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公益財団法人 名古屋フィルハーモニー交響楽団 



平成 30 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 ＜27 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。 

日本特殊陶業市民会館（4 月から 11 月）及び愛知県芸術劇場（12 月から 3 月）

において、「文豪クラシック」シリーズと題し、シェイクスピアやゲーテなど 11

人の文豪にちなんだ作品を取り上げる定期演奏会を、11 回 22 公演開催した。 

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 4 回、及び恒例の「第九コンサート」を 1 回、計 5 公演開催した。

②巡回演奏会 ＜8 回＞

地方自治体等の依頼により、愛知県内外の市町村において開催した。

③移動音楽鑑賞教室 ＜31 回＞

未就学児及び小・中学生を対象に音楽鑑賞教室を開催した。
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④特別演奏会 ＜18 回＞

「東京特別公演」を東京オペラシティで開催したほか、傑作を取り上げた「し

らかわシリーズ」、開館 20 周年記念公演となった「豊田市コンサートホール・シ

リーズ」、愛知県芸術劇場での「第九特別公演」、なら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、平成 29 年度にスタートした「平日午後のオーケストラ」を 2 回開催した。 

⑤依頼演奏会 ＜22 回＞

企業・団体等からの依頼により開催した。

 合 計 106 回 

（２）アンサンブル（小編成の室内楽）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 14 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演奏

企業や団体等からの依頼によるアンサンブル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楽員講師派遣事業

小・中学校に楽員を数名講師として派遣し、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、日本特殊陶業市民会館フォレストホール及び愛知県芸

術劇場コンサートホールのホワイエにおいて開催した。 

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６名の招聘を行った。

①指揮者の招聘

定期演奏会には、名誉客演指揮者のティエリー・フィッシャー、アントニ・ヴ

ィット他を、しらかわシリーズには、ライナー・ホーネックを招聘した。 

②ソリストの招聘

ピアニストのゲルハルト・オピッツ、チェロ奏者のニコラ・アルトシュテット

他を招聘した。 

３．エール基金事業 

楽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。 

４．名フィル魅力向上事業 

(1) より一層市民に親しまれるオーケストラを目指して、名古屋城二之丸広場にお

いて「ピクニックコンサート」を開催したほか、名古屋城本丸御殿完成を契機とし

た文化発信事業として、本丸御殿内で「アンサンブルコンサート」などを開催した。

(2) 名古屋市内・愛知県内で吹奏楽に取り組む中学・高校生を対象とした、「吹奏楽

クリニック」を実施した。

(3) 首都圏での認知度向上を図るため、武蔵野市民文化会館において「東京ドリー

ムコンサート」を実施した。

(4) 海外公演に向けた調査を実施した。
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種別 No 開催日 演奏会名 指揮者 共演者 会場

1 30.04.20 第456回定期演奏会Ⅰ ロッセン・ゲルゴフ 大茂絵里子 日本特殊陶業市民会館(大)

2 30.04.21 第456回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

3 30.05.18 第457回定期演奏会Ⅰ ユベール・スダーン アレッシオ・アレグリーニ 　　〃

4 30.05.19 第457回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

5 30.06.15 第458回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 小山実稚恵 　　〃

6 30.06.16 第458回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

7 30.07.13 第459回定期演奏会Ⅰ ティエリー・フィッシャー ニコラ・アルトシュテット 他 　　〃

8 30.07.14 第459回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

9 30.09.07 第460回定期演奏会Ⅰ 川瀬賢太郎 小曽根真 　　〃

10 30.09.08 第460回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

11 30.10.12 第461回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 並河寿美 他 　　〃

12 30.10.13 第461回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

13 30.11.22 第462回定期演奏会Ⅰ 円光寺雅彦 辻彩奈 　　〃

14 30.11.23 第462回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

15 30.12.07 第463回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 ゲルハルト・オピッツ 愛知県芸術劇場(コンサート)

16 30.12.08 第463回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

17 31.01.18 第464回定期演奏会Ⅰ ジョン・アクセルロッド 成田達輝 　　〃

18 31.01.19 第464回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

19 31.02.22 第465回定期演奏会Ⅰ アントニ・ヴィット ヴェロニカ・エーベルレ 　　〃

20 31.02.23 第465回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

21 31.03.22 第466回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 セドリック・ティベルギアン 　　〃

22 31.03.23 第466回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

23 30.04.11 第61回市民会館名曲シリーズ 小泉和裕 マルクス・グロー 日本特殊陶業市民会館(大)

24 30.07.04 第62回市民会館名曲シリーズ 川瀬賢太郎 キリル・ゲルシュタイン 　　〃

25 30.08.28 第63回市民会館名曲シリーズ 小泉和裕 キム・ソヌク 　　〃

26 30.12.24 第64回市民会館名曲シリーズ「第九」 鈴木秀美 中江早希 他 　　〃

27 31.01.10 第65回市民会館名曲シリーズ 小泉和裕 キム・スーヤン 他 　　〃

1 30.04.14 サラマンカ大学 創立800周年 ロベルト・フォレス・ヴェセス カニサレス 他 サラマンカホール

2 30.05.05 飯田オケ友・名曲コンサート 円光寺雅彦 野田清隆 飯田文化会館(ホール)

3 30.07.07 上田市・名曲コンサート 川瀬賢太郎 小川典子 サントミューゼ(大)

4 30.07.25 関市文化会館40周年記念 三ツ橋敬子 岩崎洵奈 関市文化会館(大)

5 30.09.22 岡崎市民クラシックコンサート 井上道義 岡本誠司 岡崎市民会館(あおい)

6 31.01.05 東海市・ニュー・イヤー・コンサート 梅田俊明 田崎尚美 他 東海市芸術劇場(大)

7 31.02.17 あいちアートプログラム・瀬戸 松井慶太 村田茉莉花 他 瀬戸市文化センター（文化)

8 31.03.30 いなべ市・オーケストラ傑作選 川瀬賢太郎 田野倉雅秋 北勢市民会館(さくら)

1 30.05.30 市内移動音教・野立小 吉田行地 トラッシュスター 名古屋市立野立小学校

2 30.06.01 市内移動音教・東丘小Ⅰ 　　〃 　　〃 名古屋市立東丘小学校

3 30.06.01 市内移動音教・東丘小Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

4 30.06.05 豊橋市・中学生音教Ⅰ 松井慶太 　　－ ライフポートとよはし(コンサート)

5 30.06.05 豊橋市・中学生音教Ⅱ 　　〃 　　－ 　　〃

6 30.06.19 文化庁・阿久根市立脇本小 水戸博之 大島由美子 阿久根市立脇本小学校

7 30.06.21 文化庁・屋久島町立岳南中 　　〃 　　〃 屋久島町立岳南中学校

8 30.06.26 文化庁・中城村立津覇小 　　〃 　　〃 中城村立津覇小学校

9 30.06.27 文化庁・西原町立西原南小 　　〃 　　〃 さわふじ未来ホール

10 30.08.02 子ども巡回Ⅰ 中井章徳 　　－ 天白文化小劇場

11 30.08.02 子ども巡回Ⅱ 　　〃 　　－ 　　〃

12 30.08.03 子ども巡回Ⅲ 　　〃 　　－ 東文化小劇場

13 30.08.03 子ども巡回Ⅳ 　　〃 　　－ 　　〃

14 30.08.21 豊田市・中学生音教Ⅰ 中井章徳 伊藤貴之 他 豊田市コンサートホール

15 30.08.22 豊田市・中学生音教Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

16 30.08.22 豊田市・中学生音教Ⅲ 　　〃 　　〃 　　〃

17 30.08.23 豊田市・中学生音教Ⅳ 　　〃 　　〃 　　〃

18 30.08.23 豊田市・中学生音教Ⅴ 　　〃 　　〃 　　〃

平成30年度 演奏会一覧 全106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

19 30.09.11 文化庁・中津市立沖代小 松井慶太 大島由美子 中津市立沖代小学校

20 30.09.12 文化庁・豊後大野市立三重第一小 　　〃 　　〃 豊後大野市立三重第一小学校

21 30.09.13 文化庁・小林市立三松小 　　〃 　　〃 小林市立三松小学校

22 30.10.29 文化庁・高千穂町立高千穂中 　　〃 　　〃 高千穂町立高千穂中学校

23 30.10.30 文化庁・小林市立細野小 　　〃 　　〃 小林市立細野小学校

24 30.10.31 文化庁・曽於市立柳迫小 　　〃 　　〃 曽於市立柳迫小学校

25 30.11.13 文化庁・竹富町立上原小 　　〃 　　〃 竹富町立上原小学校

26 30.12.12 東海市・小学生音教Ⅰ 水戸博之 　　－ 東海市芸術劇場(大)

27 30.12.12 東海市・小学生音教Ⅱ 　　〃 　　－ 　　〃

28 31.01.29 東海市・中学生音教Ⅰ 松尾葉子 田作幸介 　　〃

29 31.01.29 東海市・中学生音教Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

30 31.02.05 岡崎市・中学生音教 村松貞治 　　－ 岡崎市民会館(あおい)

31 31.03.15 椙山小・共演コンサート 田中祐子 椙山小児童 他 日本特殊陶業市民会館(大)

1 30.05.11 しらかわシリーズVol.31 アンドリス・ポーガ 成田達輝 しらかわホール

2 30.06.09 しらかわシリーズVol.32 ライナー・ホーネック 菊池洋子 他 　　〃

3 30.09.18 平日午後のオーケストラVol.2 フェリックス・ミルデンベルガー 藤田真央 日本特殊陶業市民会館(大)

4 30.09.24 名古屋城ピクニックコンサートⅠ 太田弦 　― 名古屋城二之丸広場

5 30.09.24 名古屋城ピクニックコンサートⅡ 　　〃 　― 　　〃

6 30.09.29 名フィル・ウィンド・オーケストラ 須川展也 　― 日本特殊陶業市民会館(大)

7 30.10.02 福祉コンサート・東三河公演 中止 中井章徳 　― ライフポートとよはし(コンサート)

8 30.10.03 福祉コンサート・名古屋公演Ⅰ 　　〃 　― 名古屋国際会議場(センチュリー)

9 30.10.03 福祉コンサート・名古屋公演Ⅱ 　　〃 　― 　　〃

10 30.10.04 福祉コンサート・刈谷公演 ハンスイェルク・シェレンベルガー 　― 刈谷市総合文化センター(大)

11 30.10.24 コバケン・スペシャル2018 小林研一郎 徳永二男 日本特殊陶業市民会館(大)

12 30.11.10 岐阜特別公演 ロリー・マクドナルド 郷古廉 サラマンカホール

13 30.12.19 クリスマス・スペシャル・コンサート 川瀬賢太郎 奥田弦 愛知県芸術劇場(コンサート)

14 30.12.25 「第九」特別公演 鈴木秀美 中江早希 他 　　〃

15 31.02.02 豊田市コンサートホール・シリーズVol.6 川瀬賢太郎,キハラ良尚 竹澤恭子 他 豊田市コンサートホール

16 31.02.08 東京ドリームコンサート 鈴木織衛 サラ・オレイン 他 武蔵野市民文化会館(大)

17 31.03.13 平日午後のオーケストラVol.3 円光寺雅彦 ベンジャミン・ベイルマン 日本特殊陶業市民会館(大)

18 30.03.24 東京特別公演 小泉和裕 セドリック・ティベルギアン 東京オペラシティ(コンサート)

1 30.04.03 タイホウグループ スプリング 小林研一郎 小林亜矢乃 日本特殊陶業市民会館(大)

2 30.04.07 連合愛知コンサート 瀬山智博 細川千尋 名古屋国際会議場(センチュリー)

3 30.04.26 トヨフジ海運 ボン ボヤージュ 藤岡幸夫 南紫音 日本特殊陶業市民会館(大)

4 30.07.22 とよたハートフルコンサート 中井章徳 橋本千波 豊田市コンサートホール

5 30.07.31 OKAYA CHARITY CONCERT 田中祐子 田村響 他 日本特殊陶業市民会館(大)

6 30.08.09 音楽宅急便・金沢公演 飯森範親 岩崎里衣 他 本多の森ホール

7 30.08.11 音楽宅急便・伊勢公演 　　〃 　　〃 伊勢市観光文化会館(大)

8 30.09.01 豊田通商70周年記念 　　〃 谷村新司 名古屋国際会議場(センチュリー)

9 30.10.06 東海市・0歳わくわくオーケストラ 吉田行地 　― 東海市芸術劇場(大)

10 30.10.21 名古屋栄ライオンズクラブ 田中祐子 市内小中学生 日本特殊陶業市民会館(大)

11 30.11.04 一宮「第九」 田中祐子,神田豊壽 吉田珠代 他 一宮市民会館(ホール)

12 30.11.07 豊田自動織機 Charity Concert 尾高忠明 小菅優 刈谷市総合文化センター(大)

13 30.11.25 市民の「第九」 川瀬賢太郎 錦織健 他 日本特殊陶業市民会館(大)

14 30.11.29 名古屋銀行チャリティーコンサート 大井剛史 クリスティーナ・ブラベッツ 愛知県芸術劇場(コンサート)

15 30.12.01 岡崎「第九」 川瀬賢太郎 基村昌代 他 岡崎市民会館(あおい)

16 30.12.10 ネッツトヨタ名古屋50周年 円光寺雅彦,千住明 中嶋彰子 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

17 30.12.16 ヘンデル協会 メサイア演奏会 松井慶太 髙橋絵里 他 　　〃

18 31.01.03 NHKナゴヤニューイヤー2019 田中祐子 加羽沢美濃 他 　　〃

19 31.01.25 日演連・新進演奏家育成PJ 梅田俊明 太田咲耶 他 　　〃

20 31.02.15 名古屋市民コーラス 創立60周年 角田鋼亮 末吉利行 他 日本特殊陶業市民会館(大)

21 31.02.27 JAF会員のための音楽会 原田慶太楼 朴葵姫 愛知県芸術劇場(コンサート)

22 31.03.09 グリーン・エコー 第60回演奏会 井上道義 モニカ・ブチュコフスカ 他 　　〃
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