
（公財） 名古屋フィルハーモニー交響楽団　顧問名簿

R2年7月15日 現在

氏　　名 所　　　　　　属　

大村　秀章 愛知県 知事

河村たかし 名古屋市 市長

水野　明久 (一社)中部経済連合会 会長

山本　亜土 名古屋商工会議所 会頭

4名



（公財） 名古屋フィルハーモニー交響楽団　役員名簿

R3年8月13日 現在

役職名 氏　名 所　　　　　　属　

山口　千秋 東和不動産(株) 元取締役社長理　事　長

廣澤　一郎 名古屋市 副市長副理事長

佐々木 菜々子 愛知県 副知事

安藤　稔 名古屋市教育委員会 教育次長理事

大石　幼一 中部日本放送（株） 代表取締役会長

小島　浩資 東海テレビ放送(株) 代表取締役社長

佐藤　惠子 名古屋音楽大学 学長

篠田　信示 (公財)愛知県文化振興事業団 理事長

杉山　　勝 (公財)名古屋市文化振興事業団 理事長

鷲見　　卓 (株)中日新聞社 取締役事業担当

竹本　義明 名古屋芸術大学 学長

戸山　俊樹 愛知県立芸術大学 学長

判治　忠明 愛知県 県民文化局文化部長

蛭川　賢之 名古屋市 観光文化交流局文化歴史まちづくり部長

丸山　公夫 中京テレビ放送(株) 代表取締役社長

水野　みか子 名古屋市立大学大学院 教授

宗次　德二 NPO法人イエロー・エンジェル 理事長

松本　一彦 (公財)名古屋ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団　 専務理事専務理事

石田　裕康 トヨタ自動車(株) 総務部常務理事

加藤　千麿 (株)名古屋銀行 取締役会長監　　　事

田中　豊 名古屋商工会議所 常務理事・事務局長

理事19名　監事2名



（公財） 名古屋フィルハーモニー交響楽団　評議員名簿

R3年8月2日 現在

氏　　名 所　　　　　　属　

内田　吉彦 名古屋商工会議所 専務理事

大西　　朗 (株)豊田自動織機 取締役社長

小笠原　剛 (株)三菱ＵＦＪ銀行 顧問

小川　正樹 (一社)中部経済連合会 専務理事

小野　直彦 タイホウグループ 代表

片山　明彦 中部電力(株) 専務執行役員 総務・広報・地域共生本部長
　原子力本部副本部長（防災・避難支援）

加藤　宣明 (株)デンソー 元取締役会長

佐々木龍也 連合愛知 会長

須田　　寬 東海旅客鉄道(株) 顧問

髙橋　広 名港海運(株) 代表取締役社長

田辺　雅泰 日本放送協会 名古屋拠点放送局長

豊島　半七 豊島(株) 代表取締役社長

中北　智久 中北薬品(株) 代表取締役会長

浜本　英嗣 日本ガイシ(株) 相談役

早川　敏生 東邦ガス(株) 顧問

林　　芳行 リンナイ(株) 代表取締役会長

藤井　知昭 国際文化研究所 所長

松雄　俊憲 名古屋市 観光文化交流局長

水野　直樹 愛知県 県民文化局長

吉川　拓雄 名古屋鉄道(株) 取締役常務執行役員

 20名



（公財） 名古屋フィルハーモニー交響楽団　諮問委員名簿

R3年8月20日 現在

氏　名 所　　　　　　属　

稲宮　豊明 (株)日本経済新聞社　 専務執行役員 名古屋支社代表

仰木　一郎 (株)シーテック 代表取締役社長社長執行役員

小倉　　忠 (株)ノリタケカンパニーリミテド 代表取締役会長

尾堂　真一 日本特殊陶業(株) 代表取締役取締役会長

笠原　慶弘 (株)名古屋三越　 代表取締役社長執行役員

加藤　義智 (株)エフエム愛知 代表取締役社長

狩野　隆也 名古屋テレビ放送(株) 代表取締役社長

栢森　　健 ダイコク電機(株) 代表取締役専務

小出　眞市 (株)愛知銀行 名誉会長

佐古　浩敏 (株)朝日新聞社 執行役員名古屋本社代表

茶村　俊一 Ｊ.フロント リテイリング(株) 相談役

嶋尾　　正 大同特殊鋼(株) 代表取締役会長

白石　好孝 東陽倉庫(株) 代表取締役会長

髙島　信雄 (株)毎日新聞社 中部代表

瀧　健太郎 瀧定名古屋(株) 代表取締役社長

武市　栄司 トヨフジ海運(株) 代表取締役社長

谷　喜久郎 (株)新東通信 代表取締役会長兼社長

徳岡　重信 (株)中京銀行 取締役会長

服部　達哉 (一社)名古屋市医師会 会長

馬場　紀彰 岡谷鋼機(株) 代表取締役副社長

福井　弘之 トヨタ輸送(株) 代表取締役社長

増田　義則 中電興業(株) 代表取締役社長

宮武　康太郎 (株)電通 中部支社長

宮本　明彦 テレビ愛知(株) 代表取締役社長社長執行役員

三輪　芳弘 興和(株) 代表取締役社長

安井　義博 ブラザー工業(株) 名誉相談役

安田　正介 (株)サンゲツ 代表取締役社長執行役員

山腰　高士 (株)読売新聞東京本社 中部支社長

山田　敏彦 (一財)民主音楽協会中部センター センター長

吉田　守孝 (株)アイシン 取締役社長社長執行役員

30名



（公財） 名古屋フィルハーモニー交響楽団　参与名簿

R3年8月13日 現在

氏　　名 所　　　　　　属　

朝日　　真 愛知県 県民文化局文化部文化芸術課長

稲垣　宏恭 愛知県教育委員会 学習教育部教育管理監

岩本　洋二 (株)大丸松坂屋百貨店 本社業務推進部スタッフ総務・秘書担当

川瀬　裕之 名古屋鉄道(株) 秘書室長

朽木　英次 トヨタ自動車(株) 総務部部長

阪井　忍 (株)三菱ＵＦＪ銀行 経営企画部部長兼秘書室室長

寺尾　晶子 (株)中日新聞社 名古屋本社事業局文化事業部部長

徳永　智明 名古屋市 観光文化交流局 文化歴史まちづくり部 文化振興室長

西　　浩史 日本ガイシ(株) 秘書室室長

西田　雅由 東邦ガス(株) 総務部長

平松　岳人 (一社)中部経済連合会 常務理事事務局長

堀　俊明 トヨタ自動車(株) 秘書部部長

山下　達也 中部電力(株) 本店総務・広報・地域共生本部部長

百合草　和善 名古屋市教育委員会 生涯学習部長

横井　智成 中部電力(株) 秘書室長

15名
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