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過去の演奏会(第42回定期演奏会まで)
1978年
----------------1. 第1回定期演奏会 1978.3.1
東邦生命ホール
指揮 円光寺 雅彦
バッハ：ブランデンブルグ協奏曲第3番
ベールマン：アダージョ (Clarinet 片桐 一志)
芥川也寸志：弦楽のための3章『トリプティーク』
グリーク：2つの悲しい旋律
レスピーギ：古典舞曲とアリア組曲第3番
1979年
----------------2. 第2回定期演奏会 1979.5.5
東京文化小ホール
指揮：円光寺 雅彦
ヴィヴァルディ：調和の幻想 Op.3-11
バルトーク：ルーマニア民俗舞曲
ホルスト：セントポール組曲 Op.29-2
バーバー：弦楽のためのアダージョ
ドヴォジャーク：弦楽セレナーデ
----------------3. 広島公演 (地方公演） 1979.11.24
中国新聞社ホール
指揮：円光寺 雅彦
ヴィヴァルディ：調和の幻想 Op.3-11
バルトーク：ルーマニア民俗舞曲
芥川也寸志：弦楽のための3章『トリプティーク』
グリーク：2つの悲しい旋律
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク
1980年
----------------4. 第3回定期演奏会 1980.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：河地 良智
ヴィヴァルディ：調和の幻想 Op.3-8
ウォルトン：ヘンリーⅤ世
ブリテン：シンプル・シンフォニー
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv. 138
スク：弦楽セレナーデ Op.6
---------------5. 日立公演
(地方公演）1980.11
小平記念会館
指揮：今村 能
芥川也寸志：弦楽のための3章『トリプティーク』
レスピーギ：古典舞曲とアリア組曲第3番
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他、軽音楽
1981年
---------------6. 第4回定期演奏会 1981.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：今村 能
ヴィヴァルディ：調和の幻想 Op.3-10
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv.137
グリーク：ホルベルク組曲
パッヘルベル：カノン
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
---------------7. 藤沢公演
(地方公演） 1981.12.6
藤沢市民会館小ホール
指揮：円光寺 雅彦
コレルリ：クリスマス協奏曲
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv.138
芥川也寸志：弦楽のための3章『トリプティーク』
ディーリアス：2つの水彩画
ドヴォジャーク：弦楽セレナーデ Op.22
1982年
---------------8. 第5回定期演奏会 1982.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：円光寺 雅彦
ニルセン：弦楽のための小組曲Ｏp.１
ハイドン：チェロ協奏曲ハ長調 (Cello 山崎 伸子)
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ
---------------9. 横浜公演
(地方公演）1982.12.5
横浜教育会館
指揮：小田野 宏之
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv. 136
ホルスト：セントポール組曲 Op.29-2
バルトーク：10の小品 SZ42
スク：弦楽セレナーデ Op.6
---------------10. 合唱団 ユマニテ（賛助出演）1982.12.3
学習院記念会館
指揮：中島 良史
ヘンデル：アンセム
1983年
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11. 第6回定期演奏会 1983.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：増井 信貴
ロッシーニ：弦楽のためのソナタ第1番
ヤナーチェク：弦楽のための組曲
ヘンデル：合奏協奏曲 Op.6-12
レスピーギ：古典舞曲とアリア組曲第3番
---------------12. アマチュア室内楽コンサート （フェスティバル参加） 1983.6.18
ヤマハ池袋サロン
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ Op.48
---------------13. 合唱団 藤沢コール （賛助出演） 1983.10.22
藤沢カトリック教会
指揮：永見冨 久好
シュッツ：クリスマスオラトリオ
グノー：聖セシリア荘厳ミサ曲
---------------14. 合唱団 ユマニテ（賛助出演） 1983.12.3
学習院記念会館
指揮：中島 良史
メンデルスゾーン：詩篇42
1984年
---------------15. '84ニューイヤーコンサート 1984.1.8
石橋メモリアルホール
指揮：山下 一史
ロッシーニ：弦楽のためのソナタ第3番
エルガー：弦楽セレナーデ Op.20
シベリウス：ロマンス Op.42
ブリテン：シンプル・シンフォニー
---------------16. 第7回定期演奏会 1984.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：今村 能
武満徹：弦楽のためのレクイエム
バッハ：管弦楽組曲第2番 BWV1067 (Flute 小出 信也)
メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲 Op.20
---------------17. '84クリスマスコンサート 1984.12.23
石橋メモリアルホール
指揮：大野 和士
ヘンデル：合奏協奏曲 Op.6-1
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グリーク：ホルベルク組曲
ヴォーン=ウィリアムス：タリスの主題による変奏曲
エルガー：弦楽セレナーデ Op.47「序奏とアレグロ」
1985年
---------------18. ハッピバースデイバッハ （スペシャルコンサート） 1985.3.21
新宿文化大ホール
指揮：中島 良史
共演：山下 洋輔
バッハ：カンタータ第140番 by 山下 洋輔
バッハ：音楽への捧げ物、他
---------------19. 第8回定期演奏会 1985.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：円光寺 雅彦
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第2番 BWV1042(Violin 山口 裕之)
スク：弦楽セレナーデ Op.6
---------------20. '85クリスマスコンサ-ト 1985.12.22
石橋メモリアルホール
指揮：田中 一嘉
バーバー：弦楽のためのアダージョ
芥川也寸志：弦楽のための３章『トリプティーク』
ストラヴィンスキー：ミューズの神々を率いるアポロ
ヴィラ=ロボス：ブラジル風バッハ第９番
1986年
---------------21. 第9回定期演奏会 1986.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：円光寺 雅彦
エルガー：弦楽セレナーデ Op.20
ヤナーチェク：弦楽のための組曲
Ｒ．シュトラウス：メタモルフォーゼン
---------------22. '86オータムコンサート 1986.10.26
石橋メモリアルホール
指揮：十束 尚宏
アルバンベルク：『抒情組曲』から３つの楽章
ヴァンハル：コントラバスと室内オ-ケストラの為の協奏曲(Contrabass 永島 義男)
ドビュッシー：神聖な舞曲と世俗的な舞曲 (Harp 篠崎 史子)
ドヴォジャーク：弦楽セレナーデ Op.22
---------------23. 多摩混成合唱団 （賛助出演）1986.11.23
多摩コミュニティホール
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指揮：神田 勇一
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ Op.48
ヴィヴァルディ：『キリエ』より終曲
ヴィヴァルディ：クレド
1987年
---------------24. 第10回定期演奏会 1987.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：円光寺 雅彦
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ Op.48
マーラー：『交響曲第5番』よりアダージェット
シェーンベルク：浄夜 Op.4
1988年
---------------25. '88ニューイャーコンサート 1988.1.10
石橋メモリアルホール
指揮：梅田 俊明
ストラヴィンスキー：弦楽のための協奏曲（コンチェルト in D）
ヴォーン=ウィリアムス：タリスの主題による変奏曲
バッハ：音楽の捧げ物より6声のリチェルカーレ
レスピーギ：古典舞曲とアリア組曲第３番
---------------26. カザルスホール アマチュア室内楽シリーズ （フェスティバル参加）
1988.2.28
カザルスホール
指揮：梅田 俊明
レスピーギ：古典舞曲とアリア組曲第3番
---------------27. 第11回定期演奏会 1988.5.8
石橋メモリアルホール
指揮＆コンサートマスター：山口 裕之
ベートーヴェン：大フーガ Op.133
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第１番 BWV1041
シベリウス：ロマンス
ドヴォジャーク：弦楽セレナーデ Op.22
---------------28. '88クリスマスコンサート 1988.12.25
石橋メモリアルホール
指揮：現田 茂夫
ブリテン：シンプル・シンフォニー
コレルリ：合奏協奏曲 Op.6-8『クリスマス協奏曲』
ウォルトン：弦楽のためのソナタ
1989年
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29. 第12回定期演奏会 1989.5.5
石橋メモリアルホール
指揮：高関 健
ルトスワフスキー：弦楽オーケストラの為の葬送音楽
オネゲル：交響曲第2番 (Trumpet 田宮 堅二)
メンデルスゾーン：弦楽八重奏Op.20
---------------30. '90ニューイヤーコンサ-ト 1990.1.7
石橋メモリアルホール
指揮：山下 一史
レスピーギ：古典舞曲とアリア組曲第3番
モーツァルト：ディヴェルティメント第17番 Kv.334 (Horns 山岸 博 飯笹浩二)
スク：弦楽セレナーデ Op.6
1990年
---------------31. 第13回定期演奏会 1990.6.3
石橋メモリアルホール
指揮：山下 一史
ベートーヴェン：弦楽四重奏第14番 Op.131(弦楽合奏版)
Ｒ．シュトラウス：メタモルフォーゼン
1991年
---------------32. '91ニューイヤーコンサ-ト 1991.1.20
石橋メモリアルホール
指揮：田中 良和
エルガー：弦楽セレナーデ Op.20
武満徹：弦楽のためのレクイエム
ブラームス：ワルツ愛の歌 Op.52より
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
---------------33. 第14回定期演奏会 1991.6.2
石橋メモリアルホール
ゲストコンサートマスター ：山口 裕之
グリーク：ホルベルク組曲
ストラヴィンスキー：弦楽のための協奏曲（コンチェルト in D）
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラとオーケストラの為の協奏交響曲 Kv.364 (Viola
川崎 和憲)
1992年
---------------34. 斉藤晴彦「モーツァルトを歌う」（賛助出演） 1992.9.8
相模大野グリーンホール
指揮：中島 良史；
共演：斎藤晴彦
モーツァルト：交響曲他
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35. 第2回都民アマチュアオーケストラフェスティバル （フェスティバル参加）
1992.10.20
人見記念講堂
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ Op.48
---------------36. '92ニューイヤーコンサ-ト 1992.1.12
石橋メモリアルホール
指揮：小田野 宏之
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク
ニルセン：弦楽のための小組曲 Op.1
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ Op.48
---------------37. 第15回定期演奏会 1992.5.31
石橋メモリアルホール
指揮：中村 ユリ
ディーリアス：2つの水彩画
フンメル：ヴィオラとオーケストラの為のファンタジー (Viola 川崎和憲)
C. バッハ：ヴィオラ協奏曲ハ短調 (Viola 川崎和憲)
シェーンベルク：浄夜 Op.4
---------------38. 流山市クラシックコンサート
流山市文化会館

(地方公演） 1992.12.20

グリーク：ホルベルク組曲
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv.137, 138
ヴィヴァルディ：四季より春・冬 (Violin 脇野真樹)
他
1993年
---------------39. '93ニューイヤーコンサ-ト 1993.1.10
石橋メモリアルホール
指揮：渡辺 一正
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv.137, 138
ヴィヴァルディ：調和の霊感より第８番・第11番
バッハ：シャコンヌ(ニルセン編：弦楽合奏版）
---------------40. 第16回定期演奏会 1993.5.16
石橋メモリアルホール
ゲストコンサートマスター：山口 裕之
バーバー：弦楽のためのアダージオ Op.11
ラルッソン：小セレナーデ OP.12
ブリテン：シンプル・シンフォニー Op.4
チャイコフスキー：弦楽六重奏フィレンツェの思い出 Op.70
---------------41. 合唱団ユマニテ（賛助出演） 1993.6.26
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板橋文化会館
指揮：中島 良史
ヘンデル：メサイヤ
1994年
---------------42. '94ニューイヤーコンサート 1994.1.9
石橋メモリアルホール
指揮：中村 ユリ
シベリウス：アンダンテフェスティーヴォ
シベリウス：ラカスタヴァ
シベリウス：歌曲集より5曲（中村ユリ編曲） (バリトンソロ 末吉 利行)
ウォルトン：弦楽のためのソナタ
---------------43. 第17回定期演奏会 1994.5.15
石橋メモリアルホール
ゲストコンサートマスター：山口 裕之
コレルリ：ラ・フォリア
バッハ：VnとObのための協奏曲ニ短調 (Oboe 茂木 大輔)
バッハ：ブランデンブルク協奏曲第3番
シューベルト：「死と乙女」（マーラー編曲）
1995年
---------------44. '95ニューイヤーコンサ-ト 1995.1.29
石橋メモリアルホール
ゲストコンサートマスター：山口 裕之
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
ヴィヴァルディ：協奏曲「四季」全曲
---------------45. 第18回定期演奏会 1995.5.4
石橋メモリアルホール
指揮：中村 ユリ
ダグ=ヴィレーン：弦楽セレナード Op.11
ヴォーン=ウィリアムス：タリスの主題によるファンタジア
ドヴォジャーク：弦楽セレナード Op.22
1996年
---------------46. '96ニューイヤーコンサート 1996.1.28
フィリアホール
指揮：中村 ユリ
ホルスト：セントポール組曲 Op.29-2
グラズノフ：サキソフォーン協奏曲 (サキソフォーン 須川 展也)
エルガー：弦楽セレナーデ Op.47「序奏とアレグロ」
---------------47. 第19回定期演奏会 1996.6.2
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石橋メモリアルホール
ゲストコンサートマスター：山口 裕之
ドホナーニ：セレナーデハ短調 Op.10
バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調
---------------48. 合唱団ユマニテ （賛助出演） 1996.6.29
リリアホール
指揮：中島 良史
ラター：マニフィカート
1997年
---------------49. '97ニューイヤーコンサ-ト 1997.1.12
フィリア ホール
指揮：沼尻 竜典
ニルセン：弦楽のための小組曲
ショスタコーヴッチ：室内交響曲ハ短調 (弦楽四重奏第8番より；R.バルシャイ編曲）
スク：弦楽のためのセレナード
---------------50. 第20回定期演奏会 1997.6.8
紀尾井 ホール
指揮：円光寺 雅彦
ヤナーチェック：弦楽のための組曲
モーツァルト： Vn.コンチェルト 第3番 (Violin 山口裕之)
ブラームス：弦楽六重奏曲 第1番
---------------51. ガーデンプレイス･クワイア （賛助出演）1997.7.5
恵比寿麦酒記念館 銅釜広場
指揮：中島 良史
シューベルト：ミサ G dur
---------------52. ガーデンプレイス･クワイア（賛助出演）1997.11.15
恵比寿麦酒記念館 銅釜広場
指揮：中島 良史
ラター：マニフィカート
---------------53. 合唱団ユマニテ（賛助出演） 1997.12.
指揮：中島 良史
ラター：マニフィカート
1998年
---------------54. '98ニューイヤーコンサート 1998.2.15
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石橋メモリアルホール
指揮：山下 一史
ストラヴィンスキー：弦楽のための協奏曲（コンチェルト in D）
ハイドン：チェロ協奏曲第1番(Vc.独奏 山崎伸子)
チャイコフスキー：弦楽六重奏曲｢フィレンツェの思い出｣
---------------55. 第21回定期演奏会 1998.6.14
石橋メモリアルホール
指揮：中村 ユリ
レスピーギ：古典舞曲とアリア組曲第3番
ブリテン：シンプル・シンフォニー
エルガー：二つの旋律
ブリテン：ブリッジの主題による変奏曲
1999年
----------------56. '99ニューイヤーコンサート 1999.1.31
フィリア ホール
ゲストコンサートマスター：山口 裕之
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第15番 イ短調
チャイコフスキー：弦楽のためのセレナーデ
----------------57. 第22回定期演奏会 1999.6.27
石橋メモリアルホール
指揮：高関 健
武満徹：A Way A Lone Ⅱ
ドヴォジャーク：弦楽のためのセレナーデ
R.シュトラウス：メタモルフォーゼン
2000年
----------------58. '00ニューイヤーコンサート 2000.1.30
石橋メモリアルホール
指揮：中村ユリ
ゲーゼ：ノヴェレッテ Op.53
シベリウス：弦楽のための即興曲
ブラームス：弦楽六重奏曲 第2番
---------------59. 第23回定期演奏会 2000.6.25
石橋メモリアルホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
ストラヴィンスキー：ミューズの神々を率いるアポロ
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第13番
2001年
----------------60. '01ニューイヤーコンサート 2001.2.11
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石橋メモリアルホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
スク：弦楽のためのセレナーデ
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番
----------------61. 第24回定期演奏会 2001.6.11
石橋メモリアルホール
指揮：十束尚宏
グリーグ：ホルベルグ組曲
エルガー：弦楽のためのセレナーデ
オネゲル：交響曲第2番 （トランペット・ソロ アレクセイ・トカレフ）
シューベルト：死と乙女（弦楽合奏版）
----------------62. '02ニューイヤーコンサート 2001.1.14
石橋メモリアルホール
指揮：新田ユリ
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク
マデトヤ：エレジア
ラウタヴァーラ：ペリマンニたち（フィドル弾きたち）
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv.136
ノルドグレン：ペリマンニ（フィドル弾き）の肖像
2002年
----------------63. 第25回定期演奏会 2002.6.2
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
ピアノ：山下洋輔
チャイコフスキー：弦楽のためのセレナーデ
ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー
エングルンド：交響曲第4番（郷愁）
2003年
----------------64. '03ウィンターコンサート 2003.2.9
第一生命ホール
指揮：高関健
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第15番イ短調
エルガー：弦楽のためのセレナーデ
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
----------------65. 第26回定期演奏会 2003.6.15
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口 裕之
ヴィヴァルディ：調和の霊感 作品3-1
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第16番ヘ長調
バッハ：ヴァイオリン協奏曲第2番
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シェーンベルグ：浄められた夜
2004年
----------------66. '04ニューイヤーコンサート 2004.1.25
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
パリー：イギリス組曲
ブリッジ：ラメント
ペルト：ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌
ウォルトン：弦楽のためのソナタ
----------------67. 第27回定期演奏会 2004.6.13
第一生命ホール
指揮：山下一史
芥川也寸志：弦楽のための三章 トリプティーク
武満徹：A WAY ALONE II
レスピーギ：リュートのための古代舞曲とアリアより 第3組曲
チャイコフスキー：弦楽のためのセレナード
2005年
----------------68. '05ウィンターコンサート 2005.2.13
第一生命ホール
指揮：高関健
ブリテン：ブリッジの主題による変奏曲
ウェーベルン：弦楽のための5章
スク：弦楽のためのセレナード
----------------69. 第28回定期演奏会 2005.6.12
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター、Vnソロ：山口 裕之
ベートーヴェン：交響曲第四番 変ロ長調
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
2006年
----------------70. '06ウィンターコンサート 2006.2.19
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
シベリウス：弦楽のためのプレスト
可愛らしい組曲
田園組曲
ノルドグレン：弦楽のための交響曲
ニルセン：ボヘミアとデンマークの民謡によるパラフレーズ
グリーグ：組曲「ホルベアの時代より」
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71. 第29回定期演奏会 2006.6.11
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
ブリテン：シンプル・シンフォニー
武満徹：3つの映画音楽
吉松隆：鳥は静かに...
ショスタコービッチ：弦楽のためのシンフォニー（弦楽四重奏曲第3番；D..シトコベツキ
ー編曲）
2007年
----------------72. '07ウィンターコンサート 2007.2.12
第一生命ホール
指揮＆コンサートマスター：山口 裕之
ベートーヴェン：交響曲第6番 変ロ長調
ベートーヴェン：交響曲第8番 変ロ長調
----------------73. 第30回定期演奏会 2007.6.10
第一生命ホール
指揮：高関健
ストラヴィンスキー：弦楽のためのニ調の協奏曲（バーゼル協奏曲）
シベリウス：弦楽四重奏 ニ短調 「内なる声」
チャイコフスキー：弦楽のためのセレナーデ
＜アンコール＞
武満徹：3つの映画音楽より
2008年
----------------74. '08ウィンターコンサート 2008.2.10
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
プッチーニ：菊
ロータ：弦楽のための協奏曲
ドビュッシー：小組曲（弦楽合奏版，喜多形寛丈編曲）
サティ：3つのジムノペディ №3（弦楽合奏版，喜多形寛丈編曲）
ドビュッシー：弦楽四重奏曲
<アンコール＞
サティ：ジムノペディ１番
----------------75. 第31回定期演奏会 2008.6.29
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口 裕之
ストラヴィンスキー：プルチネルラ
モーツァルト：セレナーデ「ポストホルン」
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<アンコール＞
モーツアルト：セレナード第6番「セレナータ・ノットゥルナ」より第1楽章
2009年
----------------76. '09ウィンターコンサート 2009.2.12
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
町田育弥：君のいる場所
武満徹：死と再生
喜多方寛丈：気さくな合奏団の組曲
メンデルスゾーン：弦楽八重奏 Op.20
<アンコール＞
町田育弥：「君のいる場所」より君のいる場所
----------------77. 第32回定期演奏会 2009.6.21
第一生命ホール
指揮：高関健
ドヴォジャーク：弦楽セレナーデ
ベートーベン：弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調
<アンコール＞
ドボルザーク：弦楽五重奏曲第2番より第3楽章
2010年
----------------78. '10ウィンターコンサート 2010.2.14
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
Ｒ.シュトラウス：組曲「町人貴族」
シューベルト：交響曲第8番「グレート」
<アンコール＞
ストラヴィンスキー：組曲「プルチネルラ」より第1曲

----------------79. 第33回定期演奏会 2010.6.14
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
ラウタヴァーラ：ベラ・バルトークの思い出に
ラーション：小さなセレナーデ
バーバー：弦楽のためのアダージョ
吉松隆：鳥は静かに・・・
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
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<アンコール＞
バルトーク：ルーマニア舞曲より
2011年
----------------80. '11ウィンターコンサート 2011.2.13
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
マーラー：『交響曲第5番』よりアダージェット
ヴォーン＝ウィリアムス：タリスの主題による幻想曲
ラウタヴァーラ：ハープと弦楽のためのバラード
ストラヴィンスキー：ミューズの神々を率いるアポロ
<アンコール＞
ブリッジ：ロンドンデリーの歌より
----------------81. 第34回定期演奏会 2011.6.12
第一生命ホール
指揮：高関健
シューベルト：弦楽五重奏(弦楽合奏版)
シェーンベルク：浄められた夜(弦楽合奏版)
<アンコール＞
チャイコフスキー：弦楽四重奏曲第１番より 第２楽章「アンダンテカンタービレ」

2012年
----------------82. '12ウィンターコンサート 2012.2.12
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
ホルスト：セントポール組曲
ホルスト：ブルックグリーン組曲
ホルスト：ムーアサイド組曲
ベートーベン：弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調
<アンコール＞
バルトーク：ルーマニア民族舞曲
----------------83. 第35回定期演奏会 2012.6.10
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
スク：チェコの古いコラール「聖ヴァーツラフ」による瞑想曲
ドヴォジャーク：2つのワルツ
ヤナーチェク：牧歌
スク：弦楽のためのセレナーデ
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<アンコール＞
ヤナーチェク：牧歌より
2013年
----------------84. '13ウィンターコンサート 2013.2.11
第一生命ホール
指揮：高関健
ブリテン：シンプル・シンフォニー
ショスタコービッチ：室内交響曲ハ短調 Op.110a（弦楽四重奏曲第8番の弦楽合奏版byバ
ルシャイ）
ペルト：ベンジャミン・ブリテンのための追悼歌
スメタナ：弦楽四重奏曲第1番ホ短調「わが生涯より」（弦楽合奏版）
<アンコール＞
エルガー：弦楽セレナードより 第2楽章
----------------85.
第36回定期演奏会 2013.6.30
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
ベートーヴェン：弦楽四重奏第16番（弦楽合奏版）
ドビュッシー：神聖な舞曲と世俗的な舞曲（Harp；山口裕子）
チャイコフスキー：フィレンツェの思い出（弦楽合奏版）
<アンコール＞
チャイコフスキー：劇付随音楽「雪娘」より 第10曲 メロドラマ
2014年
----------------86.
'14 ウィンターコンサート 2014.2.9
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
バッハ：ブランデンブルク協奏曲6番
ベートーヴェン：交響曲第9番（合唱付き）
<アンコール＞
ベートーベン：荘厳ミサ曲より ベネディクトゥス
----------------87.
第37回定期演奏会 2014.6.15
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
トランペット・ソロ：ヨウコ・ハルヤンネ
ニルセン：組曲
ネルーダ：トランペット協奏曲 変ホ長調
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シベリウス：弦楽四重奏曲（内なる声）
<アンコール＞
ニールセン：小組曲より第２楽章
2015年
----------------88.
'15 ウィンターコンサート 2015.2.8
第一生命ホール
指揮：高関健
ストラヴィンスキー：ミューズを率いるアポロン
ブルックナー：弦楽五重奏（弦楽合奏版）
<アンコール＞
エルガー：弦楽セレナードより第3楽章
----------------89.
第38回定期演奏会 2015.6.21
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv.137
モーツアルト：セレナーデ Kv.239 （セレナータ・ノットルナ）
モーツァルト：ディヴェルティメント Kv.138
シベリウス：恋する人（ラカスタヴァ）
ベートーヴェン：大フーガ Op.133（弦楽合奏版）
<アンコール＞
ダグ・ヴィレーン：セレナードより第1楽章

2016年
----------------90.
’16 ウィンターコンサート 2016.2.7
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
フィンジ：弦楽合奏のためのロマンス
エングルンド：交響曲第4番「ノスタルジア」
シチェドリン：カルメン組曲（ビゼー作曲）
<アンコール＞
佐原詩音：The Snow
----------------91.
第39回定期演奏会 2016.6.5
第一生命ホール
指揮：高関健
ヴェーベルン：弦楽のための5章
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バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
ドヴォジャーク：弦楽セレナーデ
<アンコール＞
ドボジャーク：弦楽四重奏曲第１０番より第３楽章
2017年
----------------92.
’17 ウィンターコンサート 2017.2.26
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
ピアノ：秋場 敬浩
ダグ:・ヴィレーン：弦楽のためのセレナーデ
ウーノ・クラミ：ピアノ協奏曲第2番
エドワード・エルガー：弦楽のためのセレナーデ ホ短調
ベンジャミン・ブリテン：シンプル・シンフォニー
<アンコール＞
ディーリアス：2枚の水彩画
---------------93.
第40回定期演奏会
2017.6.11
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
ベートーヴェン：弦楽四重奏第14番 Op. 131
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ Op. 18
<アンコール＞
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第8番より 第2楽章
2018年
----------------94
’18ウィンターコンサート 2018.2.4
第一生命ホール
指揮：高関健
ソプラノ独唱：佐藤亜理沙
シューベルト：弦楽四重奏曲第12番 ハ短調 D.703 「四重奏断章」
ブリテン：イリュミナシオン OP.18
スク：弦楽のためのセレナード Op.6
<アンコール＞
ドボルザーク：２つのワルツより
---------------95. 第41回定期演奏会 2018.6.10
第一生命ホール
ゲストコンサートマスター：山口裕之
吉松 隆：鳥は静かに... 作品72
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パーセル ：アブデラザール組曲 Z.570
ホルスト：ブルック グリーン組曲 H.190
ベートーヴェン： 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132 (弦楽合奏版)
<アンコール＞
ラター：弦楽のための組曲より 第3曲

---------------96.’19 ウィンターコンサート 2019.2.3
第一生命ホール
指揮：新田ユリ
シベリウス：ロマンス ハ長調 作品 42
シベリウス： 弦楽オーケストラのための即興曲 作品 5
カール・フィリップ・エマニュエル・バッハ：オーボエ協奏曲 変ホ長調 Wq.165 H.468
<オーボエ.アンコール>
フィンランド民謡：Kalevalainen s?velm?
ラウタヴァーラ：フィンランドの神話
ラウタヴァーラ：弦楽のための組曲
芥川 也寸志：弦楽のための三楽章 「トリプティーク」
<アンコール>
小山清茂「弦楽のためのアイヌの唄」
シベリウス：アンダンテ・フェステ
---------------97. 第41回定期演奏会 2019.6.9
第一生命ホール
指揮：高関 健
シェーンベルク：浄められた夜 Op.4
チャイコフスキー：弦楽六重奏曲 フィレンツェの思い出 Op.70 (弦楽合奏版)
<アンコール＞
ブラームス：弦楽六重奏曲第1番から第4楽章
---------------98. '20 ウィンターコンサート 2020.2.9
第一生命ホール
指揮：新田 ユリ
ヨハン・セバスティアン・バッハ：アリア (管弦楽組曲 第3番 BWV 1068 より)(レオポル
ト・ストコフスキー編曲)
ヘイノ・エッレル：弦楽のための5つの小品
アルヴォ・ペルト：オリエント&オクシデント (東洋と西洋)
イーゴリ・ストラヴィンスキー：弦楽のための協奏曲
ドミートリ・ショスタコーヴィチ：室内交響曲ハ短調 作品110a
<アンコール＞
ヨハン・セバスティアン・バッハ：アリア (管弦楽組曲 第3番 BWV 1068 より)
マックス・レーガー：叙情的アンダンテ
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