
ウィーン岐阜管弦楽団と、ウィーン岐阜合唱団の演奏記録

No. 年月日 名称 会場 管弦楽・独奏・独唱 合唱
1 1997/01/05 第１回 長良川国際会議場 指揮：平光保

ニューイヤーコンサート ・序曲｢ウィンザーの陽気な女房たち｣（ニコライ） ・花の街（団伊玖磨）
・ワルツ｢祝賀｣（平光保） ・ワルツ｢美しく青きドナウ｣（ヨハン・シュトラウス）
・歌劇｢トスカ｣より”星も光りぬ”（プッチーニ）

テノール：工藤健詞
・ワルツ｢春の声｣（ヨハン・シュトラウス）
・バレー｢くるみ割り人形｣より”花のワルツ”（チャイコフスキー）
・ポルカ｢狩り｣（ヨハン・シュトラウス）
・ポルカ｢トリッチ・トラッチ｣（ヨハン・シュトラウス）
・ピアノ協奏曲第１番（ショパン）第１楽章

ピアノ独奏：上原彩子
2 1998/01/18 第2回 長良川国際会議場 指揮：平光保

ニューイヤーコンサート ・ワルツ｢南国のバラ｣(ヨハン・シュトラウス） ・花（滝廉太郎）
・アンネン・ポルカ（ヨハン・シュトラウス）
・ピアノ協奏曲第1番（グリーク）第1楽章

ピアノ独奏：吉田雅博
3 1998/08/16 第１回 岐阜市民会館 指揮：平光保

第九演奏会 ・序曲｢フィガロの結婚｣（モーツアルト） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）
第１回 ・オペラ「カルメン」より”ハバネラ”（ビゼー） ソプラノ：穂積摩矢子
定期演奏会 ・オペラ「椿姫」より”プロバンスの海と陸”（ヴェルディ） アルト：大塚花子

・オペラ「蝶々夫人」より”ある晴れた日に”（プッチーニ） テノール：工藤健詞
・ラルレジアーナより”フェデリーコの嘆き”（チレア） バリトン：旭潔
・オーソレミオ（カプア）
・ときめき（平光保）

4 1999/01/17 第3回 長良川国際会議場 指揮：平光保
ニューイヤーコンサート ・喜歌劇「こうもり」序曲 ・手と手の中で

・チェロ協奏曲第1楽章（ドボルザーク） ・雪よふるな
独奏：笠原綾乃 ・ワルツ｢美しく青きドナウ｣（ヨハン・シュトラウス）

・ワルツ「芸術家の生涯」（ヨハン・シュトラウス）
・ポルカ「かじや」（ヨハン・シュトラウス）
・プリンク・プランク・プルンク（アンダーソン）
・ポルカ「ハンガリー万歳！」（ヨハン・シュトラウス）
・ピアノ協奏曲第2番（ラフマニノフ）第1楽章

ピアノ独奏：井上和江
5 1999/08/29 第2回 岐阜市民会館 指揮：平光保

定期演奏会 ・歌のお姉さんコーナー ・合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」（藤村記一郎）
（お母さん”いっぱい”）
・｢真夏の夜の夢｣より”結婚行進曲”（メンデルスゾーン）

6 2000/01/30 第4回 長良川国際会議場 指揮：平光保
ニューイヤーコンサート ・歌劇｢運命の力｣序曲（ヴェルディ） ・ウィーン我が夢の街（ジーツィンスキー）

・ピアノ協奏曲第1番（チャイコフスキー） ・混声合唱の為のカンタータ「土の歌」より”大地讃頌”（佐藤眞）
ピアノ独奏：吉田雅博

7 2000/07/16 第3回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・序曲「魔弾の射手」（ウェーバー） ・翼を下さい

・弦楽セレナーデより”第3楽章エレジー”（チャイコフスキー） ・花
・ときめき（平光保） ・モルダウの流れ
・交響曲第8番「未完成」（シューベルト）第1楽章 ・木曽三川讃歌”川はふるさと”
・交響曲第5番「運命」（ベートーヴェン）第1楽章 ・ケナフのように
・ハバネラ（サン・サーンス）

ヴァイオリン：平光真彌 全員合唱
・オペラ「カルメン」より”ハバネラ”（ビゼー） ・椰子の実

独唱：伴和子 ・見上げてごらん夜の星を



・オペラ「カルメン」より”トレアドール”（ビゼー） ・今日の日はさようなら
8 2000/12/16 第2回 長良川国際会議場 指揮：平光保

第九演奏会 ・序曲「セビリアの理髪師」（ロッシーニ） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第4楽章
・オペレッタ｢メリーウィドー｣より”ヴィリアの歌”（レハール） ソプラノ：松波千津子

ソプラノ：松波千津子 アルト：久保山和子
・オペラ「カルメン」より”闘牛士の歌”（ビゼー） テノール：西垣俊朗

バリトン：澤脇達晴 バリトン：澤脇達晴
・オペラ「カルメン」より”ハバネラ”（ビゼー） ・中条雅二の詩による「八つのバラード」より”星のこども”

アルト：久保山和子 ・｢こども歳時記｣より”１２月クリスマス”（中野二郎）
・カンツォーネ”忘れな草”

テノール：西垣俊朗
・チェロ協奏曲（ドボルザーク）第1楽章

チェロ：松井美佳
9 2001/01/28 第5回 サラマンカホール 指揮：平光保

ニューイヤーコンサート ・オーケストラと邦楽器による「六段」 ・みんなで歌おう日本の四季
・舞踏への勧誘（ウェーバー） 　花
・ワルツ「春の声」（ヨハン・シュトラウス） 　夏の思い出
・ピアノ協奏曲第1番（ショパン）第1楽章 　里の秋

ピアノ：石原佳世 　雪の降る街を
・ワルツ「祝賀」（平光保） 　早春賦
・ワルツ｢美しく青きドナウ｣（ヨハン・シュトラウス）

10 2001/07/16 第4回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・序曲「真夏の夜の夢」（メンデルスゾーン） ・こども歳時記（中野二郎）より

・ディヴェルティメント（平光保） 　　3月　鴬の夢
・ディズニーメドレー 　　4月　梨の花

独唱：伴和子 　　5月　夜更けのオルゴール
・交響曲第九番「新世界より」（ドボルザーク）第4楽章 　　7月　山はいいな

　　8月　海と子守り歌
　 12月　クリスマス

・混声合唱の為のカンタータ「土の歌」（佐藤眞）より
　第2楽章　祖国の土
　第7楽章　大地讃頌

11 2001/12/16 第3回 岐阜市民会館 指揮：平光保
・歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲（ニコライ） ・オラトリオ「メサイヤ」より”ハレルヤ”（ヘンデル）

第九演奏会 ・歌劇「椿姫」より”プロバンスの海と陸”（ヴェルディ） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第4楽章
バリトン：澤脇達晴 ソプラノ：赤堀織江

・歌劇「蝶々夫人」より”ある晴れた日に”（プッチーニ） アルト：久保山和子
ソプラノ：赤堀織江 テノール：西垣俊朗

・オペレッタ「マリツャ夫人」より”ウィーンによろしく”（カールマン） バリトン：澤脇達晴
テノール：西垣俊朗 ・｢こども歳時記｣より”１２月クリスマス”（中野二郎）

・歌劇「トロヴァトーレ」より”炎は燃えて”（ヴェルディ）
アルト：久保山和子

・ツィゴイネルワイゼン
ヴァイオリン：大久保ナオミ

・ときめき（平光保）
12 2002/07/13 プラハ（チェコ） 聖サルヴァトール教会 ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章

第九演奏会 指揮：平光保
（第1回　ヨーロッパ 北ボヘミア・フィルハーモニー管弦楽団
　　　　　音楽・友好の旅） 合唱：プラハ放送室内合唱団

ウィーン岐阜合唱団
13 2002/08/10 第5回 穂積町サンシャインホール 指揮：平光保

定期演奏会 ・歌劇「フィガロの結婚」序曲（モーツアルト） ・合唱組曲「山に祈る」（清水脩）
・ヴァイオリン協奏曲（ベートーヴェン）終楽章 　１．山の歌

ヴァイオリン：平光真彌 　２．リュックサックの歌



・”サウンド・オブ・ミュージック””ドレミの歌””エーデルワイス”他 　３．山小屋の夜
独唱：伴和子 　４．山を憶う

・夢の散歩道（平光保） 　５．吹雪の歌
・交響曲第38番｢プラハ｣（モーツアルト）終楽章 　６．お母さんごめんなさい

・ディズニーより「星に願いを」（ハーライン）
14 2002/12/15 第4回 岐阜市民会館 指揮：平光保

第九演奏会 ・交響詩「わが祖国」より”モルダウ”（スメタナ） ・オペラ「カルメン」より”ハバネラ”（ビゼー）
・ワルツ「祝賀」（平光保） 独唱：伴和子
・彼女に告げて（ファルヴォ） ・オペラ「カルメン」より”闘牛士の歌”（ビゼー）

独唱：西垣俊朗 独唱：澤脇達晴
・ゴールデンゲイト・セメトリー（平光保） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第4楽章

独唱：松波千津子 ソプラノ：松波千津子
・クラリネットの為の小協奏曲 アルト：伴和子

独奏：松岡和美 テノール：西垣俊朗
バリトン：澤脇達晴

・｢こども歳時記｣より”１２月クリスマス”（中野二郎）
15 2003/01/19 第6回 岐阜グランドホテル 指揮：平光保

ニューイヤーコンサート ・序曲「ウィリアムテル」より”マーチ”（ロッシーニ） 歌のお姉さん
・トリッチ・トラッチ・ポルカ（ヨハン・シュトラウス） ・オーソレミオ
・ワルツ「春の声」（ヨハン・シュトラウス） ・オペラ「カルメン」より”ハバネラ”（ビゼー）
・ポルカ「狩」（ヨハン・シュトラウス） 独唱：伴和子
・交響曲第5番「運命」（ベートーヴェン）第1楽章
・プリンク・プランク・プルンク（アンダーソン）
・インマー・クライナー（シュライナー）

クラリネット：堤淳喜
・ときめき（平光保）
・ワルツ｢美しく青きドナウ｣（ヨハン・シュトラウス）

16 2003/08/10 第6回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲（グリンカ） ・合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」（藤村記一郎）

・かあさんだけは忘れない（平光保） 　１．サーカスのうた
独唱：伴真由子 　２．ぞうをうらないで

・パパとママとわたし（平光保） 　３．雪よふるな
独唱：伴和子 　４．動物園へようこそ

・歌劇「フィガロの結婚」第3幕より”手紙の二重唱”（モーツアルト） 　５．動物を殺せ
伯爵夫人：伴和子 　６．悲しみの日

スザンナ：伴真由子 　７．いくさの終わる日まで
・スラブ舞曲集より作品46＆作品72（ドボルザーク） 　８．本物のぞうが見たい
・交響曲第8番ト短調（ドボルザーク）より第4楽章 　９．ぞうをかしてください

１０．ぞうれっしゃよはしれ
１１．平和とぞうと子どもたち

ウィーン岐阜合唱団
木曽川少年少女合唱団

羽島少年少女合唱団
17 2003/12/23 第5回 長良川国際会議場 指揮：平光保

第九演奏会 ・「エグモント」序曲（ベートーヴェン） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
・ロマンス第2番ヘ長調（ベートーヴェン） ソプラノ：松波千津子

ヴァイオリン：平光真彌 アルト：伴和子
テノール：中塚昌昭
バリトン：岡本茂朗

18 2004/01/17 第7回 岐阜グランドホテル 指揮：平光保
ニューイヤーコンサート ・序曲「天国と地獄」（オッフェンバック）

・「星に願いを」他ディズニー・メドレー
・ワルツ「金と銀」（レハール）
・ポルカ「うわ気心」（ヨハン・シュトラウス）



・コンサートロンドK382（モーツアルト）
ピアノ：高橋雅子

・小さなロマンス（平光保）
・交響曲「告別」（ハイドン）より第4楽章

19 2004/07/11 第7回 羽島文化センター 指揮：平光保
定期演奏会 オペラ「ヘンゼルとグレーテル」（フンパーディンク）より ・八つのバラードより（藤掛廣幸）

・序曲、踊りの二重奏、眠りの精のアリア 　木馬
ヘンゼル：伴和子 　からす

グレーテル：伴真由子 　星の子供
眠りの精：内田恵美子 ・混声合唱のための唱歌メドレー

・パストラル・ファンタジー（藤掛廣幸） 　故郷、春の小川、朧月夜、鯉のぼり、茶摘み、夏はきぬ、
・ピアノ協奏曲第2番（ラフマニノフ）第3楽章 　われは海の子、村祭り、紅葉、冬景色、雪、故郷

ピアノ：高橋雅子
20 2004/07/19 フィレンツエ（イタリア） フィエゾレ野外音楽劇場 指揮：平光保

演奏：フィエゾレオペラオーケストラ ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
第九演奏会 ・ワルツ「祝賀」（平光保） ソプラノ：内藤幸子
（第2回　ヨーロッパ ・手と手の中で（作詞：角田茉瑳子、作曲：平光保） アルト：伴和子
　　　　　音楽・友好の旅） 合唱：ウィーン岐阜合唱団

サン・フェリーチェ合唱団・フィエゾレ・オペラ合唱団
21 2004/12/19 第6回 長良川国際会議場 指揮：平光保

第九演奏会 ・序曲「軽騎兵」（スッペ） ・オペラ「ナブッコ」より”行けわが思いよ、金色の翼にのって”（ヴェルディ）
・歌劇「フィガロの結婚」より”もう飛ぶまいぞこの蝶々”（モーツアルト）・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第4楽章

バリトン：伊藤貴之 ソプラノ：松波千津子
・歌劇「トロヴァトーレ」より”炎に燃えて”（ヴェルディ） アルト：伴和子

アルト：伴和子 テノール：中井亮一
・歌劇「椿姫」より”乾杯の歌”（ヴェルディ） バリトン：伊藤貴之

ソプラノ：松波千津子、テノール：中井亮一 ・｢こども歳時記｣より”１２月クリスマス”（中野二郎）
・インマー・クライナー（シュライナー）

クラリネット：松岡和美
・祈り（平光保）

22 2005/07/09 第8回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・序曲「運命の力」（ヴェルディ） ・混声合唱のための組曲「旅」（佐藤眞）

・わたしのいとしいお父様（プッチーニ）・・・伴真由子 　１．旅立つ日
・わが母の教え給いし歌（ドヴォルジャーク）・・・伴和子 　２．村の小径で
・ゴールデンゲイト・セメトリー（平光保）・・・伴和子 　３．旅の喜び
・かえでのアリア（中田直宏）・・・伴真由子 　４．なぎさ歩めば
・バレエ音楽ハイライト（チャイコフスキー） 　５．かごにのって
　「白鳥の湖」より”情景” 　６．旅のあとに
　「眠りの森の美女」より”パノラマ” 　７．行こうふたたび
　「くるみ割り人形」より”花のワルツ”
・「カヴァレリア・ルスティカーナ」より”間奏曲”（マスカーニ）

23 2005/12/24 第7回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 ・序曲「ローマの謝肉祭」（ベルリオーズ） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章

・ときめき（平光保） ソプラノ：松波千津子
アルト：伴和子

テノール：西垣俊朗
バリトン：澤脇達晴

24 2006/01/15 第8回 岐阜グランドホテル 指揮：平光保
ニューイヤーコンサート ・春の海（宮城道雄）

・オペラ「フィガロの結婚」より”序曲”（モーツアルト）
・オペラ「フィガロの結婚」より”恋とはどんなものかしら”

独唱：伴和子
・ワルツ「春の声」（ヨハン・シュトラウス）
・トリッチ・トラッチ・ポルカ（ヨハン・シュトラウス）
・ワルツ「祝賀」（平光保）



・ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ）
ハーモニカ：高橋早都子

・ポルカ「うわき心」（ヨハン・シュトラウス）
・ワルツ｢美しく青きドナウ｣（ヨハン・シュトラウス）

25 2006/07/09 第9回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・交響曲第7番イ長調作品92（ベートーヴェン） オペラ名曲アラカルト

・オペレッタ「メリーウィドウ」より”ヴィリアの歌”（レハール）
独唱：伴真由子

・オペラ「ナブッコ」より”行けわが思いよ、金色の翼にのって”（ヴェルディ）
・オペラ「魔弾の射手」より”狩人の合唱”（ウェーバー）
・オペラ「カルメン」より”ハバネラ”（ビゼー）

独唱：伴和子
・オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より”天上の聖母よ”（マスカーニ）

26 2006/07/17 ソフィア（ブルガリア） ブルガリアコンサートホール 指揮：平光保
演奏会 演奏：ソフィア・フィルハーモニック・オーケストラ ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
（第3回　ヨーロッパ ・春の海（宮城道雄） ソプラノ：伴真由子
　　　　　音楽・友好の旅） 琴演奏：脇田美登里社中 アルト：伴和子

・ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ） テノール：カーメン・シャネーフ
ヴァイオリン：平光真彌 バリトン：ミハエル・プリブ

・ときめき（平光保） 合唱：ソフィア・フィルハーモニック・カペラ
　　　　　　ウィーン岐阜友好合唱団

27 2006/12/24 第8回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 ・「オベロン」序曲（ウエーバー） ・アヴェ・ヴェルム・コルプスK618（モーツアルト）

・「カヴァレリア・ルスティカーナ」より”ママも知るとおり”（ウェーバー） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第4楽章
メゾ・ソプラノ：伴和子 ソプラノ：伴真由子

・オーソレミオ（カプア） アルト：伴和子
テノール：神田豊壽 テノール：神田豊壽

・オペラ「ドン・ジョバンニ」より二重唱”お手をどうぞ”（モーツアルト） バリトン：林剛一
ソプラノ：伴真由子、バリトン：林剛一 ・｢こども歳時記｣より”１２月クリスマス”（中野二郎）

・小さなロマンス（平光保）
・クリスマスソングス（オーケストラ編曲：平光保）
　ジングル・ベル
　サンタが街にやってきた
　赤鼻のトナカイ
　ホワイト・クリスマス

28 2007/08/26 第10回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・演奏会序曲「フィンガルの洞窟」作品26（メンデルスゾーン） ・混声合唱の為のカンタータ「土の歌」（佐藤眞）

・ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品64（メンデルスゾーン） 　第1楽章　農夫と土
ヴァイオリン独奏：平光真彌 　第2楽章　祖国の土

・喜ばせてあげてください（ベッリーニ） 　第3楽章　死の灰
独唱：伴和子 　第4楽章　もぐらもち

・オペラ「ラ・ボエーム」より”ムゼッタのワルツ”（プッチーニ） 　第5楽章　天地の怒り
独唱：伴真由子 　第6楽章　地上の祈り

・千の風になって（新井満） 　第7楽章　大地讃頌
二重唱：伴真由子、伴和子

29 2007/12/24 第9回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 ・オーケストラと琴の為の｢春の海｣（宮城道雄） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章

　（はす韻会代表小島いそえ委嘱作品、編曲：熊沢辰巳） ソプラノ：伴真由子
邦楽あんさんぶる”プリズム”代表　水野順子、 アルト：伴和子

河田美智子、平野美和子、黄倉厚子 テノール：加藤利幸
・夢の散歩道（平光保） バリトン：岡本茂郎

・｢こども歳時記｣より”１２月クリスマス”（中野二郎）
30 2008/02/24 創立10周年 長良川岐阜グランドホテル 指揮：平光保

記念コンサート ・オーケストラと琴の為の｢春の海｣ ・小さな世界（ディズニー）
邦楽グループ”Ren”代表　脇田美登里ほか ・千の風になって(新井満）



・リュートの為の古代舞曲とアリア第３番（レスピーギ） ソプラノ：伴真由子、アルト：伴和子
・オペラ｢なよ竹のかぐや｣より”かえでのアリア”（中田直宏） 『愛唱歌集』より、

独唱：伴真由子 ・花
・ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ） ・翼をください

ヴァイオリン：平光真彌 ・野ばら
・ディヴェルティメント（平光保） ・さよなら
・踊り明かそう（フレデリック・ロウ） 全員合唱

独唱：伴和子
・ラデッキー行進曲（ヨハン・シュトラウス）

31 2008/05/25 ミュンヘン（ドイツ） ハラクレスザール 指揮：平光保
第九演奏会 オーケストラ：グルテンブルグ・カンマーフィルハーモニー
（第4回　ヨーロッパ ・春の海　（宮城道雄） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
　　　　　音楽・友好の旅） 琴演奏：水野順子と榧の会 ソプラノ：伴真由子

・ロマンス第２番ヘ長調（ヴェートーヴェン） アルト：伴和子
ヴァイオリン：平光真彌 テノール：ハンス・ギュンター・ドツァウアー

・ときめき（平光保） バリトン：オスカル・ケツァダ
合唱：ソフィア・フィルハーモニック・カペラ

　　　　　　ウィーン岐阜友好合唱団
32 2008/05/26 ウルム（ドイツ） エトヴィン・シャルフ・ハウス 指揮：イェルク・ビアハンス

第九演奏会 オーケストラ：グルテンブルグ・カンマーフィルハーモニー
（第4回　ヨーロッパ ・春の海（宮城道雄） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
　　　　　音楽・友好の旅） 琴演奏：水野順子と榧の会 ソプラノ：伴真由子

・ロマンス第２番ヘ長調（ヴェートーヴェン） アルト：伴和子
ヴァイオリン：平光真彌 テノール：ハンス・ギュンター・ドツァウアー

・ときめき（平光保） バリトン：オスカル・ケツァダ
合唱：ソフィア・フィルハーモニック・カペラ

　　　　　　ウィーン岐阜友好合唱団
33 2008/08/24 第11回 岐阜市民会館 指揮：平光保

定期演奏会 ・ペールギュント組曲第１番（グリーク） ・わがひとに与うる哀歌（中田直宏）
　Ⅰ　朝 ・こども歳時記（中野二郎）
　Ⅱ　オーゼの死 　1月　羽根ツキ
　Ⅲ　アニトラの踊り 　2月　麦ふみ
　Ⅳ　山の王の殿堂にて 　3月　鴬の夢
・オペラ「ルサカ」より”月に寄せる歌”（ドボルザーク） 　4月　梨の花

独唱：伴真由子 　5月　夜更けのオルゴール
・オペラ「ラ・ボエーム」より”私の名はミミ”（プッチーニ） 　6月　初ぜみ

独唱：伴和子 　7月　山はいいなア
・ときめき（平光保） 　8月　海の子守り歌

　9月　ばったとくつわむし
10月　秋まつり
11月　藁うち
12月　クリスマス

34 2008/12/28 第10回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 ・混声合唱組曲「水のいのち」（高田三郎）より”雨”

・オペラ「アルルの女」（ビゼー）より ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
　Ⅰ　パストラール ソプラノ：伴真由子
　Ⅱ　間奏曲 アルト：伴和子
　Ⅲ　メヌエット テノール：加藤利幸
　Ⅳ　ファランドール バリトン：澤脇達晴

35 2009/07/19 第12回 瑞穂市総合センター 指揮：平光保
定期演奏会 ・ピアノ協奏曲イ短調作品16（グリーク）第1楽章 ・アヴェ・ヴェルム・コルプスK618（モーツアルト）

ピアノ：佐藤由美 ・混声合唱組曲「水のいのち」（作詞：高野喜久雄、作曲：高田三郎）　
・ピアノ協奏曲第2番変ロ短調作品19（ベートーヴェン）終楽章 　１．雨

ピアノ：福井理恵子 　２．水たまり
・交響曲第8番ロ短調「未完成」（シューベルト）第1楽章 　３．川



・オペラ「リナルド」より”私を泣かせてください”（ヘンデル） 　４．海
独唱：伴真由子 　５．海よ

・約束（作詞：藤田敏雄、作曲：前田憲男、オケ編曲：平光保）
独唱：伴和子

36 2009/12/27 第11回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 ・喜歌劇「こうもり」序曲（ヨハン・シュトラウス） ・ワルツ｢美しく青きドナウ｣（ヨハン・シュトラウス）

・ポルカ「雷鳴と稲妻」（ヨハン・シュトラウス） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第4楽章
・ワルツ「春の声」（ヨハン・シュトラウス） ソプラノ：伴真由子
・喜歌劇「メリー・ウィドウ」より二重唱”ときめく心に”（レハール） アルト：伴和子

メゾ・ソプラノ：伴和子 テノール：中井亮一
テノール：中井亮一 バリトン：澤脇達晴

・トリッチ・トラッチ・ポルカ（ヨハン・シュトラウス）
・歌劇「魔笛」より二重唱”パパパ”（モーツアルト）

ソプラノ：伴真由子
バリトン：澤脇達晴

・ワルツ「祝賀」（平光保）
37 2010/06/22 プラハ（チェコ） ルドルフィヌム 指揮：平光保

第九演奏会 ドボルザーク・ホール プラハ放送管弦楽団 ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
（第5回　ヨーロッパ ソプラノ：伴真由子
　　　　　音楽・友好の旅） ・祝賀（平光保） アルト：伴和子

・ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ） テノール：トーマス・カーニー
ヴァイオリン：平光真彌 バリトン：ロマン・ジャナル

合唱：プラハ放送合唱団
　　　　　　ウィーン岐阜合唱団

38 2010/08/08 第13回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・交響詩「わが祖国」より”モルダウ”（スメタナ） ・合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」（作詞：清水則雄、作曲：藤村記一郎）

・オペラ｢なよ竹のかぐや｣より”かえでのアリア”（中田直宏） 　１．サーカスのうた
独唱：伴真由子 　２．ぞうを売らないで

・ゴールデンゲイト・セメトリー（平光保） 　３．雪よふるな
独唱：伴和子 　４．動物園へようこそ

・そよ風のワルツ（平光保）　・・・新作初演 　５．動物を殺せ
・ディズニーメドレー 　６．悲しみの日
　ララルー 　７．いくさの終わる日まで
　ミッキーマウスマーチ 　８．本物のぞうが見たい
　いつか王子さまが 　９．ぞうをかしてください
　星に願いを １０．ぞうれっしゃよはしれ
　小さな世界 １１．平和とぞうと子どもたち

園長：奥村晃平
ぞうつかいの娘：伴真由子

軍人：山口弘
合唱：ウィーン岐阜合唱団

賛助：岐阜少年少女合唱団、真正少年少女合唱団、瑞穂レインボー合唱団
39 2010/12/26 第12回 長良川国際会議場 指揮：平光保

第九演奏会 ・交響曲第3番「英雄」（ベートーヴェン） ・オペラ「ナブッコ」より”行けわが思いよ、金色の翼にのって”（ヴェルディ）
・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章

ソプラノ：伴真由子
アルト：伴和子

テノール：中井亮一
バリトン：澤脇達晴

40 2011/07/17 第14回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・交響曲第5番「運命」（ベートーヴェン） オペラ名曲アラカルト

・オペレッタ「メリー・ウィドウ」より”ヴィリアの歌”（レハール）
ソプラノ：伴真由子

・オペラ「ナブッコ」より”行け、わが思いよ、金色の翼にのって”（ヴェルディ）
・オペラ「カルメン」より”ハバネラ”と”来たぞ、来たぞ”（ビゼー）



メゾソプラノ：伴和子
・オペラ「椿姫」より”乾杯の歌”（ヴェルディ）

ソプラノ：伴真由子
テノール：野村富昭

・オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より”間奏曲”（マスカーニ）
・オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より”復活祭の合唱”（マスカーニ）

メゾソプラノ：伴和子
・復興讃歌「つながる手と手、世界の友情」（作詞：森みち、作曲：平光保）

41 2011/12/25 第13回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 ・喜歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」（ニコライ） ・オラトリオ｢メサイア｣より”ハレルヤ”（ヘンデル）

・ときめき（平光保） ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第4楽章
・インマークライナー（シュライナー） ソプラノ：伴真由子
・オペラ｢カルメン｣より”前奏曲”と”闘牛士の歌”（ビゼー） アルト：伴和子

バリトン：澤脇達晴 テノール：中井亮一
・オペラ｢トスカ｣より”歌に生き恋に生き”（プッチーニ） バリトン：澤脇達晴

メゾ・ソプラノ：伴和子 ・｢こども歳時記｣より”クリスマス”（中野二郎）
・ｵﾍﾟﾗ｢椿姫｣より”乾杯の歌”（ヴェルディ）

ソプラノ：伴真由子、テノール：中井亮一
・復興讃歌｢つながる手と手、世界の友情｣（平光保）

42 2012/07/01 第15回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・ディヴェルティメント（平光保） ・アヴェ・ヴェルム・コルプスK618（モーツアルト）

・歌劇｢ジュリアス・シーザー｣より”優しい眼差しよ”（ヘンデル） ・合唱組曲「山に祈る」（清水脩）
ソプラノ：伴真由子 　１．山の歌

・ふるさと（平光保） 　２．リュック・サックの歌
メゾ・ソプラノ：伴和子 　３．山小屋の夜

・弦楽セレナーデ（チャイコフスキー） 　４．山を憶う
　５．吹雪の歌
　６．お母さんごめんなさい

朗読：田中ふみえ
・復興讃歌「つながる手と手、世界の友情」（作詞：森みち、作曲：平光保）

43 2012/09/22 ブダペスト（ハンガリー） ベラ・バルトーク・ホール 指揮：平光保
第九演奏会 MAV交響楽団 ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
（第6回　ヨーロッパ ・祝賀（平光保） ソプラノ：テュンデ・サボキ
　　　　　音楽・友好の旅） ・祈り（平光保） アルト：伴和子

・復興讃歌（平光保） テノール：アティラ・フェケテ
メゾ・ソプラノ：伴和子 バリトン：澤脇達晴

・ときめき（平光保）～アンコール曲～ 合唱：ブダペスト・ユース合唱団
　　　　　　ウィーン岐阜合唱団

44 2012/12/24 第14回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 クリスマスソング・メドレー ・復興讃歌「つながる手と手、世界の友情」（作詞：森みち、作曲：平光保）

　・ホワイトクリスマス ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
　・ジングルベル ソプラノ：山中敦子
　・赤鼻のトナカイ アルト：伴和子
　・サンタが街にやってくる テノール：中井亮一
　・聖夜 バリトン：澤脇達晴

メゾ・ソプラノ：伴和子 ・｢こども歳時記｣より”クリスマス”（中野二郎）
・聖夜

45 2013/07/21 第16回 長良川国際会議場 指揮：平光保
定期演奏会 ・小さなロマンス（平光保） ・ラシーヌの雅歌（フォーレ）

・瑠璃色の地球（平井夏美） ・混声合唱のための組曲「旅」（佐藤眞）
メゾ・ソプラノ：伴和子 　１．旅立つ日

・ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26（ブルッフ）終楽章 　２．村の小径で
ヴァイオリン：垣内響太 　３．旅のよろこび

・ピアノ協奏曲第2番ハ短調作品18（ラフマニノフ）第1楽章 　４．なぎさ歩めば
ピアノ：高橋雅子 　５．かごにのって



・交響曲第9番ホ短調作品95「新世界より」（ドボルザーク）終楽章 　６．旅のあとに
　７．行こうふたたび
・みんなで歌おう「見上げてごらん夜の星を」（いずみたく）
・復興讃歌「つながる手と手、世界の友情」（作詞：森みち、作曲：平光保）

46 2013/12/22 第15回 羽島市文化センター 指揮：平光保
第九演奏会 ・芸術家の生涯（ヨハン・シュトラウス） ・復興讃歌「つながる手と手、世界の友情」（作詞：森みち、作曲：平光保）

・ピアノ協奏曲イ短調（グリーグ）第１楽章 ・八つのバラードより「木馬」、「からす」、「星のこども」（藤掛廣幸）
ピアノ：泉恭代 ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第４楽章

・「眠りの森の美女」より”パノラマ”（チャイコフスキー） ソプラノ：伴真由子
・「くるみ割り人形」より”花のワルツ”（チャイコフスキー） アルト：伴和子
・祈り（平光　保） テノール：ニ塚直紀
・花は咲く（菅野よう子） バリトン：篠部信宏

二重唱：伴真由子、伴和子 ・｢こども歳時記｣より”クリスマス”（中野二郎）
47 2014/06/20 サンクトペテルブルク グリンカ記念国立カペラ 指揮：平光保

　　　　　　　　　　　（ロシア） コンサートホール サンクトペテルブルク国立エルミタージュ管弦楽団 ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
第九演奏会 ・ウインザーの陽気な女房たち（ニコライ） ソプラノ：ハン・ヨンリ
（第7回　ヨーロッパ ・ふるさと（平光保） アルト：伴和子
　　　　　音楽・友好の旅） メゾ・ソプラノ：伴和子 テノール：ボリス・ステパノフ

・祈り（平光保） バリトン：アントン・アンドレーエフ
・ときめき（平光保）～アンコール曲～ 合唱：サンクトペテルブルク・スモルニー大聖堂合唱団

　　　　　　ウィーン岐阜合唱団
48 2014/08/10 第17回 岐阜市民会館 指揮：平光保

定期演奏会 ・「ルスランとリュドミラ」序曲（グリンカ） ・復興讃歌「つながる手と手、世界の友情」（作詞：森みち、作曲：平光保）
・「白鳥の湖」より”小さな白鳥の踊り”、”情景”（チャイコフスキー） ・混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」（源田俊一郎）
・「カレリア」組曲より”行進曲”（シベリウス） ・みんなで歌おう「ふるさと」（岡野貞一）
・ときめき（平光保） ・混声合唱曲「わたしの願い」（高田三郎）より
・「ホフマン物語」より”ホフマンの舟唄”（オッフェンバック） 　１．いまわたしがほしいのは

二重唱：伴真由子、伴和子 　２．雲雀にかわれ
・花は咲く（菅野よう子）

二重唱：伴真由子、伴和子
49 2014/12/28 第16回 岐阜市民会館 指揮：平光保

第九演奏会 ・春の声（ヨハン・シュトラウス） ・交響詩「フィンランディア」（シベリウス）
・手と手の中で（平光保）
・花は咲く（菅野よう子）
・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章

ソプラノ：伴真由子
アルト：伴和子

テノール：ニ塚直紀
バリトン：篠部信宏

50 2015/07/12 第18回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・交響曲第9番ホ短調作品95「新世界」（ドボルザーク） ・アヴェ・ヴェルム・コルプス（モーツアルト）

・オペラ「フィガロの結婚」より「手紙の二重唱」（モーツアルト） ・混声合唱のためのカンタータ「土の歌」（佐藤　眞）
二重唱：伴真由子、伴和子 　第1楽章　農夫と土

・復興讃歌「つながる手と手、世界の友情」（平光保） 　第2楽章　祖国の土
二重唱：伴真由子、伴和子 　第3楽章　死の灰

　第4楽章　もぐらもち
　第5楽章　天地の怒り
　第6楽章　地上の祈り
　第7楽章　大地讃頌
・みんなで歌おう「手のひらを太陽に」（いずみたく）

51 2015/12/27 第17回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 ・交響詩「わが祖国」より”モルダウ”（スメタナ） ・合唱組曲「こども歳時記」（中野二郎）より

・オペラ「フィガロの結婚」より 　春４月「梨の花」
　　”もう飛ぶまいぞ、この蝶々”（モーツアルト） 　夏８月「海の子守唄」



独唱：澤脇達晴 　秋１０月「秋まつり」
・オペラ「カルメン」より”ハバネラ”（ビゼー） 　冬１２月「クリスマス」

独唱：伴和子 ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第４楽章
・オペラ「椿姫」より”乾杯のうた”（ヴェルディ） ソプラノ：広瀬美和

二重唱：広瀬美和、大川昌也 アルト：伴和子
・オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より”間奏曲”（マスカーニ） テノール：大川昌也
・ピアノ協奏曲第2番（ラフマニノフ）より第1楽章 バリトン：澤脇達晴

ピアノ：河尻広之 バリトン：澤脇達晴
52 2016/06/29 ブダペスト（ハンガリー） ベラ・バルトーク・ホール 指揮：平光保

第九演奏会 MAV交響楽団 ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
（第8回　ヨーロッパ ・ウインザーの陽気な女房たち（ニコライ） ソプラノ：大村絵里
　　　　　音楽・友好の旅） ・ふるさと（平光保） アルト：伴和子

・夢の散歩道（平光保） テノール：フェケテ・アッティラ
・家路（ドボルザーク）～アンコール曲 バリトン：パレルディイ・アンドラーシュ

合唱：ブダペスト・ユース合唱団
　　　　　　ウィーン岐阜合唱団

53 2016/07/31 第19回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・音楽童話「ピーターと狼」（プロコフィエフ） ・ウィーン我が夢の街（ジーツインスキー）

・ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ） ・ワルツ｢美しく青きドナウ｣（ヨハン・シュトラウス）
ヴァイオリン：垣内絵美梨 ・合唱組曲「こども歳時記」（中野二郎）全曲

・花は咲く（菅野よう子） 　1月　羽根ツキ
二重唱：伴真由子、伴和子 　2月　麦ふみ

　3月　鴬の夢
　4月　梨の花
　5月　夜更けのオルゴール
　6月　初ぜみ
　7月　山はいいなア
　8月　海の子守り歌
　9月　ばったとくつわむし
10月　秋まつり
11月　藁うち
12月　クリスマス
・みんなで歌おう「手のひらを太陽に」（いずみたく）

54 2016/12/25 第18回 長良川国際会議場 指揮：平光保
第九演奏会 ・クリスマスソング・メドレー ・交響詩「わが祖国」より”モルダウの流れ”（スメタナ）

　ジングルベル ・交響曲第9番「新世界」より”家路”（ドボルザーク）
　サンタが町にやってくる ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）全楽章
　赤鼻のトナカイ ソプラノ：赤堀織彗
　ホワイトクリスマス アルト：伴和子

独唱：伴和子 テノール：小山陽一郎
バリトン：澤脇達晴

55 2017/07/30 第20回 岐阜市民会館 指揮：平光保
定期演奏会 ・ヴァイオリン協奏曲「四季」（ヴィヴァルディ） ・レクイエム（フォーレ）

・ディヴェルディメント（平光　保） 　第1曲　主よ憐れみたまえ
・踊り明かして（ローエ） 　第2曲　奉献唱

独唱：伴和子 　第3曲　聖なるかな
　第4曲　ああイエズスよ
　第5曲　神の子羊
　第6曲　われを許したまえ
　第7曲　楽園にて

ソプラノ：伴真由子
バリトン：篠部信宏

・みんなで歌おう「見上げてごらん夜の星を」（いずみたく）
56 2017/12/24 第19回 長良川国際会議場 指揮：平光保

第九演奏会 ・序曲「運命の力」（ヴェルディ） ・緑濃き森林の大地よ（グダビチアウス）



・オペラ「運命の力」より”平和を与えたまえ”（ヴェルディ） ・オペラ「杉原千畝物語」より終曲”人道の桜”（安藤由布樹）
独唱：伴和子 ・交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」（ベートーヴェン）第4楽章

・アヴェ・マリア（マスカーニ） ソプラノ：伴真由子
独唱：伴真由子 アルト：伴和子

・オペラ「フィガロの結婚」より”手紙の二重唱”（モーツアルト） テノール：城宏憲
二重唱：伴真由子、伴和子 バリトン：岡本茂朗

・弦楽合奏曲（平光保）より第1楽章 ・｢こども歳時記｣より”１２月クリスマス”（中野二郎）
・ピアノ協奏曲第1番（ベートーヴェン）より第1楽章 ・みんなで歌おう「赤鼻のトナカイ」

ピアノ：岡田泰子


