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令和元年度 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。 

なお、令和 2 年 2 月下旬以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため演

奏活動を中止した。 

 

１ 演奏事業 

(1) オーケストラ演奏事業 

ア 定期演奏会 ＜27 回（うち 4 回中止）＞ 

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。 

愛知県芸術劇場において、「マスターピース」シリーズと題し、偉大な作曲家た

ちの残した代表傑作を取り上げる定期演奏会を 19 公演開催したが、台風により 1

公演、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 2 公演中止した。 

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、ロシアの名曲を取り

揃えた「ロシアン・フェスティヴァル」を 4 公演開催したが、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため 1 公演中止した 

イ 巡回演奏会 ＜12 回（うち 1 回中止）＞ 

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。 

ウ 移動音楽教室 ＜33 回＞ 

未就学児及び小・中学生、高校生を対象に音楽鑑賞教室を開催した。 
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エ 特別演奏会 ＜18 回（うち 3 回中止）＞ 

豊田市コンサートホール・シリーズは新たに「カジュアル」公演を開催し、従

来の「名曲」公演と合わせて 2 公演を開催した。また昨年度好評を得た愛知県芸

術劇場での第九演奏会も 2 公演を開催した。 

さらに恒例のしらかわシリーズ、平日午後のオーケストラ（2 公演中 1 公演は

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）、東京オペラシティでの東京特別公

演、ならびに 20 年目の節目を迎えた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。 

オ 依頼演奏会 ＜23 回（うち 1 回中止）＞ 

企業・団体等からの依頼により開催した。 

       合 計 113 回（うち 9 回中止）  

 

(2) アンサンブル（小編成の室内楽）事業等 

ア 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 12 回開催した。 

イ 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。 

ウ 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。 

エ 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 11

回開催した。 

オ 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。 

カ ロビーコンサート 

演奏会の開演前に、愛知県芸術劇場コンサートホールや日本特殊陶業市民会館

等のホワイエにおいて開催した。 
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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 6 名、

ソリスト 3 名の招聘を行った。また、故阿部孝子様（元中日新聞記者）からのご寄付

の一部を楽団で必要とする大型楽器購入費用に充てた。 

(1) 指揮者の招聘 

定期演奏会には、初招聘のシルヴァン・カンブルランや、10 季ぶりの再演となる

ハインツ・ホリガーに加え、前常任指揮者のマーティン・ブラビンズ他を招聘した。 

(2) ソリストの招聘 

ピアニストのフレディ・ケンプ、ヴァイオリニストのオーガスティン・ハーデリ

ッヒ他を招聘した。 

(3) 楽器の購入 

コントラバスを 1 台購入した。 

 

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) 吹奏楽クリニック 

 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。 

(2) ドリームコンサート 

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」を予定したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止した。 

(3) ミュージアムコンサート 

 より一層市民に親しまれるオーケストラを目指して、トヨタ産業技術記念館におい

て「ミュージアムコンサート」を開催した。 

(4) プレミアムコンサート 

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」を予定したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止

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 31.04.19 第467回定期演奏会Ⅰ マックス・ポンマー アレシュ・バールタ 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

2 31.04.20 第467回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

3 01.05.24 第468回定期演奏会Ⅰ カーチュン・ウォン ルオシャ・ファン 　　〃

4 01.05.25 第468回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

5 01.06.14 第469回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 クララ＝ジュミ・カン 　　〃

6 01.06.15 第469回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

7 01.07.05 第470回定期演奏会Ⅰ マーティン・ブラビンズ ジャン・チャクムル 　　〃

8 01.07.06 第470回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

9 01.09.06 第471回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 　　－ 　　〃

10 01.09.07 第471回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　－ 　　〃

11 01.10.11 第472回定期演奏会Ⅰ ハインツ・ホリガー マリー＝リーゼ・シュプバッハ 　　〃

12 01.10.12 第472回定期演奏会Ⅱ 中止 　　〃 　　〃 　　〃

13 01.11.15 第473回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 オーガスティン・ハーデリッヒ 　　〃

14 01.11.16 第473回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

15 01.12.06 第474回定期演奏会Ⅰ シルヴァン・カンブルラン 藤木大地 他 　　〃

16 01.12.07 第474回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

17 02.01.17 第475回定期演奏会Ⅰ 沼尻竜典 パブロ・フェランデス 　　〃

18 02.01.18 第475回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

19 02.02.21 第476回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 　　－ 　　〃

20 02.02.22 第476回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　－ 　　〃

21 02.03.13 第477回定期演奏会Ⅰ 中止 川瀬賢太郎 菊池洋子 　　〃

22 02.03.14 第477回定期演奏会Ⅱ 中止 　　〃 　　〃 　　〃

23 31.04.11 第66回市民会館名曲シリーズ 小泉和裕 米元響子 日本特殊陶業市民会館(大)

24 01.06.06 第67回市民会館名曲シリーズ 川瀬賢太郎 デイヴィッド・クーパー 　　〃

25 01.07.18 第68回市民会館名曲シリーズ 外山雄三 津田裕也 　　〃

26 01.09.27 第69回市民会館名曲シリーズ 小泉和裕 フレディ・ケンプ 　　〃

27 02.03.18 第70回市民会館名曲シリーズ 中止 ロベルト・フォレス・ベセス 吉野直子 　　〃

1 01.05.05 飯田オケ友・名曲コンサート 川瀬賢太郎 上野星矢 飯田文化会館(ホール)

2 01.06.29 春日井・のだめ音楽会Ⅰ 茂木大輔 河尻広之 春日井市民会館

3 01.06.30 春日井・のだめ音楽会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

4 01.07.14 とよたハートフルコンサート 松井慶太 橋本千波 豊田市コンサートホール

5 01.09.28 名古屋市制施行130周年記念式典 吉田行地 桜山中学校コーラス部 名古屋市公会堂(大)

6 01.10.26 いなべ市・オーケストラ傑作選 川瀬賢太郎 グロリア・カンパネル 北勢市民会館(さくら)

7 01.11.02 愛知県芸術劇場《カルメン》Ⅰ ジャン・レイサム＝ケーニック 加藤のぞみ 他 愛知県芸術劇場(大)

8 01.11.03 愛知県芸術劇場《カルメン》Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

9 01.12.21 岡崎市民クラシックコンサート 井上道義 基村昌代 他 岡崎市民会館(あおい)

10 02.01.21 東海市・0歳わくわくオーケストラ 中井章徳 大久保成美 東海市芸術劇場(大)

11 02.01.25 大野町総合町民センター25周年 太田弦 　　－ 大野町総合町民センター(ふれあい)

12 02.03.29 東海市「第九」 特別記念公演 中止 飯守泰次郎 田崎尚美 他 東海市芸術劇場(大)

1 01.05.07 市内移動音教・宝小 吉田行地 橋本千波 名古屋市立宝小学校

2 01.05.13 南山中学・高校 芸術鑑賞会 水戸博之 木村優一 青少年文化センター(アートピア)

3 01.05.15 市内移動音教・比良西小 吉田行地 橋本千波 名古屋市立比良西小学校

4 01.05.30 愛工大名電高校 芸術鑑賞会 円光寺雅彦 　　－ 愛知県芸術劇場(コンサート)

5 01.05.31 豊橋市・中学生音教 　　〃 　　－ アイプラザ豊橋(講堂)

6 01.06.18 文化庁・大阪市立豊新小 吉田行地 橋本千波 大阪市立豊新小学校

7 01.06.19 文化庁・大阪市立喜連東小 　　〃 　　〃 大阪市立喜連東小学校

8 01.06.20 文化庁・大阪市立晴明丘小Ⅰ 　　〃 　　〃 大阪市立晴明丘小学校

9 01.06.20 文化庁・大阪市立晴明丘小Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

10 01.06.21 文化庁・大阪市立南恩加島小 　　〃 　　〃 大阪市立南恩加島小学校

11 01.06.24 文化庁・栗東市立治田西小 　　〃 　　〃 栗東市立治田西小学校

12 01.06.25 文化庁・竜王町立竜王中学校 　　〃 　　〃 竜王町立竜王中学校

13 01.06.26 文化庁・多賀町立多賀小学校 　　〃 　　〃 多賀町立多賀小学校

14 01.07.09 文化庁・四日市市立羽津中 　　〃 　　〃 四日市市立羽津中学校

15 01.07.10 文化庁・愛知県立盲学校 他 　　〃 　　〃 津市立南郊中学校

16 01.07.11 文化庁・伊賀市立友生小 　　〃 　　〃 伊賀市立友生小学校

17 01.08.06 子ども巡回Ⅰ 中井章徳 　　－ 名東区役所(講堂)

18 01.08.06 子ども巡回Ⅱ 　　〃 　　－ 　　〃
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種別 No 開催日 演奏会名 指揮者 共演者 会場

19 01.08.07 子ども巡回Ⅲ 中井章徳 　　－ 守山文化小劇場

20 01.08.07 子ども巡回Ⅳ 　　〃 　　－ 　　〃

21 01.08.20 豊田市・中学生音教Ⅰ 　　〃 伊藤貴之 他 豊田市コンサートホール

22 01.08.21 豊田市・中学生音教Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

23 01.08.21 豊田市・中学生音教Ⅲ 　　〃 　　〃 　　〃

24 01.08.22 豊田市・中学生音教Ⅳ 　　〃 　　〃 　　〃

25 01.08.22 豊田市・中学生音教Ⅴ 　　〃 　　〃 　　〃

26 01.09.17 市内移動音教・杉村小 吉田行地 橋本千波 名古屋市立杉村小学校

27 01.10.02 市内移動音教・船方小Ⅰ 　　〃 　　〃 名古屋市立船方小学校

28 01.10.02 市内移動音教・船方小Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

29 01.12.10 東海市・小学生音教Ⅰ 粟辻聡 　　－ 東海市芸術劇場(大)

30 01.12.10 東海市・小学生音教Ⅱ 　　〃 　　－ 　　〃

31 02.01.22 東海市・中学生音教Ⅰ 中井章徳 大久保成美 　　〃

32 02.01.22 東海市・中学生音教Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

33 02.02.04 岡崎市・中学生音教 村松貞治 橋本千波 他 岡崎市民会館(あおい)

1 01.05.11 豊田市コンサートホール・シリーズVol.7 竹本泰蔵 徳岡めぐみ 他 豊田市コンサートホール

2 01.08.27 平日午後のオーケストラVol.4 円光寺雅彦 青木尚佳 愛知県芸術劇場(コンサート)

3 01.09.16 しらかわシリーズVol.33 鈴木秀美 中江早希 しらかわホール

4 01.09.21 名フィル・ウィンド・オーケストラ 大井剛史 宮本弦 日本特殊陶業市民会館(大)

5 01.10.20 ミュージアムコンサート 松村秀明 　― トヨタ産業技術記念館

6 01.11.19 東京特別公演 小泉和裕 オーガスティン・ハーデリッヒ 東京オペラシティ(コンサート)

7 01.11.25 福祉コンサート・名古屋公演Ⅰ 阿部未来 黒坂黒太郎 他 名古屋国際会議場(センチュリー)

8 01.11.25 福祉コンサート・名古屋公演Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

9 01.11.26 福祉コンサート・東三河公演 　　〃 　― ライフポートとよはし(コンサート)

10 01.11.27 福祉コンサート・刈谷公演 　　〃 　― 刈谷市総合文化センター(大)

11 01.12.13 第九演奏会Ⅰ 小泉和裕 安井陽子 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

12 01.12.14 第九演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

13 01.12.17 クリスマス・スペシャル・コンサート 大井剛史 すぎやまこういち 　　〃

14 02.01.09 しらかわシリーズVol.34 ハンスイェルク・シェレンベルガー 　― しらかわホール

15 02.02.01 豊田市コンサートホール・シリーズVol.8 大植英次 有希・マヌエラ・ヤンケ 他 豊田市コンサートホール

16 02.02.27 愛知県立芸術大学 ジョイント 中止 尾高忠明 県立芸大管弦楽団 愛知県芸術劇場(コンサート)

17 02.03.04 平日午後のオーケストラVol.5 中止 ベアトリーチェ・ヴェネツィ スヴェトリン・ルセフ 　　〃

18 02.03.24 東京ドリームコンサート 中止 鈴木織衛 藤田麻衣子 武蔵野市民文化会館(大)

1 31.04.04 タイホウグループ スプリング 小林研一郎 小林亜矢乃 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

2 31.04.05 ウェイブ コンツェルトの夕べ 松村秀明 尾之内恵子 他 　　〃

3 31.04.13 連合愛知コンサート 　　〃 奥村愛 　　〃

4 31.04.23 トヨタ・マスター・プレイヤーズ，ウィーン 佐渡裕 トヨタ・マスター・プレイヤーズ，ウィーン 　　〃

5 01.05.18 民音指揮者コンクール 入賞デビュー 沖澤のどか 他 　― 　　〃

6 01.05.29 トヨフジ海運 ボン ボヤージュ 柴田真郁 長富彩 　　〃

7 01.06.08 石丸幹二 オーケストラコンサート 円光寺雅彦 石丸幹二 他 　　〃

8 01.07.26 オービック・スペシャル 小林研一郎 南紫音 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

9 01.07.31 音楽宅急便・高山公演 飯森範親 朝岡聡 他 高山市民文化会館(大)

10 01.10.04 十六銀行 プロムナード 大友直人 上村文乃 長良川国際会議場(メイン)

11 01.10.06 ふれあいFanFunコンサート 鈴木忠明 デニス・ビシュニャ 他 しらかわホール

12 01.10.16 豊田自動織機 Charity Concert 尾高忠明 宮田大 愛知県芸術劇場(コンサート)

13 01.10.23 名古屋銀行チャリティーコンサート 川瀬賢太郎 グロリア・カンパネル 　　〃

14 01.11.09 名古屋市民コーラス 創立60周年 下野竜也 中村恵理 他 　　〃

15 01.11.24 市民の「第九」 大勝秀也 錦織健 他 日本特殊陶業市民会館(大)

16 01.12.01 ヘンデル協会 メサイア演奏会 山下一史 山口清子 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

17 01.12.23 東海東京証券 ゴールデンライフ 大井剛史 鷲尾麻衣 他 愛知県芸術劇場(大)

18 02.01.03 NHKナゴヤニューイヤー2020 園田隆一郎 加羽沢美濃 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

19 02.01.28 井手元研一 チェロ協奏曲の夕べ 松井慶太 井手元研一 しらかわホール

20 02.02.08 OKAYA 創業350周年 広上淳一 小山実稚恵 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

21 02.02.11 日演連・新進演奏家育成PJ 大井剛史 齋藤華香 他 しらかわホール

22 02.02.15 JAF会員のための音楽会 梅田俊明 上野耕平 愛知県芸術劇場(コンサート)

23 02.03.22 小林研一郎80th祝祭演奏会 中止 小林研一郎 　― 　　〃
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