
公益財団法人岡山シンフォニーホール

平成２８年度 事業計画書

１ 公益目的事業について
平成２８年度は、開館２５周年の節目を迎えますので、記念事業を計画していま

す。音楽を中心にした地域の文化の創造、振興を目的に、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）

第２期指定管理事業として、平成２８年度から平成３２年度までの５年間

が、スタート致します。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。

今後も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では、地域住民の優れた芸術作品に触れる機

会の拡大・充実をさせ、地域の芸術文化の普及、振興に貢献します。 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。
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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 ＮＨＫ交響楽団 岡山公演

イ カメラータ・ザルツブルク 岡山公演

W.A.モーツァルト「レクイエム」

（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。

また、契約更改により二期目を迎える首席指揮者シェレンベルガー氏と岡

フィル楽団は更なる向上と県民市民にとってより親しみやすい“おらが街の

オーケストラ”となるよう積極的に活動して参ります。

・主な実施事業

ア 岡山シンフォニーホール開館２５周年記念コンサート

イ 岡フィル定期演奏会

ウ 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

エ ベートーヴェン“第九”演奏会

オ ふれあいコンサート（歌えわが心）

カ レインボーコンサート

（岡山大学Ｊホール、社会福祉施設、公民館など）

キ ネットワーク事業（依頼公演等）

（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。
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・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

（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 あなたも岡ﾌｨﾙと共演しませんか 「Ｉ ａｍ ａ ＳＯＬＯＩＳＴ」

イ 「日本歌曲塾 in 岡山」、「名曲を歌いましょう」など歌唱講座

ウ ミュージカルワークショップ

エ ホールサポーター育成事業

オ ホール開放事業「シンフォニーは友達！ 2016」
カ 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２８年度　事業計画

〔芸術鑑賞事業〕（主催公演） 平成２８年２月１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

指揮：井上道義 S席 ８，０００円

ＮＨＫ交響楽団　岡山公演 　７月　１日（金） ソリスト：小山実稚恵(Pf) A席 ６，０００円 岡山市

１９時開演 曲目(予定)：ラフマニノフ／ヴォカリーズ B席 ４，０００円

　　　　　　　　ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第２番 B(ﾕｰｽ)席 １，０００円

　　　　　　　　チャイコフスキー／交響曲 第４番

指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー S席 ５，０００円

カメラータ･ザルツブルク　岡山公演 １１月１９日(土) 管弦楽：カメラータ･ザルツブルク A席 ４，０００円 岡山市

W.A.モーツァルト「レクイエム」 １５時開演 合唱：岡山バッハカンタータ協会、岡山県合唱連盟 B席 ３，０００円

曲目：W.A.モーツァルト／レクイエム B(ﾕｰｽ)席 １，０００円

〔音楽芸術振興事業〕（自主公演） 平成２８年２月１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。

中国銀行ドリーミーコンサート ５月１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 おとな１，０００円 岡山市

親子 de クラシック １１時開演 中心に開催。 こども(満４歳以上) 企業協賛

指揮：山上純司 　　　　　　５００円

ｹﾞｽﾄ：音楽的道化師みま、松岡拓(歌のお兄さん)、吉松恵菜(歌のお姉さん)

指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー S席 ５，０００円

岡山フィル第５０回定期演奏会 　６月５日（日） 曲目(予定)：べートーヴェン／交響曲 第１番 ハ長調 A席 ４，０００円 文化庁

１５時開演 　　　　　　　　マーラー/交響曲 第１番 ニ長調 「巨人」 B席 ３，０００円 岡山市

B(ﾕｰｽ)席 １，０００円

岡山フィルハーモニック管弦楽団を中心に、岡山の音楽愛好

岡山シンフォニーホール開館２５周年 ９月２５日（日） 団体、市民合唱団等のオール岡山の音楽家たちで開館 １，５００円 文化庁

記念コンサート １５時開演 ２５周年を祝う。 （全席指定） 岡山市

指揮：矢崎彦太郎

年末恒例、「岡フィルの第九」。 S席 ５，０００円

ベートーヴェン“第九”演奏会２０１６ １２月１１日（日） 指揮：飯森範親 A席 ４，０００円 文化庁

１５時開演 S：安藤赴美子 Ms：富岡明子 T：望月哲也 B：平野　和 B席 ３，０００円 岡山市

合唱：一般公募による｢第九を歌う市民の会」 B(ﾕｰｽ)席 １，０００円

指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー

岡山フィル第５１回定期演奏会 ２０１７年 ソリスト：松山冴花(Vn)、ウェン・シンヤン(Vc) S席 ５，０００円 文化庁

～ニューイヤーコンサート～ １月１５日（日） 曲目(予定)：チャイコフスキー／幻想序曲「ロメオとジュリエット」 A席 ４，０００円 岡山市

１５時開演 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロココ風の主題による変奏曲 B席 ３，０００円

　　　　　　　　J.シュトラウス／喜歌劇「こうもり」序曲 B(ﾕｰｽ)席 １，０００円

　　　　　　　　サン･サーンス／序曲とロンドカプリチオーソ

　　　　　　　　R.シュトラウス／歌劇「バラの騎士」序曲

指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー S席 ５，０００円

岡山フィル第52回定期演奏会 　３月２５日（土） 曲目(予定)：ベートーヴェン／交響曲 第６番 ヘ長調 「田園」 A席 ４，０００円 文化庁

１５時開演 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交響曲 第５番 ハ短調 「運命」 B席 ３，０００円 岡山市

B(ﾕｰｽ)席 １，０００円

ふれあいコンサート 月１回 懐かしい歌、想い出の歌を一緒に歌う事業。 参加費：

　◎歌え！わが心 （年間行事） シンフォニーホール外（上之町）での開催も予定。 １，０００円/１回

岡山大学Jホール、社会福祉施設等へ出かけて開催する 岡大Jﾎｰﾙ： 文化庁

出張コンサート。 ５００円～１，５００円 岡山大学

平成２８年度　岡山シンフォニーホール自主事業計画一覧

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２８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

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。

岡山県内の施設で、岡フィルといっしょに、親子で楽しむ０歳

ファミリーコンサート ２公演 からの入門コンサート。 ５００円（予定） 文化庁

１０月２日(日)　真庭エスパスホール

１１月２７日（日）県大そうじゃ子育てカレッジ

〔青少年音楽普及事業〕（自主公演） 平成２８年２月１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

６月１日（水） 岡山市内の小・中学生を対象にオーケストラに対する 文化庁

（２回公演予定） 理解を深め、演奏会のマナーも身につけてもらう事業。 岡山市

指揮・オーボエ：ハンスイェルク・シェレンベルガー

５月～６月予定 岡フィル（室内楽）が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

日程・会場未定 岡フィル（オーケストラ編成）が県内の学校に出張 岡山県

（２公演予定） 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

日程・学校未定 主に岡フィルのメンバーを県内の学校の授業へ派遣し、

(３０校以上予定) 講話、実技指導、実演をする。

〔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２８年２月１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 １２月１８日（日） 音楽を志す人達と岡フィルの共演。 S席 ２，０００円 文化庁

シリーズ　ⅩⅡ １５時開演 地元音楽団体「デア・フリューゲル」を中心に歌とオーケストラの共演。 A席 １，０００円 岡山市

Ⅰam a ＳＯＬOＩＳＴ 指揮：山上純司　　出演：デア･フリューゲル　ほか

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。
受講料：10,000円～
　　13,000円/1人

　◎公開レッスン 年３回程度 講師：塚田佳男、関　定子 聴講料：1,000円/1回

　◎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、 参加費：

（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。 ２，０００円/１回

講師：出口裕子

月１回 国内外で活躍している講師陣を招へいし、演技、歌唱、ダンス 参加費： 文化庁

ミュージカルワークショップ （年間事業） 等、多角的にミュージカルに必要な基礎を身につけるワーク １，５００円/１回 岡山市

ショップを展開。 　　　　　　　　（予定）

ホールサポーター　育成事業 通年 岡山シンフォニーホールの事業等に対して積極的に協力を

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。

大ホールでのオーケストラ入門コンサートをはじめ、施設全館を

シンフォニーは友達！　２０１６ 　８月５日（金） 開放して様々な体験型の催しを開催。地域のこどもたちや コンサート：５００円 文化庁

子育てファミリーにむけて、音楽・芸術との出会い、岡山シンフォ 　　　　　　　　（予定） 岡山市

ニーホールとの出会いの場を提供する。

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、専門的に 参加費：５，０００円～

公開マスタークラス 日程・会場未定 管楽器を学んでいる人を対象にハイレベルなレッスンを 　１０，０００円/１人 岡山市

行う。 　　　　　　　　　（予定）

岡フィル依頼公演 ２０公演程度 －

岡山市小・中学校音楽鑑賞教室 －

文化庁（４月採択予定）

－

スクールコンサート －

ハッピーハートフルコンサート －

芸術家の派遣事業 －
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