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平成 29 年度 事業報告及び決算について 

創立以来、半世紀を超えた歴史ある楽団として、交響管弦楽による音楽芸術

の普及向上を図り文化の発展に寄与するため、小泉和裕音楽監督のもと、公演

内容の充実を図り、次のような演奏事業活動を行った。 

１．演奏事業 

（１）オーケストラ演奏事業

①定期演奏会 ＜28 回＞

内外の著名な指揮者・ソリストを招き、楽団のさらなる技術向上と音楽芸術

の発展を目指して定期演奏会を開催した。

愛知県芸術劇場コンサートホール（4 月から 7 月）及び日本特殊陶業市民 
会館（9 月から 3 月）において、「音楽の都市・都市の音楽家」シリーズと題

し、名古屋の姉妹友好都市を中心とした世界の都市ゆかりの出演者、曲目を

取り上げ、年 11 回 22 公演を定期演奏会として開催した。 

日本特殊陶業市民会館では、市民会館名曲シリーズとして、「ベートーヴ 

ェン・ツィクルス」を年 4 回、及び恒例の第九コンサートを年 2 回の計 6 公

演開催した。 

②巡回演奏会 ＜12 回＞

地方自治体等の依頼により市町村において開催した。

③移動音楽鑑賞教室 ＜35 回＞

小・中・高校生を対象に音楽鑑賞教室を開催した。

④特別演奏会 ＜11 回＞

平成 28 年度に続き、東京特別公演をサントリーホールで開催した他、しら
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かわシリーズ、豊田市ジュニアオーケストラと共演する豊田市コンサートホ

ール・シリーズ、並びに障がいのある方などを対象とした福祉コンサートな

どを開催した。また、新たに、平日午後のコンサートを開始した。 

⑤依頼演奏会 ＜28 回＞

企業・団体等からの依頼により開催した。

合 計  114 回 

（２）アンサンブル（小編成）事業等

①サロンコンサート

音楽プラザの施設を利用した「サロンコンサート」を年 15 回開催した。

②まちかどコンサート

市民が集まる場所で、より名フィルが親しまれるよう開催している「まち

かどコンサート」を、名古屋市主催のイベントなどと連携して実施した。 

③依頼によるアンサンブル(小編成)演奏

企業や団体等からの依頼による「アンサンブル(小編成)」の演奏活動を実

施した。 

④公開リハーサル

市民との交流を深め名フィルへの認知度を高めるため「公開リハーサル」

を年 12 回開催した。 

⑤楽団員講師派遣事業

小中学校の授業に楽団員が数名講師として訪問し、演奏とともに音楽の魅

力などを伝えた。 

⑥ロビーコンサート

定期演奏会の開演前に、会場のロビーにおいて開催した。

⑦名フィルの日

ファン感謝デーとして、一日限りのアンサンブルや「キッズ楽器体験コ

ーナー」などを実施した。 
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２．音の向上基金事業 

オーケストラ演奏事業の充実を図るため、「音の向上基金」を活用して指揮

者５名、ソリスト７名の招聘を行った。 

① 指揮者の招聘

『定期演奏会』には、ニコラス・ミルトン、アロンドラ・デ・ラ・パーラ、

エドウィン・アウトウォーターを、『市民会館名曲シリーズ』には、ラルフ・

ワイケルトを、『しらかわシリーズ』には、ハンスイェルク・シュレンベル

ガーを招聘した。 

② ソリストの招聘

ピアニストのヤン・リシエツキ、ホルン奏者のシュテファン・ドール他を

招聘した。 

３．エール基金事業 

楽団員の演奏技術の向上を図るため、楽器の購入資金を貸し付けた。 
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種別 No 開催日 演奏会名 指揮者 共演者 会場

1 29.04.21 第445回定期演奏会Ⅰ ニコラス・ミルトン ウェールズ弦楽四重奏団 愛知県芸術劇場コンサートホール

2 29.04.22 第445回定期演奏会Ⅱ 〃 〃 　　〃

3 29.06.02 第446回定期演奏会Ⅰ 川瀬賢太郎 ノア・ベンディックス＝バルグリー 　　〃

4 29.06.03 第446回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

5 29.06.30 第447回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 シュテファン・ドール 　　〃

6 29.07.01 第447回定期演奏会Ⅱ 　　〃 〃 　　〃

7 29.07.21 第448回定期演奏会Ⅰ アロンドラ・デ・ラ・パーラ アレッサンドロ・カルボナーレ 　　〃

8 29.07.22 第448回定期演奏会Ⅱ 〃 〃 　　〃

9 29.09.08 第449回定期演奏会Ⅰ 井上道義 ウェンティン・カン 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

10 29.09.09 第449回定期演奏会Ⅱ 　　〃 〃 　　〃

11 29.10.06 第450回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 安井陽子、藤木大地　他 　　〃

12 29.10.07 第450回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

13 29.11.17 第451回定期演奏会Ⅰ エドウィン・アウトウォーター トーマス・フートゥン 　　〃

14 29.11.18 第451回定期演奏会Ⅱ 〃 〃 　　〃

15 29.12.08 第452回定期演奏会Ⅰ 下野竜也 ヤン・リシエツキ 　　〃

16 29.12.09 第452回定期演奏会Ⅱ 　　〃 〃 　　〃

17 30.01.19 第453回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 小川典子 　　〃

18 30.01.20 第453回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

19 30.02.16 第454回定期演奏会Ⅰ 広上淳一 アリーナ・ポゴストキーナ 　　〃

20 30.02.17 第454回定期演奏会Ⅱ 　　〃 〃 　　〃

21 30.03.16 第455回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 エンリコ・ディンド 　　〃

22 30.03.17 第455回定期演奏会Ⅱ 　　〃 〃 　　〃

23 29.04.11 第56回市民会館名曲シリーズ 小泉和裕 堀米ゆず子 　　〃

24 29.08.04 第57回市民会館名曲シリーズ 小泉和裕 ミシェル・ダルベルト 　　〃

25 29.10.19 第58回市民会館名曲シリーズ ラルフ・ワイケルト 北村朋幹 　　〃

26 29.12.13 第59回市民名曲「第九」Ⅰ 小泉和裕 秦茂子、富岡明子　他 　　〃

27 29.12.14 第59回市民名曲「第九」Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

28 30.02.08 第60回市民会館名曲シリーズ 川瀬賢太郎 イム・ジヨン 　　〃

1 29.05.06 オーケストラと友に音楽祭2017名曲コンサート 円光寺雅彦 　― 飯田文化会館

2 29.05.21 春日井市・大作曲家の大傑作シリーズVol.2 茂木大輔 　― 春日井市民会館

3 29.08.27 東海市　夏のファミリーコンサート 竹本泰蔵 麻衣 東海市芸術劇場大ホール

4 29.09.03 小泉和裕音楽監督就任１周年記念公演 小泉和裕 　― 飛騨市文化交流センター

5 29.10.14 第25回 岡崎市民クラシックコンサート 井上道義 児玉麻里 岡崎市民会館あおいホール

6 29.10.28 愛知県文化振興事業団オペラ「ばらの騎士」 ラルフ・ワイケルト 林正子、狩野賢一　他 愛知県芸術劇場大ホール

7 29.10.29 愛知県文化振興事業団オペラ「ばらの騎士」 〃 　　〃 　　〃

8 29.11.05 大分オペラ「ばらの騎士」 ラルフ・ワイケルト 森谷真理、大塚博章　他 iichiko総合文化センター

9 30.01.14 トリエンナーレ蒲郡 中井章徳 足立祥子、遠藤実優 蒲郡市民会館大ホール

10 30.02.10 オーケストラ傑作選inいなべⅢ 川瀬賢太郎 上岡　翔 いなべ市北勢市民会館さくらホール

11 30.02.24 東海市J.L.ﾀｰﾅｰwithｵｰｹｽﾄﾗ 竹本泰蔵 ジョー・リン・ターナー 東海市芸術劇場大ホール

12 30.03.03 東海市名曲コンサート 小泉和裕 　― 東海市芸術劇場大ホール

1 29.05.11 名古屋市内移動音楽鑑賞教室 松井慶太 安藤るり 名古屋市立徳重小学校体育館

2 29.05.12 　　〃 　　〃 　　〃 名古屋市立比良西小学校体育館

3 29.05.16 　　〃 　　〃 　　〃 名古屋市立笠寺小学校体育館

4 29.05.22 　　〃 　　〃 　　〃 名古屋市立鳴海小学校体育館

5 29.05.23 　　〃 　　〃 　　〃 名古屋市立穂波小学校体育館

6 29.06.13 文化庁　文化芸術による子供の育成事業 吉田行地 橋本千波 青木村立青木小学校体育館

7 29.06.14 　　〃 　　〃 　　〃 関市立板取川中学校体育館

8 29.06.20 暁中学・高等学校芸術鑑賞会 柴田真郁 橋本千波 四日市市文化会館第1ホール

9 29.06.21 豊橋市文化芸術体験推進事業 　　〃 　　〃 アイプラザ豊橋 講堂

10 29.07.11 文化庁　文化芸術による子供の育成事業 吉田行地 橋本千波 飯網町立牟礼西小学校体育館

11 29.07.12 　　〃 　　〃 　　〃 須坂市立井上小学校体育館

12 29.07.13 　　〃 　　〃 　　〃 弥富市南部コミュニティセンター

平成29年度　演奏会一覧　全114回　（種別・開催日順）
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種別 No 開催日 演奏会名 指揮者 共演者 会場

13 29.08.22 心に残る記念事業＜中学生のためのコンサート＞ 中井章徳 徳岡めぐみ、伊藤貴之 豊田市コンサートホール

14,15 29.08.23 　〃　  (2公演） 　　〃 　　〃 　　〃

16,17 29.08.24 　　〃　  (2公演） 　　〃 　　〃 　　〃

18,19 29.08.30 なごや子供のための巡回劇場（2公演） 中井章徳 　― 名古屋市西文化小劇場

20,21 29.08.31 　　〃 　　〃 　― 名古屋市緑文化小劇場

22 29.09.12 文化庁　文化芸術による子供の育成事業 吉田行地 橋本千波 湯河原町立東台福浦小学校体育館

23 29.09.13 　　〃 　　〃 　　〃 藤枝市立藤枝中央小学校体育館

24 29.09.14 　　〃 　　〃 　　〃 島田市立島田第四小学校体育館

25 29.09.15 　　〃 　　〃 　　〃 浜松市立双葉小学校体育館

26,27 29.09.19 　〃　  (2公演） 　　〃 　　〃 名古屋市立大森小学校体育館

28 29.09.20 　　〃 　　〃 　　〃 名古屋市立大高北小学校体育館

29 29.09.26 　　〃 　　〃 　　〃 相模原市立千木良小学校体育館

30 29.09.27 　　〃 　　〃 　　〃 横浜市立中川西小学校体育館

31 29.09.28 　　〃 　　〃 　　〃 川崎市立玉川中学校体育館

32,33 29.12.19 東海市芸術劇場小学生劇場招待コンサート（２公演） 松井慶太 　― 東海市芸術劇場大ホール

34,35 30.01.24 東海市芸術劇場中学生劇場招待コンサート（２公演） 大井剛史 　― 東海市芸術劇場大ホール

1 29.05.28 名フィル・ウィンド・オーケストラ2017 吉田行地 香川慎二 名古屋国際会議場センチュリーホール

2 29.06.10 しらかわシリーズVol.29 鈴木秀美 　― 三井住友海上しらかわホール

3 29.11.27 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート東三河公演 大井剛史 　― ライフポートとよはしコンサートホール

4 29.11.28 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート刈谷公演 　　〃 　― 刈谷市総合文化センター大ホール

5,6 29.11.30 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート名古屋公演（2公演） 　　〃 　― 名古屋国際会議場センチュリーホール

7 29.12.21 クリスマス・スペシャル・コンサート2017 川瀬賢太郎 サラ・オレイン 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

8 30.01.12 しらかわシリーズVol.30 ハンスイェルク・シェレンベルガー ― 三井住友海上しらかわホール

9 30.02.03 豊田市コンサートホールVol.5 小泉和裕 レイ・チェン 豊田市コンサートホール

10 30.02.28 平日午後のオーケストラ 円光寺雅彦 岡田奏 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

11 30.03.18 東京公演 小泉和裕 エンリコ・ディンド サントリーホール

1,2 29.04.01 ミッドランドスクエア 10周年記念コンサート 永峰大輔 辻彩奈 ミッドランドホール

3 29.04.23 トヨタ・マスター・プレイヤーズ，ウィーン 大植英次 　― 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4 29.05.10 トヨフジ ボン ボヤージュ コンサート 大井剛史 石丸由佳 愛知県芸術劇場コンサートホール

5 29.06.16 オービック・スペシャル・コンサート2017 小林研一郎 松田理奈　他 愛知県芸術劇場コンサートホール

6 29.05.25 グリーン・エコー　第59回演奏会 川瀬賢太郎 安藤るり　他 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

7 29.07.08 名古屋国際音楽祭第40回記念ガラコンサート 川瀬賢太郎 小山実稚恵　他 愛知県芸術劇場コンサートホール

8 29.07.16 とよたハートフルコンサート2017 永峰大輔 橋本千波 豊田市コンサートホール

9 29.07.30 OKAYA CHARITY CONCERT2017 田中祐子 佐藤晴真　他 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

10 29.08.07 音楽宅急便「クロネコファミリーコンサート」　台風中止 飯森範親 岩崎里衣　他 伊勢市観光文化会館

11 29.08.12 第6回　地共済ファミリーコンサート 田中祐子 田村響 刈谷市総合文化センター大ホール

12 29.10.11 豊田自動織機チャリティコンサート2017 尾高忠明 諏訪内晶子 刈谷市総合文化センター大ホール

13 29.10.21 第13回 名古屋大学ホームカミングディ ラルフ・ワイケルト 上野星矢 名古屋大学豊田講堂ホール

14 29.11.02 名古屋市民コーラス第46回定期演奏会 川瀬賢太郎 秦茂子、藤田卓也　他 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

15 29.11.10 じゅうろくプロムナードコンサート2017 広上淳一 南紫音 長良川国際会議場メインホール

16 29.11.12 安城市制65周年記念市民芸術鑑賞会　第九 田中祐子 安土真弓、青山奈未　他 安城市民会館

17 29.11.21 第36回 名古屋銀行チャリティコンサート ラデク・バボラーク 　― 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

18 29.11.23 交響組曲「ドラゴンクエストⅣ」 渡邊一正 すぎやまこういち 長良川国際会議場メインホール

19 29.11.26 市民の「第九」コンサート2017 大井剛史 錦織健　他 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

20 29.12.03 ヘンデル協会　第53回メサイア演奏会 大井剛史 盛田麻央　他 刈谷市総合文化センター大ホール

21 29.12.16 MARUWAクリスマスコンサート2017 大友直人 ジョン・健・ヌッツォ 瀬戸市文化センター

22 29.12.24 東海東京証券ゴールデンライフステージ2017 円光寺雅彦 森麻季　他 愛知県芸術劇場大ホール

23 30.01.03 NHKナゴヤ ニュー･イヤー・コンサート2018 角田鋼亮 森麻季　他 愛知県芸術劇場大ホール

24 30.01.06 メ～テレ ヴォーカル＆シンフォニー 森 香織 新妻聖子　他 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

25 30.01.23 東海市０歳からの福祉コンサート 大井剛史 　― 東海市芸術劇場大ホール

26 30.01.28 新進演奏会育成プロジェクト オーケストラ・シリーズ 大井剛史 佐藤有沙　他 三井住友海上しらかわホール

27 30.03.07 音楽日和～JAF会員のための音楽会～名古屋 高関健 岡本侑也 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

28 30.03.28 トヨタ・マスター・プレイヤーズ，ウィーン 大植英次 　― 日本特殊陶業市民会館フォレストホール
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