
公益財団法人岡山シンフォニーホール

平成２７年度 事業計画書

１ 公益目的事業について
平成２７年度は、音楽を中心にした地域の文化の創造、振興を目的に、おかやま

国際音楽祭、芸術祭など岡山市の文化振興施策との連携や、音楽を通じた地域づく

りの包括連携協定を締結した自治体との連携、さらに文化庁「劇場・音楽堂等活性

化事業」への取り組みを強化しながら、公益目的達成のため、次の５種類の事業に

より構成する事業を行ないます。

（１）主に文化、芸術の振興に資する活動を行なう個人、団体等にホール施設を

貸与する施設貸与事業

（２）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する芸術鑑賞事業

（３）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、楽しむ機会を提供する音楽

芸術振興事業

（４）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、

豊かな情操を育む青少年音楽普及事業

（５）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講座、人材育成及び普及活動事業

【各事業の内容】

（１）施設貸与事業（指定管理事業）

岡山シンフォニーホールを利用して行なわれる国内外の優れた芸術団体や

アーティストによる公演は、地域住民の優れた芸術作品に触れる機会を拡大

・充実させ、地域の芸術文化の普及、振興に貢献しております。また、当法

人が行なう自主文化事業をはじめ、地域の文化団体の活動による様々なホー

ル利用は、文化活動の活性化を促し、さらにはホールを中心にした文化のネ

ットワークが形成されるなど、岡山シンフォニーホールが地域の中核音楽文

化拠点として文化力の形成、向上に大きな役割を果たしています。

平成２７年度事業においても、シンフォニーホールが心豊かな文化都市岡

山の顔となり、また地域の魅力あふれる文化交流の場となるよう最良の環境

を提供し、更なるサービスの向上に努め、利用の促進を図ります。
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・貸与施設

大ホール(定員 2001 人)、イベントホール(定員 200 人)、

和風ホール(定員 100 人)、スタジオ 1(定員 120 人)、

スタジオ 2(定員 30 人)、その他指揮者室、楽屋、控室 等附属施設

（２）芸術鑑賞事業 （別表 自主文化事業一覧参照）

オーケストラ、室内楽、オペラ、バレエ等、国内外の優れた音楽公演や舞

台芸術公演及びアーティストを招へいし、地方においては触れる機会が少な

い質の高い芸術の鑑賞機会を提供します。

・主な実施事業

ア 英国女王陛下の近衛軍楽隊

イ 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）

（３）音楽芸術振興事業 （別表 自主文化事業一覧参照）

主に当法人が運営する岡山フィルハーモニック管弦楽団(以下岡フィル楽

団という)の企画、制作による公演、演奏会、アウトリーチ事業等を通じて、

広く一般に質の高い音楽芸術に触れ、参加し、楽しむ機会を提供し、音楽文

化の普及、振興を図ります。

・主な実施事業

ア 岡フィル演奏会（定期・特別）

イ 親子 de クラシック、ファミリーコンサートなど

親子、こども向けコンサート

ウ ベートーヴェン “第九”演奏会

エ ふれあいコンサート（母の日、ヴァレンタインコンサートなど）

オ 無料コンサート（社会福祉施設、公民館など）

カ おかやま国際音楽祭事業

キ ネットワーク事業（東日本大震災復興祈念コンサートツアー）

（４）青少年音楽普及事業 （別表 自主文化事業一覧参照）

県下の小中高校生に音楽の魅力や楽しさを伝え、青少年の豊かな情操を育

むことを目的に、当法人が運営する岡フィル楽団がオーケストラによる本物

の音楽を届けます。

・主な実施事業

ア 岡山市小中学校音楽鑑賞教室

イ スクールコンサート

ウ ハッピーハートフルコンサート

エ 芸術家の派遣事業
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（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

（別表 自主文化事業一覧参照）

地域の文化活動を担う人材や団体を育成するための講座、発表会で、声楽、

合唱、器楽、ミュージカルなど、プロ講師によるレベルの高い指導によりそ

の芸術技能の向上と知識の普及を図り、地域の文化活動の活性化を促進しま

す。

また、芸術文化の普及活動として、ホール施設の開放事業により、ホール

と地域住民との交流を図ります。

また、｢岡山シンフォニーホール友の会｣を運営し、当ホールをはじめ周辺

地域で開催される優れた芸術公演等の情報を収集し、それをウェブサイトや

広告物で広く提供することにより、地域住民の鑑賞機会の拡充に寄与すると

ともに、地域の文化情報発信拠点として貢献します。

・主な実施事業

ア 歌え！わが心 スペシャル

イ あなたも岡フィルと共演しませんか「Ｉ ａｍ ａ ＳＯＬＩＳＴ」

ウ 「日本歌曲塾 in 岡山」、「名曲を歌いましょう」など歌唱講座

エ ミュージカルワークショップ、受講生による発表公演

オ ホールサポーター育成事業

カ ホール開放事業「シンフォニーは友達！ 2015」
キ 名奏者によるマスタークラス

・岡フィル楽団首席指揮者シェレンベルガー氏による

オーボエマスタークラス

２ 収益事業について

（１）施設の多目的利用の観点から、岡山シンフォニーホールを学術会議や講演

会、記念式典など当財団の公益目的以外の利用に貸与する事業を行います。

・貸与施設

大ホール、イベントホール、和風ホール、スタジオ２室、

その他附属施設

（２）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行ないます。
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公益財団法人岡山シンフォニーホール
平成２７年度　事業計画

〔芸術鑑賞事業〕（主催公演） 平成２７年２月１７日現在

公　演　名 日　　程 内　　　　　　　　容 入　場　料 負担金・補助金等依頼予定先

バッキンガム宮殿を守る誇り高き英国近衛連隊。

英国女王陛下の近衛軍楽隊 １０月１２日（月・祝） ヨーロッパでもっとも伝統ある英国吹奏楽の原点。 おかやま国際音楽祭

１８時３０分開演 　共催／マーチング・イン・オカヤマ実行委員会

１００年の歴史を誇るブルガリア国立歌劇場の名作オペラが

コンサートホールで実現。

ブルガリア国立歌劇場 １０月２１日(水) また、オペラの魅力･鑑賞のコツを伝授するプレ公演も開催。
(一財)地域創造

オペラ「トゥーランドット」 １８時３０分開演 ――――― ∽ ―――――
(地域の文化・芸術活動助成事業
　連携プログラム）

（セミステージ形式） 〈プレ公演〉「イタリア・オペラの愉しみ」 岡山市(国際課）

　　７月１１日（土）

      　ソプラノ：市原　愛　　　テノール：西村　　悟

　　　　ピアノ：服部容子　　　構成・講師：小宮正安

　　　　合唱：地元合唱団

〔音楽芸術振興事業〕（自主公演） 平成２７年２月１７日現在

公　演　名 日　　程 内　　　　　　　　容 入　場　料 負担金・補助金等依頼予定先

岡山フィル第４７回定期演奏会 ７月４日（土） 指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー 文化庁

１５時開演 ゲスト：アンサンブル・ウィーン＝ベルリン 岡山市

ジャズと映画音楽の魅力をたっぷりお届けする肩の凝らない

岡フィル特別演奏会 ９月２７日（日） 楽しい演奏会。 おかやま国際音楽祭

We  ❤　映画音楽 １５時開演 指揮：石橋和巳

企画：賀来タクト(映画評論家)　　ゲスト：テッド･ローゼンタールトリオ

岡山フィル第４８回定期演奏会 １０月１８日（日） 指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー 文化庁

１５時開演 ソリスト：小菅　優(Pf） 岡山市

岡フィルといっしょに、親子で楽しむ０歳からの入門コンサート。 岡山市

親子 de クラシック １１月１５日（日） みんなで歌ったり、演奏に参加したり、よく知っている曲を中心に開催。 企業協賛

１３時開演 指揮：山本祐ノ介

岡山市芸術祭 年末恒例、「岡フィルの第九」。 文化庁

ベートーヴェン“第九”演奏会 １２月１３日（日） 指揮：三ツ橋敬子 岡山市

１５時開演 合唱：一般公募による｢第九を歌う市民の会」

岡山フィル第４９回定期演奏会 ２０１５年 指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー 文化庁

東日本大震災復興祈念 　３月４日（金） 独唱：秦　茂子(Soｐ.）　ドミニク・ヴェルナー(Bass) 岡山市

ブラームス／ドイツレクイエム １９時開演 合唱指揮：佐々木正利　　合唱：岡山バッハカンタータ協会

SS席　５，０００円
SS席　４，０００円
SA席　３，０００円
SB席　２，０００円

平成２７年度　岡山シンフォニーホール自主事業計画一覧（案）

Ｓ席　３，０００円

Ａ席　２，０００円

Ｓ席　１２，０００円
Ａ席　１０，０００円
B席　　６，０００円
C席　　４，０００円

SS席　５，０００円
SS席　４，０００円
SA席　３，０００円
SB席　２，０００円

SS席　３，０００円
SA席　２，０００円

SS席　５，０００円
SS席　４，０００円
SA席　３，０００円
SB席　２，０００円

おとな　１，０００円

こども　１，５００円

S席　５，０００円
A席　４，０００円
B席　３，０００円
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公益財団法人岡山シンフォニーホール
平成２７年度　事業計画

公　演　名 日　　程 内　　　　　　　　容 入　場　料 負担金・補助金等依頼予定先

東日本大震災復興祈念コンサートツアー

ブラームス／ドイツレクイエム ３月６日（日） － 文化庁

盛岡公演 １５時開演 各地の合唱団と劇場・音楽堂相互の連携・協力の下、質の高い

東日本大震災復興祈念コンサートツアー ドイツ音楽の真髄を地方のネットワークで日本全国に向けて

ブラームス／ドイツレクイエム ３月８日（火） 発信。東日本大震災復興祈念にふさわしい曲目で被災地の － 文化庁

仙台公演 １９時開演 聴衆と共に心の復興を祈念する公演。

東日本大震災復興祈念コンサートツアー

ブラームス／ドイツレクイエム ３月９日（水） － 文化庁

山形公演 １９時開演

ふれあいコンサート 様々なスタイル、ジャンルの音楽を身近に、気軽に触れていただき、

　（２公演予定） また参加することで音楽文化振興と活性を図る事業。

　◎歌え！わが心 月１回 懐かしい歌、想い出の歌を一緒に歌う事業。

（年間行事） シンフォニーホール外（上之町）での開催も予定。

岡山大学Jホール、社会福祉施設等へ出かけて開催する 文化庁

出張コンサート。 岡山大学

企業、団体、個人等からの依頼で、様々な形態・

ジャンルの演奏を行う出張演奏事業。

岡フィルといっしょに、親子で楽しむ０歳からの入門コンサート。

平成２６年度に包括的連携協定を締結した県下３市

ファミリーコンサート （備前市、真庭市、瀬戸内市）で開催。 文化庁

　真庭市／７月１３日（月）エスパスホール

　備前市・瀬戸内市／日程・会場　調整中

〔青少年音楽普及事業〕（自主公演） 平成２７年２月１７日現在

公　演　名 日　　程 内　　　　　　　　容 入　場　料 負担金・補助金等依頼予定先

７月２日（木） 文化庁

１０時３０分開演 岡山市

５月～６月予定 岡フィル（室内楽）は県内の学校に出張演奏を行う 岡山県

９月～１０月予定 アウトリーチ事業。 （一財）岡山県教育職員互助組合

１０月２７日（火） 岡フィル（オーケストラ編成）が県内の学校に 岡山県

１０月２８日（水） 出張演奏を行うアウトリーチ事業。 （一財）岡山県教育職員互助組合

会場未定

主に岡フィルのメンバーを県内の学校の授業へ派遣し、

講話、実技指導、実演をする。

文化庁（４月採択）

ハッピーハートフルコンサート 無　料

芸術家の派遣事業 無　料

スクールコンサート 無　料

自由席
１，５００円（予定）

５００円（予定）

１，０００円／回

－

岡フィル依頼公演

岡山市小・中学校音楽鑑賞教室 無　料
オーケストラに対する理解を深め、演奏会のマナーも身に
つけてもらう企画。　「岡山市民の日」関連事業
指揮・オーボエ：ハンスイェルク・シェレンベルガー

回数未定 －

レインボーコンサート １５回予定
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公益財団法人岡山シンフォニーホール
平成２７年度　事業計画

〔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〕 平成２７年２月１７日現在

公　演　名 日　　程 内　　　　　　　　容 入　場　料 負担金・補助金等依頼予定先

あなたも岡フィルと共演しませんか １０月４日（日） 県下唯一の音楽科を有する岡山城東高校の生徒と 文化庁

シリーズ　Ⅺ １５時開演 岡フィルの共演。 岡山市

Ⅰam a ＳＯＬＩＳＴ 指揮：山上純司　　出演：岡山城東高校

日本歌曲塾 in 岡山 声楽界で著名な講師による，歌唱法や伴奏法のレッスンを公開で実施。

　◎公開レッスン 年３回程度 講師：塚田佳男、関　定子

　◎名曲を歌いましょう 月２回 名曲（歌唱曲）にまつわるエピソードなどのお話を聞きながら、

（年間事業） より深い理解のもと歌唱指導を受ける一般参加型事業。

講師：出口裕子

ミュージカル俳優として活躍中の講師により、ミュージカルの

ミュージカルワークショップ 月２回 基礎から楽しく学ぶワークショップ。技術力・表現力を高め、 文化庁

公演で核となり活躍できる人材を育てる。 岡山市

　◎公演 受講生等による発表公演を実施。 自由席　７００円

岡山シンフォニーホールの事業等に対して積極的に

ホールサポーター　育成事業 通年 協力を希望される人材を公募し、研修等を経てサポ

ートしていただく。

シンフォニーは友達！　２０１５ 　８月６日（木） 文化庁

岡山市

シェレンベルガー氏による 岡フィル首席指揮者のシェレンベルガー氏が、専門

マスタークラス 的に管楽器を学んでいる人を対象にハイレベルな 岡山市

レッスンを行う。

聴講料：１，０００円

参加料：２，０００円 

参加料：２，５００円 

SS席　２，０００円
SA席　１，０００円

－

５００円（予定）

夏休み企画として大好評。
バックステージツアーなど普段体験できないような
ワークショップやふれあいイベント、
子供やファミリーを対象にした参加イベントなど
盛りだくさんで計画。

－
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