
Ⅰ平成２７年度　岡山シンフォニーホール事業実施報告書

1 公益目的事業

　公益財団法人岡山シンフォニーホールは、音楽芸術を中心に文化の創造と普及及び振興に

係わる事業を行うことにより、岡山県民に質の高い芸術文化に親しむ機会を提供して、心豊

かな地域社会の実現に寄与することを目的とし、この目的を達成するために、次の事業を実

施しました。

(1)【施設貸与事業】

　指定管理者として、公共施設の管理と文化団体等へ施設を貸与し、地域文化振興の拠点となる

よう運営するとともに、安心・安全の観点から施設としての危機管理体制の強化に努めました。

　また、ホール利用者の利便を図るため、必要な器材、道具の貸出等並びに下見及び打合せの

実施による各種支援体制の充実を図りました。【第１期（10年間）指定管理期間最終年度終了】

(2)【芸術鑑賞事業】

　国内外の優れた音楽、芸術等の公演を招へいし、広く一般に質の高い芸術に触れ鑑賞する機会を

提供しました。

ア. 「英国女王陛下の近衛軍楽隊コンサート」

日時： 平成27年10月12日(月・祝) 18:30開演（18:00 開場） 

会場： 大ホール

入場者数： 1,170名(1,622席)

共催： マーチング・イン・オカヤマ実行委員会、岡山市

おかやま国際音楽祭実行委員会、(公財）岡山市ｽﾎﾟｰﾂ・文化振興財団

後援： ブリティッシュ・カウンシル

イ.

日時： 平成27年10月21日(水) 18:30 開演（17:30 開場）

会場： 大ホール

入場者数： 900名(1,679席)

共催： 岡山市、RSK

特別協賛： 株式会社 明治

助成： （一財）地域創造

協力： おかやま国際音楽祭実行委員会、(公財)岡山市スポーツ・文化振興財団

後援：

明治ブルガリアヨーグルト スペシャル

ブルガリア国立歌劇場 オペラ「トゥーランドット」

セミステージ形式による原語上演（日本語字幕付）

駐日ブルガリア共和国大使館
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〈関連事業〉

日時： 平成27年7月11日(土)　15:00開演（14:30開場）

会場： 岡山大学Junko Fukutake Hall

出演者：

岡山バッハカンタータ協会（合唱）

入場者数： 318名

(3)【音楽芸術振興事業】

　主に当法人が運営するオーケストラによる演奏会、公演、アウトリーチ事業等を通じて質の高い

音楽芸術に触れ、参加し、楽しむ機会を提供しました。

ア. 岡山フィルハーモニック管弦楽団　定期演奏会

①第47回定期演奏会

日時： 平成27年7月4日（土）15:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 1,705名(1,943席)

共催： 岡山県、岡山市、OHK岡山放送 

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

指揮： ハンスイェルク・シェレンベルガー

ソリスト： アンサンブル・ウィーン＝ベルリン

編成： 45名

②第48回定期演奏会

日時： 平成27年10月18日（日）15:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 1,150名(1,943席)

共催： 岡山県、岡山市、山陽新聞社

協力： おかやま国際音楽祭実行委員会、（公財）岡山市スポーツ・文化振興財団

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

指揮： ハンスイェルク・シェレンベルガー

ソリスト： 小菅　優　（ピアノ）

編成： 59名

　ブルガリア国立歌劇場「トゥーランドット」プレイベント

～イタリアオペラの楽しみ～

小宮正安（講師）、市原 愛（ソプラノ）、西村 悟（テノール）、服部容子（ピアノ）
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③第49回定期演奏会

日時： 平成28年3月4日（金）19:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 1,750名(1,851席)

共催： 岡山市、岡山県

助成： (公財)エネルギア文化・スポーツ財団、(公財)福武教育文化振興財団、

(公財)マルセンスポーツ・文化振興財団、(公社)岡山県文化連盟

第４回ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興祈念賞

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

指揮： ハンスイェルク・シェレンベルガー

ソリスト： 秦　茂子　（ソプラノ）、ドミニク・ヴェルナー　（バリトン）

合 唱 ： 岡山バッハカンタータ協会、盛岡バッハカンタータフェライン

仙台宗教音楽合唱団、山響アマデウスコア

監修・合唱指揮： 佐々木 正利

編成： 67名

イ.

①盛岡公演

日時： 平成28年3月6日（日）15:00開演

会場： 盛岡市民文化ホール

入場者数： 1,081名(1,510席)

主催： （公財）盛岡市文化振興事業団

共催： 盛岡市、盛岡市教育委員会、盛岡バッハ・カンタータ・フェライン

岩手日報社

後援： 岩手県合唱連盟、岩手日独協会、ＮＨＫ盛岡放送局、ＩＢＣ岩手放送

テレビ岩手、めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、エフエム岩手

ラヂオもりおか

助成： 第４回ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興祈念賞

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等間ネットワーク構築支援事業」対象事業

指揮： ハンスイェルク・シェレンベルガー

ソリスト： 秦　茂子　（ソプラノ）、ドミニク・ヴェルナー　（バリトン）

合 唱 ： 盛岡バッハカンタータフェライン、仙台宗教音楽合唱団

山響アマデウスコア、岡山バッハカンタータ協会

監修・合唱指揮： 佐々木 正利

編成： 61名

東日本大震災心の復興祈念コンサートツアー　「ドイツ・レクイエム」
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②仙台公演

日時： 平成28年3月8日（火）19:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 889名(1,483席)

主催： 仙台宗教音楽合唱団、（公財）仙台市市民文化事業団

後援： （公財）宮城県文化振興財団、朝日新聞仙台総局、河北新報社

ＮＨＫ仙台放送局

助成： 第４回ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興祈念賞

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等間ネットワーク構築支援事業」対象事業

指揮： ハンスイェルク・シェレンベルガー

ソリスト： 秦　茂子　（ソプラノ）、ドミニク・ヴェルナー　（バリトン）

合 唱 ： 仙台宗教音楽合唱団、盛岡バッハカンタータフェライン

山響アマデウスコア、岡山バッハカンタータ協会

監修・合唱指揮： 佐々木 正利

編成： 61名

③山形公演

日時： 平成28年3月9日（水）19:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 540名(697席)

主催： 山形テルサ指定管理者（一財）山形市都市振興公社

後援： 山形県合唱連盟

助成： 第４回ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興祈念賞

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等間ネットワーク構築支援事業」対象事業

指揮： ハンスイェルク・シェレンベルガー

ソリスト： 秦　茂子　（ソプラノ）、ドミニク・ヴェルナー　（バリトン）

合 唱 ： 山響アマデウスコア、盛岡バッハカンタータフェライン

仙台宗教音楽合唱団、岡山バッハカンタータ協会

監修・合唱指揮： 佐々木 正利

編成： 61名

ウ. 岡フィル特別演奏会 We ♥ 映画音楽

日時： 平成27年9月27日(日)　15:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 1,018名(1,574席)

共催： 岡山市、ルネスホール、おかやま国際音楽祭実行委員会、

(公財)岡山市スポーツ・文化振興財団、RSK

指揮： 石橋 和巳

  企画・構成・ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ： 賀来 タクト

ソリスト： テッド・ローゼンタールトリオ

編成： 59名
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エ. ベートーヴェン“第九”演奏会２０１５

日時： 平成27年12月13日(日)　15:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 1,550名(1,948席)

共催： 岡山市、岡山市芸術祭実行委員会、(公財)岡山市スポーツ・文化振興財団

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

指揮： 三ツ橋 敬子

ソリスト： 奥田 昌世(ソプラノ)、脇本 恵子(アルト)、

柾木 和敬(テノール)、清水 良一(バリトン)

合唱： 第九を歌う市民の会

合唱指揮： 吉井 江里、伊藤 正紀

編成： 59名

オ.

①「中国銀行ドリーミーコンサート　親子 de クラシック」

日時： 平成27年11月15日(日）　13:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 1,250名(1,657席)

共催： 岡山市

特別協賛： 株式会社 中国銀行

指揮： 山上 純司

ゲスト： 栗木 深香（ソプラノ）、笠島 俊秀（テノール）

編成： 48名

②「県大そうじゃ子育てカレッジコンサート」

日時： 平成27年11月23日(月・祝)　11:00開演

会場： 岡山県立大学　講堂

入場者数： 550名

共催： 県大そうじゃ子育てカレッジ

編成： 10名

③やかげ町家交流館 開館2周年記念 岡フィル 木管アンサンブル・コンサート

日時： 平成28年2月21日(日)　14:00開演

会場： やかげ町家交流館

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

入場者数： 120名

編成： 6名

親子で楽しむコンサート
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カ. 「レインボーコンサート」

日時： 平成27年 8月22日（土）、10月13日（火）全2公演

入場者数： 計 93名

　　平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象公演

出演者： 岡山フィルハーモニック管弦楽団メンバー等による室内楽

公演詳細：

編成

4名 80 名

4名 13 名

キ. その他、音楽芸術の振興に関わる事業

①岡山フィルハーモニック管弦楽団依頼公演

日時： 平成27年4月6日(月) ～ 平成28年2月11日(木)　全30公演

会場： 鬼ノ城ゴルフクラブ　他

入場者数： 計 12,678名

公演詳細：

編成

4 180 名

4 1,500 名

46 200 名

4 450 名

4 476 名

4 1,074 名

4 0 名

2 80 名

118 4,500 名

5 120 名

4 60 名

5 30 名

4 50 名

4 70 名

4 1,000 名

4 40 名

6 120 名

4 40 名

4 60 名

6 30 名

5 60 名

20 250 名

ルネスホール開館１０周年記念

平成27年６月11日（木）

平成27年10月 2日 (金）
岡山カルチャーゾーン連絡協議会
30周年事業ギャラリーコンサート

岡山カルチャーゾーン連絡協議会
30周年事業ギャラリーコンサート

川面酒蔵コンサート

平成27年 9月 4日 (金）

平成27年 9月 9日 (水）

平成27年 9月16日 (水）

平成27年 9月26日 (土）

平成27年 8月31日 (月）

関西胸部外科学会

岡山カルチャーゾーン連絡協議会
30周年事業ギャラリーコンサート

三木記念賞授賞式　

平成27年 7月19日 (日）

平成27年 7月19日 (日） おもちゃ王国

平成27年６月６日（土）

平成27年 5月 9日 (土）
岡山大学医学部麻酔・蘇生学教室
開講50周年祝賀会

平成27年６月５日（金）

岡山EU協会総会

平成27年 5月23日 (土） 山陽新聞社「金婚夫婦」

平成27年６月５日（金）

ファジアーノ岡山ライブ

入場者数

平成27年10月13日（火）

鬼ノ城ゴルフクラブ
マルセン会 第400回記念
 ゴルフ大会表彰式及び懇親会

平成27年 8月22日（土） 岡山市民病院

公　演　名 会　　場

岡山シンフォニーホール

岡大・Jホール
岡山大学医学部麻酔・蘇生学教室
開講５０周年記念演奏会

平成27年 4月 6日 (月）

平成27年 4月18日 (土） 山陽新聞社「金婚夫婦」

平成27年 5月 9日 (土）

ホテルグランヴィア岡山

ベルフォーレ津山平成27年 5月16日 (土） 山陽新聞社「金婚夫婦」

国際ホテル

RSKバラ園RSK感謝の集い（演奏は中止）

日　　　時 会　　　　場

岡山県健康の森学園支援学校

日　　　時

オリエント美術館

美作文化センター

岡山県立図書館

美作市制施行11周年記念事業

岡山カルチャーゾーン連絡協議会
30周年事業ギャラリーコンサート

倉敷市民会館

シティライトスタジアム

ホテルグランヴィア岡山

岡山県立美術館

岡山県立博物館

ルネスホール

おもちゃ王国

平成27年10月23日 (金）
岡山カルチャーゾーン連絡協議会
30周年事業ギャラリーコンサート

真庭市立余野小学校平成27年10月26日 (月）

平成27年11月 3日 (火）

平成27年11月 3日 (火）

ルネスホール

真庭市立余野小学校

夢二郷土美術館

大島酒造(株)の酒蔵

商工会連合会 岡山シンフォニーホール

入場者数
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編成

3 200 名

4 150 名

4 300 名

4 250 名

5 300 名

4 85 名

5 120 名

39 883 名

②ふれあいコンサート

1）「岡山県警察音楽隊クリスマスコンサート」

日時： 平成27年12月3日(木)　13:30開演

会場： イベントホール

入場者数： 180名

出演者： 岡山県警察音楽隊

2）「歌え！わが心」

日時： 平成27年4月17日(金) ～ 平成28年3月25日(金)　全24回

会場： イベントホール、アムスメール時計台前

参加者数： 計 2,030名

講師： 長尾 節子 、吉井 江里 、伊藤 正紀、津上 崇、清水ゆかり

橋本 真由、前田 英、織田 典恵、橋本奈津江

事業詳細： イベントホール

回数

2 175 名

1 長尾、吉井、橋本、前田 114 名

2 吉井、森本 148 名

2 長尾、橋本 152 名

2 津上、織田 155 名

1 長尾、吉井、橋本、前田 108 名

2 長尾、橋本 146 名

2 吉井 、森本 156 名

2 長尾、伊藤、橋本 163 名

2 吉井 、前田 159 名

2 長尾  、橋本 142 名

2 吉井 、津上、伊藤、橋本 154 名

事業詳細： アムスメール時計台前

回数

1 123 名

1 135 名

平成27年10月23日(金)

平成27年11月10日 (火） 第56回BCS賞受賞記念 ミニコンサート 岡大・Jホール

後楽園能舞台

ｲｵﾝｽﾀｲﾙmeets 岡山ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ管弦楽団

平成27年11月21日 (土）

福武文化振興財団シンポジウム

平成27年12月 2日 (水）

岡山カルチャーゾーン連絡協議会
30周年事業ギャラリーコンサート

就実教育実践セミナー 就実大学

平成27年11月20日(金)

講　　　　　師

平成27年 9月25日(金)

平成28年 2月 8日（月） 足守公民館

平成28年 1月11日（月）

テレビせとうち開局 30周年感謝の集い

平成28年 1月17日（日）

ANAクラウンプラザホテル岡山平成28年 2月 2日（火）

足守ことぶき教室

岡山大学Jホール

未来ホール

平成27年 9月25日(金)

竹内民男コンチェルト・リサイタル
 ～岡フィルとともに～

参加者数

平成27年 5月15日(金)

日　　　時

平成28年 2月11日 (木)

講　　　　　師

平成27年 7月24日(金)

平成27年 8月28日(金)

平成27年 4月17日(金)

平成27年 6月19日(金)

岡山シンフォニーホール

長尾、吉井 、津上、伊藤、橋本、前田

平成28年 1月22日(金)

平成27年 5月15日(金)

長尾、吉井、清水、橋本、前田

平成28年 3月25日(金)

日　　　時 参加者数

平成27年12月18日(金)

平成28年 2月26日(金)

長尾、吉井、橋本、前田

入場者数日　　　時 公　演　名 会　　場
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③ネットワーク事業

1)自治体との包括連携協定

ア 備前市との連携事業

日時：

会場： 備前市市民センター 他

入場者数： 計　460名

　　平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象公演　※印

公演詳細：

編成

※ 5 200 名

※ 5 60 名

5 120 名

4 80 名

日時：

会場：

入場者数： 計 1,290名

　　平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象公演　※印

公演詳細：

編成

4 270 名

4 70 名

5 450 名

※ 33 500 名

日時：

会場：

入場者数： 計 400名

　　平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象公演　※印

公演詳細：

編成

※ 6 80 名

※ 7 120 名

20 200 名
次世代音楽マイスター創出事業
演奏会バレンタインコンサート

平成27年 6月 5日 (金) 国立療養所長島愛生園慰問コンサート 長島愛生園

平成28年 2月14日 (日)

親子で楽しむ音楽会

平成27年 7月13日 (月） 真庭市立遷喬小学校　 真庭市立遷喬小学校

平成27年10月31日 (土）

ゆめトピア長船

公　演　名 会　　場

平成27年10月24日 (土) 瀬戸内市文化祭

公　演　名

友光雅司(ピアノ)と弦楽アンサンブル 

瀬戸内市中央公民館

長島愛生園 他

平成27年 8月 4日 (火）

日生地域公民館
岡フィルdeぶらり街角クラシック♪
 木管アンサンブルコンサート

備前市市民センター

平成27年 7月13日 (月） 真庭市立勝山小学校

平成28年 2月14日 (日）
高橋美香（ピアノ）と
男声ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾕﾆｯﾄ「ダンケ！」

イ 真庭市との連携事業

平成27年7月13日（月）他 全４公演

久世エスパスホール他

日　　　時

真庭市立草加部小学校

会　　場

久世エスパスホール

日　　　時

ウ 瀬戸内市との連携事業

平成27年6月5日（金）他 全3公演

平成27年 7月13日 (月）

公　演　名

平成27年 7月13日 (月）

吉永地域センター

会　　場

平成27年7月5日（日）他 全４公演

日　　　時

真庭市立草加部小学校

入場者数

入場者数

入場者数

吉永紅葉会館

真庭市立勝山小学校

岡フィルde街角クラシック
 木管五重奏＆二胡コンサート

平成27年 7月 5日 (日）　
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2）岡山大学との連携事業（J-Hallレインボーコンサート）

日時：

会場： 岡山大学　J-Hall

入場者数： 計　2,402名

　　平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象公演

公演詳細：

154 名

159 名

245 名

164 名

271 名

180 名

81 名

240 名

242 名

243 名

150 名

273 名

3）くらしき作陽大学との連携事業

ア 企画運営総合実習　（全５日）

参加： くらしき作陽大学音楽学部音楽学科アートマネジメント専修　7名

内容： 演奏会等においての体系的実習

対象事業：

平成27年 9月27日(日)  9:00～18:00

岡フィル第４７回定期演奏会リハーサル

岡フィル第４７回定期演奏会本番

日　　　時 内 容

平成27年 7月 3日(金) 12:00～18:00

岡フィル特別演奏会～We♥映画音楽～

平成27年11月12日（木）

踊るリズム、はじけるパワー
パーカッションパフォーマンス

入場者数公　演　名

平成27年 7月 4日(土)　9:00～18:00

平成27年12月10日（木）

平成27年 4月 9日（木）

平成27年4月9日（木）～平成28年2月29日（月）全12公演

平成27年 5月14日（木）
あなたは歌声喫茶をご存知ですか?
昭和は遠くなりにけり

秋色の街には
ショパンのノクターンが似合います

平成27年 9月 9日（水）

平成28年 2月13日（土）

岡フィル第４８回定期演奏会 本番

平成27年 6月11日（木）

平成27年10月 6日（火）

I am a SOLOIST

平成27年10月18日(日) 10:00～18:00

平成27年10月 4日(日)  9:00～18:00

チョコレートよりも愛をこめて
バレンタインコンサート

シェレンベルガ－ファミリーと
岡フィルの仲間たち

岡山初登場！華麗なるリコーダー四重奏の世界
ガナッシュリコーダーアンサンブル

ニューイヤーコンサート
ウィンナワルツの調べ

クラシックからジャズまで
長瀬敏和サクソフォン・アンサンブル

世界一周音楽の旅
Vn.高畑壮平と岡フィルの仲間たち

ホールプレミアム ピアノ開き
デジュー・ラーンキ ピアノリサイタル

平成27年 7月 7日（火）

平成27年 7月12日（日）

日　　　時

情熱のフラメンコ
フラメンコレクチャー付き

平成28年 2月29日（月）

平成28年 1月14日（木）

珠玉のアヴェマリア集
クリスマスコンサート
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イ インターンシップ　（全３日）

参加： くらしき作陽大学音楽学部 3名

内容： 公共ホールの運営と実践

対象事業：

(4)【青少年音楽普及事業】

小中高校生など青少年にオーケストラによる音楽の魅力・楽しさを伝え、豊かな情操を育む事業を

実施しました。

ア. 岡山市小・中学校音楽鑑賞教室　（岡山市民の日 連携事業）

日時： 平成27年7月2日(木)　10:30開演

会場： 大ホール

入場者数： 計 1,400名

共催： 岡山市、岡山市教育委員会

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

指揮： ハンスイェルク・シェレンベルガー

編成： 49名

イ. アウトリーチ公演

①春季スクールコンサート

日時： 平成27年5月14日(木)～ 6月12日(金)　全19公演

会場： 玉野市立玉中学校　他

参加者数： 計 5,009名

共催： 岡山県教育委員会、開催市町村教育委員会

助成： (一財)岡山県教育職員互助組合

編成： ９人編成又は１７人編成

公演詳細：

編成

17名 193 名

17名 378 名

17名 480 名

17名 455 名

9名 90 名

9名 73 名

17名 104 名

17名 657 名

9名 90 名

9名 77 名

平成27年5月29日（金）

平成27年5月29日（金）

ベートーヴェン“第九”演奏会２０１５ リハーサル

平成27年 9月 3日(木)  9:00～17:00 救命講習 等

日　　　時 内 容

入場者数

平成27年12月13日(日) 10:00～18:00

笠岡市立神島外小学校

新見市立高尾小学校

笠岡市立中央小学校

新見市立哲西中学校

ベートーヴェン“第九”演奏会２０１５ 本番

会　　　　場

平成27年6月 1日（月）

平成27年6月 1日（月）

平成27年5月28日（木）

平成27年5月27日（水）

日　　　時

平成27年5月14日（木）

平成27年5月25日（月）

平成27年5月27日（水）

平成27年5月28日（木）

玉野市立玉中学校

高梁市立高梁小学校

倉敷市立第二福田小学校

倉敷市立玉島小学校

総社市立池田小学校

岡山市立竹枝小学校

平成27年12月12日(土)　9:00～17:00
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編成

17名 298 名

9名 162 名

9名 201 名

9名 75 名

9名 201 名

17名 915 名

17名 288 名

9名 180 名

9名 92 名

②秋季スクールコンサート

日時： 平成27年9月28日(月)　～ 11月4日(水) 全17公演（※1公演諸事情により中止）

会場： 津山市立南小学校　他

参加者数： 計 3,955名

共催： 岡山県教育委員会、開催市町村教育委員会

助成： (一財)岡山県教育職員互助組合

編成： 木管アンサンブル（7人編成）又は弦楽アンサンブル（7人編成）

公演詳細：

編成

木管 58 名

木管 175 名

弦楽 151 名

弦楽 156 名

木管 0 名

木管 176 名

弦楽 177 名

弦楽 237 名

木管 90 名

木管 534 名

弦楽 587 名

弦楽 45 名

木管 362 名

木管 344 名

木管 490 名

木管 275 名

木管 98 名

津山市立成名小学校

新見市立新見南中学校

岡山理科大学附属中学校

笠岡市立笠岡小学校

和気町立山田小学校平成27年 9月29日(火)

倉敷市立連島西浦小学校

井原市立美星小学校

美咲町立中央中学校

真庭市立河内小学校

平成27年6月10日（水）

新見市立塩城小学校

玉野市立玉野備南高等学校

岡山市立東畦小学校（中止）

玉野市立日比小学校

入場者数

倉敷市立玉島南小学校

津山市市立津山西中学校

津山市立広戸小学校

倉敷市立連島東小学校

岡山県立倉敷琴浦高等支援学校

就実中学校

日　　　時

平成27年6月 2日（火）

平成27年6月 4日（木）

平成27年6月 4日（木）

平成27年6月 9日（火）

平成27年6月 9日（火）

笠岡市立大島中学校

平成27年10月23日(金)

平成27年10月23日(金)

真庭市立湯原中学校

平成27年10月13日(火)

笠岡市立金浦小学校

岡山県立早島支援学校

会　　　　場

岡山市立開成小学校

平成27年10月19日(月)

平成27年6月12日（金）

平成27年 9月29日(火)

平成27年10月13日(火)

平成27年 9月28日(月)

平成27年 9月28日(月)

平成27年6月12日（金）

平成27年10月19日(月)

平成27年10月29日(木)

平成27年10月29日(木)

平成27年10月30日(金)

平成27年11月 2日(月)

平成27年11月 2日(月)

平成27年11月 4日(水)

平成27年11月 4日(水)

平成27年6月10日（水）

日　　　時 入場者数

倉敷市立西阿知小学校

浅口市立寄島小学校

会　　　　場
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③ハッピーハートフルコンサート　全2公演

１）備前市立吉永中学校公演

日時： 平成27年10月27日（火）　14：00開演

会場： 備前市立吉永中学校　体育館

参加者数： 計 407名

共催： 岡山県教育委員会、備前市教育委員会

助成： (一財)岡山県教育職員互助組合

指揮： 山上 純司

ソリスト： 山下 真穂（トロンボーン）

編成： 46名

２）井原市立出部小学校公演

日時： 平成27年10月28日（水）　14：00開演

会場： 井原市立出部小学校　体育館

参加者数： 計 472名

共催： 岡山県教育委員会、井原市教育委員会

助成： (一財)岡山県教育職員互助組合

指揮： 山上 純司

編成： 46名

④平成２7年度文化芸術による子供の育成事業(芸術家の派遣事業)

日時： 平成27年6月27日(土)～平成28年 2月19日(金)　全40校

会場： 岡山市立古都小学校　他

参加者数： 計 6,178名

　　 平成２７年度文化庁委託事業

派遣分野：

公演詳細：

分野

A 85 名

A 23 名

D 24 名

A 230 名

D 100 名

A 990 名

D 67 名

D 71 名

C 23 名

D 675 名

D 109 名

D 80 名

C 70 名

D 95 名

D 30 名

C／木管アンサンブル（6名）、D／打楽器アンサンブル（4名）

参加者数

平成27年 7月15日(水)

笠岡市立新山小学校

倉敷市立連島東小学校

津山市立北陵中学校

川崎医科大学附属高等学校

玉野市立玉野商業高等学校

岡山県立真庭高等学校久世校地

岡山市立江西小学校

津山市立勝北中学校

会　　　　場

平成27年 7月 9日(木)

平成27年 7月14日(火)

倉敷市立万寿小学校

平成27年 9月17日(木) 真庭市立落合中学校

平成27年 9月17日(木)

平成27年 7月15日(水)

平成27年 7月16日(木)

A／弦楽アンサンブル（5名）、B／声楽アンサンブル（5名）

日　　　時

平成27年 6月27日(土)

平成27年 7月16日(木)

平成27年 7月22日(水)

岡山市立古都小学校

真庭市立美甘中学校

新見市立思誠小学校

和気町立藤野小学校

平成27年 7月24日(金)

平成27年 8月26日(水)

平成27年 9月17日(木)

平成27年 9月 7日(月)

平成27年 9月16日(水)

吉備中央町立下竹荘小学校
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分野

C 381 名

B 147 名

D 19 名

B 98 名

B 54 名

D 402 名

A 103 名

D 267 名

B 58 名

D 233 名

B 45 名

D 38 名

B 32 名

D 38 名

C 442 名

D 135 名

B 502 名

B 103 名

D 57 名

D 22 名

D 103 名

A 57 名

D 58 名

D 22 名

C 90 名

(5)【芸術文化を担う人材、団体の育成並びに体験活動及び普及活動事業】

　芸術や文化活動を担う人材や団体を育成し、芸術文化の普及、活動のレベルアップと活性化を

図る事業を実施しました。

ア. あなたも岡フィルと共演しませんか シリーズⅩ　I am a SOLOIST

日時： 平成27年10月4日（日）　15:00開演

会場： 大ホール

入場者数： 1,003名(1,622席)

共催： 岡山市

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

指揮： 山上 純司

出演：

編成： 51名

平成27年12月 1日(火)

平成27年12月 4日(金)

平成27年12月 4日(金)

岡山大学教育学部附属特別支援学校

岡山県立岡山聾学校小学部

岡山県立岡山城東高等学校

平成28年 2月19日(金)

平成28年 1月27日(水)

平成28年 1月28日(木)

平成27年12月21日(月)

平成27年12月15日(火)

平成27年12月 4日(金)

参加者数

平成27年11月16日(月)

学校法人就実学園就実小学校

備前市立三石小学校

備前市立備前中学校

鏡野町立奥津小学校

岡山市立大宮小学校

総社市立維新小学校

高梁市立落合小学校

久米南町立誕生寺小学校

奈義町立奈義中学校

岡山県立岡山西支援学校

学校法人就実学園就実高等学校

岡山市立財田小学校

玉野市立後閑小学校

玉野市立東児中学校

高梁市立宇治高等学校

岡山県立誕生寺支援学校弓削校地

岡山市立福渡小学校

岡山市立東疇小学校

平成27年 9月29日(火)

会　　　　場

平成27年10月 8日(木)

倉敷市立岡田小学校平成27年10月 5日(月）

倉敷市立赤崎小学校

平成27年10月 6日(火)

平成27年10月22日(木)

平成27年10月 9日(金)

日　　　時

平成27年10月20日(火)

平成27年 9月30日(水)

平成27年 9月19日(土)

平成27年10月22日(木)

平成27年11月16日(月)

平成27年10月19日(月)

平成27年10月 9日(金)

平成27年11月25日(水)

岡山県立岡山盲学校

倉敷市立倉敷支援学校高等部

岡山市立御津中学校

平成28年 1月22日(金)
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イ. 講座・ワークショップ

①日本歌曲塾in岡山 公開レッスン

日時： 平成27年8月3日(月)等　全3回

会場： イベントホール・スタジオ１

受講者数： 28名

聴講者数： 71名

講座詳細：

平成27年 8月3日(月)　10:00～18:00 9 名 18 名

平成27年11月2日(月)　10:00～18:00 10 名 21 名

平成27年12月5日(土)   9:30～18:00 9 名 32 名

②名曲を歌いましょう

日時： 平成27年4月6日(月) ～ 平成28年3月28日(月)　全24回

会場： イベントホール

参加者数： 631名

講師： 出口 裕子

ﾋﾟｱﾉ： 松下 智子

事業詳細：

平成27年 4月 6日(月) 25 名 平成27年 10月 5日(月) 27 名

平成27年 4月20日(月) 27 名 平成27年 10月19日(月) 28 名

平成27年 5月11日(月) 29 名 平成27年 11月 9日(月) 25 名

平成27年 5月18日(月) 25 名 平成27年 11月30日(月) 24 名

平成27年 6月 1日(月) 25 名 平成27年 12月 7日(月) 44 名

平成27年 6月15日(月) 24 名 平成27年 12月21日(月) 21 名

平成27年 6月29日(月) 27 名 平成28年  1月18日(月) 26 名

平成27年 7月27日(月) 26 名 平成28年  1月25日(月) 24 名

平成27年 8月17日(月) 27 名 平成28年  2月 8日(月) 27 名

平成27年 8月31日(月) 26 名 平成28年  2月22日(月) 20 名

平成27年 9月14日(月) 25 名 平成28年　3月14日(月) 26 名

平成27年 9月28日(月) 25 名 平成28年　3月28日(月) 28 名

③ミュージカルワークショップ

＜ワークショップ＞

日時： 平成27年4月6日(月) ～ 平成28年3月19日(土)　全38回

会場： スタジオ２、スタジオ１、イベントホール

参加者数： 計 502名

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

講師： 笠嶋 俊秀、吉井 江里、宮下 采佳

日　　　時 参加者数

塚田 佳男

日　　　時 参加者数

聴講者数

塚田 佳男

関　定子

講　　師 受講者数日　　　時
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講座詳細：

平成27年 4月 6日(月) 吉井 10 名

平成27年 4月24日(金) 笠嶋 10 名

平成27年 5月 4日(月・祝) 吉井 11 名

平成27年 5月11日(月) 宮下 5 名

平成27年 5月22日(金) 笠嶋 13 名

平成27年 6月 8日(月) 吉井 12 名

平成27年 6月19日(金) 笠嶋 14 名

平成27年 6月29日(月) 宮下 6 名

平成27年 7月 6日(月) 宮下 7 名

平成27年 7月27日(月) 吉井 9 名

平成27年 8月 5日(水) 笠嶋 13 名

平成27年 8月10日(月) 宮下 8 名

平成27年 8月17日(月) 吉井 10 名

平成27年 8月28日(金) 笠嶋 15 名

平成27年 9月 4日(金) 笠嶋 15 名

平成27年 9月14日(月) 吉井 20 名

平成27年 9月28日(月) 宮下 16 名

平成27年10月 9日(金) 笠嶋 16 名

平成27年10月19日(月) 吉井 14 名

平成27年10月26日(月) 宮下 13 名

平成27年11月 9日(月) 吉井、宮下 14 名

平成27年11月14日(土) 笠嶋 14 名

平成27年11月23日(月・祝) 吉井 15 名

平成27年12月 4日(金) 笠嶋、吉井 17 名

平成27年12月 5日(土) 笠嶋 12 名

平成27年12月11日(金) チャコット三宅（メイクレッスン） 15 名

平成27年12月18日(金) 吉井 14 名

平成27年12月21日(月) 吉井 17 名

平成28年 1月11日(月・祝) 吉井 15 名

平成28年 1月15日(金) 笠嶋 15 名

平成28年 1月16日(土) 笠嶋、吉井 17 名

平成28年 1月25日(月) 宮下 13 名

平成28年 1月29日(金) 笠嶋 16 名

平成28年 2月 8日(月) 吉井、宮下 13 名

平成28年 2月12日(金) 吉井 13 名

平成28年 2月19日(金) 笠嶋 17 名

平成28年 2月20日(土) 笠嶋 16 名

平成28年 3月19日(土) 吉井 12 名

日　　　時 講　　　　師 参加者数
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＜発表公演＞

日時： 平成28年2月27日(土)  15:00開演

会場： イベントホール

入場者数： 220名

共催： 岡山市

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

演目： あなたが主役　大好きなミュージカルナンバーをSong＆Dance

演出： 笠嶋 俊秀（演出・構成）

指導： 笠嶋 俊秀、吉井 江里、宮下 采佳

出演者数： 17名

④オーボエ・室内楽マスタークラス

日時： 平成28年 2月 27日（土）　14:00～18:00

会場： スタジオ１

受講者数： 8名（木管アンサンブル1組）

聴講者数： 30名

講師： ハンスイェルク・シェレンベルガー

ウ. ホールサポーター育成事業

登録者数： 18名

＜研修＞

＜活動＞ 計27事業

平成27年 5月14日(木）

平成27年 6月11日(木)

平成27年 7月 2日(木)

平成27年 7月 4日(土)

平成27年 7月 7日(火)

平成27年 7月11日(土)

平成27年 7月12日(日)

平成27年 8月 6日(木)

平成27年 9月 9日(水)

救命講習

岡山シンフォニーホール
大ホール

Jホールレインボーコンサート
Vn.高畑壮平と岡フィルの仲間たち

岡山大学
Jホール

岡山大学
Jホール

Jホールレインボーコンサート
ガナッシュリコーダーアンサンブル

岡山大学
Jホール

日　　　時

岡フィル第４７回定期演奏会

救命講習

Jホールレインボーコンサート
情熱のフラメンコ

岡山シンフォニーホール
大ホール岡山市小・中学校音楽鑑賞教室

岡山大学
Jホール

オペラ「トゥーランドット」プレイベント
～イタリア・オペラの愉しみ～

岡山シンフォニーホール
大ホール

和風ホール

会　　場

和風ホール

岡山大学
Jホール

会　　場

岡山大学
Jホール

平成27年 ９月 2日(水)

Jホールピアノ開き
デジュー・ラーンキピアノリサイタル

シンフォニーは友達！2015

平成27年 ９月 3日(木)

Jホールレインボーコンサート
男声ヴォーカルユニット「ダンケ！」
昭和は遠くなりにけり

日　　　時 公　演　名

研　修　内　容
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平成27年 9月12日(土)

平成27年 9月27日(日)

平成27年10月 4日(日)

平成27年10月 6日(火)

平成27年10月21日(水)

平成27年11月12日(木)

平成27年11月15日(日)

平成27年12月 3日(木)

平成27年12月10日(木)

平成27年12月13日(日)

エ. シンフォニーは友達！2015

日時： 平成27年8月6日(木)

会場： 岡山シンフォニーホール全館

参加者数： 延べ 2,283名

共催： 岡山市

特別協賛： おもちゃ王国

　　 平成２７年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」対象事業

岡山シンフォニーホール
大ホール

平成28年 1月14日(木)
Jホールレインボーコンサート
ウィンナワルツの調べ

Jホールレインボーコンサート
バレンタインコンサート

岡山大学
Jホール

岡山大学
Jホール

岡山シンフォニーホール
大ホール

会　　場

Jホールレインボーコンサート
長瀬敏和サクソフォン・アンサンブル

岡山大学
Jホール

岡山シンフォニーホール
大ホール

年間 12回 「歌え！わが心」
岡山シンフォニーホール
ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

岡山シンフォニーホール
大ホール

岡フィル第48回定期演奏会
岡山シンフォニーホール
大ホール

岡山シンフォニーホール
ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

ブルガリア国立歌劇場
オペラ「トゥーランドット」

岡山シンフォニーホール
大ホール

Jホールレインボーコンサート
秋の街には
ショパンのノクターンが似合います

岡山大学
Jホール

公　演　名

I am a SOLOIST

ベートーヴェン第九演奏会2015　合唱発団式
岡山シンフォニーホール
大ホール

岡フィル特別演奏会We♥映画音楽
岡山シンフォニーホール
大ホール

岡山大学
Jホール

親子deクラシック
岡山シンフォニーホール
大ホール

英国女王陛下の近衛軍楽隊

岡山大学
Jホール

ベートーヴェン“第九”演奏会2015

岡山シンフォニーホール
ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

年間 2回 「日本歌曲塾」公開レッスン

日　　　時

平成27年10月12日(月・祝)

Jホールレインボーコンサート
シェレンベルガーファミリーと岡フィルの仲間たち平成28年 2月29日(月)

岡山県警察音楽隊クリスマスコンサート

平成27年10月18日(日)

平成28年 2月13日(土)

平成28年 3月 4日(金) 岡フィル第４９回定期演奏会

Jホールレインボーコンサート
クリスマスコンサート
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詳細：

1,129 名

200 名

40 名

30 名

175 名

30 名

379 名

200 名

100 名

オ. 岡山シンフォニーホール「友の会」運営事業

　当財団の自主文化事業活動を支援するとともに、地域の文化情報発信拠点として

岡山シンフォニーホール等で開催される優れた芸術鑑賞の機会の拡充に寄与しました。

平成27年度会員数： 1,704名

2 収益事業

(1)【管理する施設を公益目的以外に貸与する事業】

岡山シンフォニーホールの施設を、学術会議や講演会、卒業式や記念式典など、施設の目的外の利用

に供しました。

(2)【芸術文化に係わる事業を推進するための附帯事業】

当法人の公益目的事業の推進に資するため、芸術文化事業等の鑑賞、入場券を販売する事業を実施し

ました。

岡山交響楽団

タミーノ・ヴァイオリン・アカデミー

岡山県音楽文化協会

岡山交響楽団　第６０回定期演奏会

ロンドン･トリニティ少年合唱団

岡山シンフォニーホール

岡山シンフォニーホール

岡山シンフォニーホール

竹内民男　コンチェルト・リサイタル
～岡フィルとともに～

野菜楽器を作ってみよう！＆野菜楽器deコンサート♪

平成28年2月11日(木・祝)

保科洋岡山大学交響楽団
常任指揮者就任５０周年記念演奏会

チェコ国立ブルノ・フィルハーモニー管弦楽団

岡フィルモッカン’Ｓ

びっくり箱

岡山シンフォニーホール

糸あやつり人形劇

岡山シンフォニーホール

〈提携公演〉

楽器博士になろう！＆岡フィルモッカン’Ｓ
ミニコンサート

リズムで遊ぼう！ワクワクパーカッション！！ 今井 忍、河田 江理奈

岡山シンフォニーホール

みんなで歌おう♪

ディズニー・ライブ！岡山公演

平成27年 5月10日(日)

日　　　時

岡山パリ祭実行委員会
(ネオ・ムスク)

岡山シンフォニーホール

岡山シンフォニーホール

公　演　名

岡山交響楽団　第５９回定期演奏会

第２４回 岡山パリ祭

岡山大学交響楽団OB
オーケストラ実行委員会

岡山県音楽文化協会

ミュージカルの世界を覗いてみよう

岡山交響楽団

会　　場 主 催 者

笠嶋俊秀

全８公演

株式会社 ネクサス

バックステージツアー

ヴァイオリンってなぁに?

ピーターと狼

催　物　名

財団職員

小山淳志　

高畑壮平

平成27年12月6日(日)

平成27年11月29日(日)

平成27年 8月15日(土)

平成27年 7月20日(月・祝)

平成27年11月13日(金)

平成27年 8月8日(土)、9日(日）

参加者数出　演 ・ 講　師

岡山ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ管弦楽団

歌：頼経遥、ピアノ：片山舜
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3 財団運営事業

(1)【理事会の開催状況】

第１２回理事会

日　時 平成２７年５月２１日（木）　　１５時２６分～１６時３０分

会　場 岡山シンフォニーホール　３階　イベントホール

議　題 平成２６年度事業報告(案)及び収支決算(案)の件

平成２７年度補正予算(案)の件

定時評議員会の招集及び提案議案の件

評議員の推薦の件

理事の推薦の件

岡山フィルハーモニック管弦楽団運営協議会会長の選任の件

理事長及び業務執行理事の職務等執行状況の報告

第１３回理事会

日　時 平成２７年６月８日（月）　１３時００分～１３時４３分

会　場 岡山シンフォニーホール　３階　イベントホール

議　題 理事長及び業務執行理事の選定の件

理事への使用人職務の委嘱の件

理事長及び業務執行理事の職務等執行状況の報告

第１４回理事会

日　時 平成２７年１２月２１日（月）　９時００分～９時４４分

会　場 岡山シンフォニーホール　３階　スタジオ１

議　題 平成２８年度事業計画(案)の件

特定費用準備資金等取扱規則（案）の件

理事長及び業務執行理事の職務等執行状況の報告

第１５回理事会

日　時 平成２８年２月１５日（月）　１３時２８～１４時１９分

会　場 岡山シンフォニーホール　３階　イベントホール

議　題 平成２８年度事業計画(案)及び収支予算(案)の件

第９回評議員会の招集及び提案議案の件

競業及び利益相反取引に係わる承認の件

理事会運営規則の改定（案）の件

理事長及び業務執行理事の職務等執行状況の報告
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(2)【評議員会の開催状況】

第８回評議員会

日　時 平成２７年６月８日（月）　１０時０２分～１１時０３分

会　場 岡山シンフォニーホール　３階　イベントホール

議　題 議長の選出の件

議事録署名人の選任の件

平成２６年度事業報告の件

平成２６年度収支決算(案)の件

平成２７年度補正予算(案)の件

評議員の選任の件

理事の選任の件

第９回評議員会

日　時 平成２８年３月３日（木）　１３時２９分～１４時４１分

会　場 岡山シンフォニーホール　３階　イベントホール

議　題 議長の選出の件

議事録署名人の選任の件

平成２８年度事業計画(案)及び収支予算(案)の件

評議員会運営規則の改定（案）の件

(3)【岡山フィルハーモニック管弦楽団運営協議会の開催状況】

日　時 平成２７年８月４日（火）　１３時２６分～１５時１０分

会　場 岡山シンフォニーホール　岡山フィルハーモニック管弦楽団ライブラリ

議　題 平成２６年度実績報告について

平成２７年度事業計画について

平成２８年度の計画について

(4)【公益法人立入検査の実施状況】

日　時 平成２８年１月１３日（水）　１０時００分～１６時３０分

会　場 岡山シンフォニーホール　ホール事務所

議　題 公益認定の基準の遵守状況

法人の組織及び管理運営の状況

法人の事業活動の状況

定期報告書類及び届出の状況

公益認定を受け適切な組織運営を行い、理事会・評議員会等定められた会議等を

開催しました。
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