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令和 3 年度 事業報告 

名古屋フィルハーモニー交響楽団（以下名フィル）は、昭和 41（1966）年に創立した歴史

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、文化の発展に寄与してきた。 

令和 3 年度も新型コロナウイルス感染症の拡大により、イベントの開催制限に伴う会場収

容率の上限設定、各種ガイドラインを遵守した感染防止対策の徹底、外来アーティストの入

国制限による出演者の変更など、前年度に引き続き大きな影響を受けた 1年となった。 

しかしながら、インターネット配信など従来とは異なる形での演奏会の開催、新型コロナ

ウイルス感染症に関連する支援策（雇用調整助成金）の活用、会場使用料の還付・減免をはじ

めとする企業や国・自治体等からの変わらぬ支援を受け、この極めて厳しい状況においても、

小泉和裕音楽監督のもと、公演の継続と内容の充実に努めながら事業活動を行い、結果とし

て開催公演数は前年度の 59 公演から 81 公演まで回復させることができた。 

１ 演奏事業 

(1) オーケストラ演奏事業

ア 定期演奏会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  25公演開催（02公演中止） 

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、愛知県芸術劇場では、「スペシャリティ」シリーズと題し、出演者の得意とする演目

を集めた定期演奏会を 10 回 20 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、「リクエスト・コンサート」

や「三大協奏曲」など、趣向を凝らした演奏会を 5公演開催した。 

一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、定期演奏会を 1 回 2 公演中止したほ

か、緊急事態宣言の発出に伴い、開催した 25 公演中 7公演において、チケット販売数の

上限が会場収容率の 50%以内に制限された。 

また、名フィルの創立 55 周年を記念し、記念月である 7月に開催した 3公演において

来場者に記念品（特製チケットホルダー）を配布した。 

イ 巡回演奏会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  10公演開催（01公演中止） 

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 10 公演を開催したが、新型

コロナウイルス感染症の影響により 1公演が中止となった。

ウ 移動音楽教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  16公演開催（18公演中止） 

未就学児及び小・中学生、高校生を対象に音楽鑑賞教室を 16 公演開催したが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により 18 公演が中止となった。
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エ 特別演奏会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  12公演開催（05公演中止） 

恒例の演奏会の開催に加え、「第九演奏会」は合唱団をコロナ禍前と同じ約 200 人の大

編成に戻して開催し、チケットは 2日間とも完売した。 

若年層へのオーケストラの鑑賞機会を増やすために新たにスタートさせた「こども名

曲コンサート」では、人気声優をナレーションに起用し、会場は多くの小・中学生とその

保護者などで賑わった。 

一方、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、障がいのある方などを対象とした「福

祉コンサート」は中止したが、無観客で収録した公演の模様を YouTube で配信し、2ヶ月

間で 3,200 回を超える再生回数を記録した。また、緊急事態宣言の発出に伴い、開催した

12公演中 3公演において、チケット販売数の上限が会場収容率の 50%以内に制限された。 

オ 依頼演奏会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  18公演開催（11公演中止） 

企業・団体等からの依頼を受けて開催。新型コロナウイルス感染症の影響により 11 公

演が中止となった一方、開催された 18 公演のうち、YouTube 等でインターネット配信さ

れたものが無観客開催を含め 8 公演あり、コロナ禍の中で演奏会の開催形式や視聴方法

に変化が見られた。 

合 計 81公演開催（37公演中止） 

(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・ロビーコンサート

音楽プラザの施設を利用した「サロンコンサート」と、演奏会の開演前に、演奏会場の

ホワイエにおいて開催する「ロビーコンサート」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止

のため中止した。 

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」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

ウ 依頼室内楽演奏会

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が、新型コロナウ

イルス感染症の影響により一部の演奏会は中止された。

エ 公開リハーサル

市民との交流を深め名フィルの認知度を高めるために開催している「公開リハーサル」

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

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る「楽

員講師派遣事業」は、名古屋市内の 2つの小・中学校に 8名の楽員を派遣した。 
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カ 名フィルの日

ファン感謝デーとして、楽員等延べ 65 名・15 団体による一日限りのアンサンブル・マ

ラソン・コンサートを開催した。会場は三井住友海上しらかわホールで、有観客で開催す

るのは 3年ぶりとなったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席は全席指定と

し、「キッズ楽器体験コーナー」及び「懇親会」は中止した。 

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、海外から指揮者 3

名、ソリスト 3 名の招聘を予定したが、新型コロナウイルス感染症の影響による入国制限等

の理由により、6名全員の招聘が叶わなかった。 

３ エール基金事業 

楽員の演奏技術の向上を図るため、「エール基金」を活用して、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) 海外公演準備

姉妹都市をはじめとしたヨーロッパでの海外公演の開催（令和 4 年度）に向け、演奏会

の開催日程や開催都市との調整などを実施したほか、トリノ市との交流イベントである

「“Nagoya×Torino”グローバル交流 with 5G プロジェクト」に参加し演奏を披露するとと

もに、楽団の紹介やトリノ市での演奏の希望を表明した。 

(2) 吹奏楽クリニック

市内・県内で吹奏楽に取り組む中学・高校生への演奏指導を予定したが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止した。中止に伴う代替事業として、クリニック受講予定者に対

しコンサートのゲネプロ（直前練習）見学会を実施した。 

(3) プレミアムコンサート

名古屋市内の歴史的建造物を活用した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中止した。

５ 音楽のまち金山プロジェクト 

(1) ホームタウンコンサート

金山駅コンコース及び周辺エリアにおいてフル・オーケストラやアンサンブルによるコ

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中止した。

(2) 金山駅を中心とした広報

名フィルの知名度向上を図り、金山駅コンコースに常設の懸垂幕と看板を設置した。
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種別 No 開催日 演奏会名 指揮者 共演者 会場

1 03.04.23 第489回定期演奏会Ⅰ 沼尻竜典 神尾真由子 愛知県芸術劇場(コンサート)

2 03.04.24 第489回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

3 03.05.14 第490回定期演奏会Ⅰ 大友直人* 岡田奏* 　　〃 ★

4 03.05.15 第490回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃 ★

5 03.06.11 第491回定期演奏会Ⅰ 鈴木優人* 村治佳織 他* 　　〃 ★

6 03.06.12 第491回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃 ★

7 03.07.09 第492回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 　　－ 　　〃

8 03.07.10 第492回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

9 03.09.10 第493回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 　　－ 　　〃 ★

10 03.09.11 第493回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃 ★

11 03.10.08 第494回定期演奏会Ⅰ 大植英次* 渡辺玲子* 　　〃

12 03.10.09 第494回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

13 03.11.19 第495回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 　　－ 　　〃

14 03.11.20 第495回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

15 03.12.10 第496回定期演奏会Ⅰ☆ 川瀬賢太郎 葵トリオ 　　〃

16 03.12.11 第496回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

17 04.01.21 第497回定期演奏会Ⅰ 小泉和裕 小林海都* 　　〃

18 04.01.22 第497回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

04.02.18 第498回定期演奏会Ⅰ

04.02.19 第498回定期演奏会Ⅱ

19 04.03.11 第499回定期演奏会Ⅰ 井上道義 佐藤晴真 愛知県芸術劇場(コンサート)

20 04.03.12 第499回定期演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

21 03.04.07 第76回市民会館名曲シリーズ 小泉和裕 　　－ 日本特殊陶業市民会館(フォレスト)

22 03.07.15 第77回市民会館名曲シリーズ 川瀬賢太郎 菊池洋子 　　〃

23 03.08.30 第78回市民会館名曲シリーズ 下野竜也* 髙木凜々子* 　　〃 ★

24 04.01.14 第79回市民会館名曲シリーズ 円光寺雅彦 松田華音 他* 　　〃

25 04.03.31 第80回市民会館名曲シリーズ 川瀬賢太郎 愛知県立芸術大学 　　〃
☆YouTube等インターネットで配信されたもの *コロナ禍により出演者を変更したもの ★イベントの開催制限により収容率50%以内で開催されたもの

03.05.04 飯田オケ友・名曲コンサート

1 03.07.18 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

2 03.07.25 東海市・第九特別公演 飯守泰次郎 田崎尚美 他 東海市芸術劇場(大)

3 03.09.04 いなべ市・オーケストラ傑作選 川瀬賢太郎 　　－ いなべ市北勢市民会館(さくら)

4 03.10.28 愛知県芸術劇場『ラ・ボエーム』Ⅰ 園田隆一郎 安藤赴美子 他 愛知県芸術劇場(大)

5 03.10.30 愛知県芸術劇場『ラ・ボエーム』Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

6 03.11.06 飯田市・オーケストラ・セレクション 松井慶太 　　－ 飯田文化会館(ホール)

7 03.11.13 中津川市・名古屋市ふれあい交流事業 高関健 小林愛実 中津川文化会館(ホール)

8 04.01.07 あいちオーケストラフェスティバル☆ 竹本泰蔵 川田健太郎 武豊町民会館(輝き)

9 04.01.16 豊田市・オペラ紅白歌合戦 柴田真郁 宮本益光 他 豊田市コンサートホール

10 04.01.29 東海市・0歳わくわくオーケストラ 梅田俊明 叶澤尚子 東海市芸術劇場(大)
☆YouTube等インターネットで配信されたもの

03.06.22 文化庁巡回・柳井市立柳井小

1 03.06.25 文化庁巡回・山口市立小郡中Ⅰ 柴田真郁 大島由美子 山口市立小郡中学校

2 03.06.25 文化庁巡回・山口市立小郡中Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

3 03.07.21 岐阜県立本巣松陽高校 100周年記念 吉田行地 　　－ 岐阜市民会館(大)

4 03.08.04 なごや子どものための巡回劇場Ⅰ☆ 阿部未来 　　－ 昭和文化小劇場

03.08.05 なごや子どものための巡回劇場Ⅱ

03.08.06 なごや子どものための巡回劇場Ⅲ

03.08.06 なごや子どものための巡回劇場Ⅳ

03.08.24 豊田市・中学生音教Ⅰ

03.08.25 豊田市・中学生音教Ⅱ

移
動
音
楽
教
室

巡
回
演
奏
会

中止(1)

令和3年度 演奏会一覧 開催81公演／中止37公演　（種別・開催日順）

定
期
演
奏
会

中止(1)

中止(2)

中止(2)

中止(5)

中止(6)

中止(1)

中止(3)

中止(4)
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種別 No 開催日 演奏会名 指揮者 共演者 会場

03.08.25 豊田市・中学生音教Ⅲ

03.08.26 豊田市・中学生音教Ⅳ

03.08.26 豊田市・中学生音教Ⅴ

03.09.14 文化庁巡回・広島大附属東雲中Ⅰ

03.09.14 文化庁巡回・広島大附属東雲中Ⅱ

03.09.14 文化庁巡回・広島大附属東雲中Ⅲ

03.09.17 文化庁巡回・福山市立山南小

5 03.11.02 文化庁体験支援・三田市立志手原小 松井慶太 大島由美子 三田市立志手原小学校

6 03.11.08 文化庁巡回・広島市立袋町小Ⅰ 　　〃 　　〃 広島市立袋町小学校

7 03.11.08 文化庁巡回・広島市立袋町小Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

8 03.11.11 愛知県立安城農林高校 120周年行事 阿部未来 　　－ 安城市民会館(サルビア)

9 03.12.03 文化庁巡回・岡山市立上南中Ⅰ 松井慶太 大島由美子 岡山市立上南中学校

10 03.12.03 文化庁巡回・岡山市立上南中Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

11 03.12.14 東海市・小学生音教Ⅰ 松本宗利音 務川慧悟 東海市芸術劇場(大)

12 03.12.14 東海市・小学生音教Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

13 03.12.21 文化庁巡回・広島市立中野東小Ⅰ 横山奏 大島由美子 広島市立中野東小学校

14 03.12.21 文化庁巡回・広島市立中野東小Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

15 04.01.28 東海市・中学生音教Ⅰ 梅田俊明 叶澤尚子 東海市芸術劇場(大)

16 04.01.28 東海市・中学生音教Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

04.01.31 文化庁巡回・山口県立宇部総合支援学校Ⅰ

04.01.31 文化庁巡回・山口県立宇部総合支援学校Ⅱ

04.02.01 文化庁巡回・山口県立田布施総合支援学校Ⅰ

04.02.01 文化庁巡回・山口県立田布施総合支援学校Ⅱ

04.02.04 岡崎市・中学生音教
☆YouTube等インターネットで配信されたもの

03.05.22 金山駅コンサートⅠ

1 03.05.29 豊田市コンサートホール・シリーズVol.11 河原忠之 イル・デーヴ 豊田市コンサートホール★

2 03.06.19 しらかわシリーズVol.37 鈴木秀美 荒井英治 他 三井住友海上しらかわホール★

3 03.08.18 平日午後のオーケストラVol.8 坂入健司郎 堀江裕介 愛知県芸術劇場(コンサート)

4 03.09.26 第1回こども名曲コンサート 大井剛史 日髙のり子 日本特殊陶業市民会館(大)★

03.10.18 福祉コンサート・東三河公演

5 03.10.19 福祉コンサート・刈谷公演☆ 松本宗利音 橋本千波 刈谷市総合文化センター(大)

03.10.21 福祉コンサート・名古屋公演Ⅰ

03.10.21 福祉コンサート・名古屋公演Ⅱ

03.10.22 金山駅コンサートⅡ

6 03.12.17 第九演奏会Ⅰ 小泉和裕 並河寿美 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

7 03.12.18 第九演奏会Ⅱ 　　〃 　　〃 　　〃

8 03.12.24 クリスマス・スペシャル・コンサート ボブ佐久間 　　－ 　　〃

9 04.01.24 東京特別公演 小泉和裕 小林海都* サントリーホール(大)

10 04.02.26 しらかわシリーズVol.38 梅田俊明* 広田智之 他* 三井住友海上しらかわホール

11 04.03.05 豊田市コンサートホール・シリーズVol.12 原田慶太楼 服部百音* 豊田市コンサートホール

12 04.03.15 コバケン・スペシャル2021 小林研一郎 周防亮介 他 愛知県芸術劇場(コンサート)
☆YouTube等インターネットで配信されたもの *コロナ禍により出演者を変更したもの ★イベントの開催制限により収容率50%以内で開催されたもの

03.04.02 タイホウグループ スプリング

1 03.04.16 ウェイブ コンツェルトの夕べ 松村秀明 尾之内恵子 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

03.04.28 さだまさし

2 03.05.08 第44回名古屋国際音楽祭☆ 川瀬賢太郎 佐藤晴真 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

3 03.05.18 トヨフジ海運 ボン ボヤージュ☆ 粟辻聡 高橋維 他 　　〃

03.05.22 豊田通商

4 03.06.04 名古屋商工会議所・5Gプロジェクト☆ 川瀬賢太郎 藤井泰子 愛知県芸術劇場(コンサート)
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種別 No 開催日 演奏会名 指揮者 共演者 会場

5 03.06.14 音楽宅急便・収録公演☆ 飯森範親 朝岡聡 名古屋国際会議場(センチュリー)

03.06.26 よつ葉の会

6 03.07.03 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 愛知県芸術劇場(コンサート)

7 03.07.28 OKAYA CHARITY CONCERT☆ 園田隆一郎 田村響 他 　　〃

03.08.03 ファジル・サイ《ナーズム・オラトリオ》

8 03.08.20 オーケストラ・キャラバンTOKYO 坂入健司郎 堀江裕介 東京オペラシティ(コンサート)

9 03.09.05 ふれあいFanFunコンサート☆ 鈴木忠明 山下裕賀 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

10 03.10.02 連合愛知コンサート☆ 竹本泰蔵 麻生知沙 　　〃

11 03.10.13 豊田自動織機 Charity Concert 尾高忠明 諏訪内晶子 　　〃

12 03.10.16 名古屋大学ホームカミングデイ☆ 川島素晴 渋谷慶一郎 他 名古屋大学豊田講堂(ホール)

03.11.13 名古屋市民コーラス

03.11.24 名古屋銀行チャリティーコンサート

03.11.28 市民の「第九」

03.11.29 十六銀行 プロムナード

13 03.12.01 椙山小学校・共演コンサート 松井慶太 椙山小児童 他 日本特殊陶業市民会館(大)

03.12.05 ヘンデル協会 メサイア演奏会

14 04.01.03 NHKナゴヤニューイヤー2022 園田隆一郎 伊藤晴 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

15 04.01.10 愛知県合唱連盟 60周年記念 川瀬賢太郎 金原聡子 他 　　〃

16 04.02.09 日演連・新進演奏家育成プロジェクト 大井剛史 古宮幹康 他 三井住友海上しらかわホール

04.03.15 オービック・スペシャル

17 04.03.19 グリーン・エコー 第62回 広上淳一 髙橋絵理 他 愛知県芸術劇場(コンサート)

18 04.03.26 横山幸雄 4大ピアノ協奏曲 梅田俊明* 横山幸雄 　　〃
☆YouTube等インターネットで配信されたもの *コロナ禍により出演者を変更したもの
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