番
Mozart ホルン協奏曲第３番
Beethoven 交響曲第１番

ホルン： 森雅彦

第５３回 2011.12.4 日本橋公会堂 横島勝人
Mozart 「魔笛」序曲
Mozart ピアノ協奏曲第２６番「戴冠式」
Beethoven 交響曲第５番「運命」

ピアノ： 菊地裕介

第５４回 2012.6.10 日本橋公会堂 高橋隆元 Mozart 「フィガロの結婚」序曲
（４０周年記念） Mozart ピアノ協奏曲第２４番

Mozart 交響曲第４１番
ピアノ： 福富彩子

アンコール： Mozart 交響曲第１番

第５５回 2012.12.02 日本橋公会堂 角岳史 Mozart 「アルバのアスカーニョ」による交響曲ニ長調 KV.120(111a)
（４０周年記念） Mozart モテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」

Beethoven 交響曲第６番「田園」　
ソプラノ： 針生美智子

チェンバロ： 林美智子

第５６回 2013.06.23 石橋メモリアル 横島勝人 Mozart 「劇場支配人」序曲
Mozart オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットのための協奏交響曲



日付 会場 指揮者          独奏者 作曲家 曲名 備考
Beethoven 交響曲第３番「英雄」

オーボエ： 杉本真木
クラリネット： 荒井伸一

ホルン： 萩原顕彰
ファゴット： 桔川由美

アンコール： なし

第５７回 2013.12.1 トッパンホール 角岳史 Schubert 交響曲第5番
Mozart ２つのヴァイオリンのためのコンチェルトンーネ　KV.190
Mozart 交響曲第39番

ヴァイオリン： 戸澤哲夫
高岸卓人
アンコール： Schubert ロザムンデ第３幕への間奏曲

第５８回 2014.06.22 日本橋公会堂 岸本沙恵子 Mozart 歌劇「ドンジョバンニ」序曲
Mozart 交響曲第３１番
C. Stamitz ヴィオラ協奏曲　第1番　Ｏｐ．１
Mozart 交響曲第38番

ヴィオラ： 林徹也
アンコール： Mozart March Kv.335-2

第５９回 2014.12.20 第一生命ホール 横島勝人 Beethoven ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
Mozart ディヴェルティメント KV.137
Beethoven 交響曲第8番

ピアノ： 菊地裕介
アンコール： Mozart 交響曲第３９番　第3楽章

第６０回 2015.6.14 トッパンホール 角岳史 Mozart 交響曲第３５番「ハフナー」 KV.385
Mozart 演奏会形式によるオペラ「魔笛」抜粋

独唱： 砂田　恵美（ソプラノ）
針生　美智子（ソプラノ）
与儀　巧（テノール）
大山　大輔（バリトン）
アンコール： Mozart 「劇場支配人」序曲

第６１回 2015.12.6 日本橋公会堂 岸本　沙恵子 Mozart 交響曲第３４番　KV 338
Haydn チェロ協奏曲第２番　Hoboken VⅡb:2
Schubert 交響曲第６番　D 589

チェロ： 朝吹　元
アンコール： Mozart メヌエット　KV409

第６２回 2016.6.12 トッパンホール 横島勝人 Mozart ディヴェルティメント KV.131
Mozart ヴァイオリン協奏曲第1番 KV.207
Mozart 交響曲第40番　KV.550

ヴァイオリン： 戸澤　采紀
アンコール： Mozart ディヴェルティメント KV.136

第６３回 2016.12.18 日本橋公会堂 角岳史 Mozart 交響曲ニ長調 KV.204
Mozart オーボエ協奏曲 KV.314
Schubert 交響曲第4番「悲劇的」　D.417

オーボエ： 辻　功
アンコール： Mozart ディヴェルティメント KV.137

第６４回 2017.6.11 日本橋公会堂 角岳史 Mozart 交響曲第25番　KV.183



日付 会場 指揮者          独奏者 作曲家 曲名 備考
Mozart コンサートアリア KV.418、KV.368
Beethoven 交響曲第1番　OP.21

ソプラノ独唱： 楠野　麻衣
アンコール： Mozart メヌエット　KV409

第６５回 2017.12.3 トッパンホール 角岳史 Mozart 交響曲　第32番　KV.318
Mozart ファゴット協奏曲　KV.191(186e)
Haydn 交響曲第101番「時計」

ファゴット： 蛯澤　亮
アンコール： Mozart 交響曲第36番（リンツ）　KV.425からメヌエット

第６６回 2018.6.24 日本橋公会堂 横島勝人 Mozart 歌劇「イドメネオ」序曲　KV.366、バレエ音楽　KV.367
Mozart ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 KV.467 
Mozart 交響曲第41番「ジュピター」　ハ長調 KV.551

ピアノ： 海瀬　京子
アンコール： Mozart 交響曲第41番「ジュピター」　ハ長調 KV.551からメヌエット

第６７回 2018.12.9 日本橋公会堂 角岳史 Mozart 歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲　KV.527
Haydn 交響曲第84番 変ホ長調 Hob.I-84 
Mozart 交響曲第38番 「プラハ」　ニ長調 KV.504

アンコール： Mozart ドイツ舞曲　KV.600から第6曲

第６８回 2019.6.16 日本橋公会堂 角岳史 Haydn 歌劇「月の世界」序曲 ハ長調 Hob.XXVIII:7
Mozart 交響曲第20番 ニ長調 KV.133
Mozart セレナード 第9番 ニ長調 KV.320 「ポストホルン」

アンコール： Mozart March ニ長調 K. 335, No. 2

第６９回 2019.12.15 日本橋公会堂 小山 貴之 Mozart オペラ　「ポントの王ミトリダーテ」　序曲　KV.87
Mozart 交響曲第30番　ニ長調　KV.202
Haydn トランペット協奏曲　変ホ長調　Hob. VIIe:1
Haydn 交響曲第94番　「驚愕」　Hob.I:94

トランペット： 杉本 道応
アンコール： Mozart ドイツ舞曲 KV. 605-1

特別演奏会 2021.12.5 日本橋公会堂 角岳史 Haydn 交響曲第67番　ヘ長調　Hob.I:67
Mozart 交響曲第33番　変ロ長調　KV.319

アンコール： Mozart 2つのコントルダンスつきメヌエットから第1番　KV.463

第７１回 2022.6.5 日本橋公会堂 藤崎　凡 Mozart 歌劇「アルバのアスカニオ」序曲　KV.111
Mozart 交響曲　第36番「リンツ」　KV.425
Haydn 交響曲　第96番「奇跡」　Hob.I:96

アンコール： Mozart 6つのドイツ舞曲から第1番　KV.600

第７２回 2022.12.4 日本橋公会堂 角岳史 Mozart 歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲　KV.621
Mozart 交響曲　第31番「パリ」　KV.297
Beethoven 交響曲第2番　OP.36

アンコール： Mozart 交響曲　第31番「パリ」第2楽章　第1稿


