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演奏団体名簿

オーケストラ
公益財団法人ＮＨＫ交響楽団（大正15
年10月）108-0074東京都港区高輪2-16-49 
電◯5793-8111㈹ Ⓕ3443-0278   理事長根本
佳則   常務理事唐木田信也   中野谷公一   
首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィ   名誉音
楽監督シャルル・デュトワ   桂冠名誉指
揮者ヘルベルト・ブロムシュテット   桂
冠指揮者ウラディーミル・アシュケナー
ジ   正指揮者外山雄三   尾高忠明   第１
コンサートマスター篠崎史紀
楽員平均年齢45歳
年間公演数115回
会員数約8,400名
関◯日本オーケストラ連盟

オーケストラ・アンサンブル金沢（昭和
63年11月）920-0856金沢市昭和町20-1（公
財）石川県音楽文化振興事業団内 電◯076-
232-0171 Ⓕ0172   理事長田中新太郎   
専務理事三国栄   事務局長黒山実   事業
部長兼OEKゼネラルマネージャー北村
善哉   永久名誉音楽監督岩城宏之   芸術
監督マルク・ミンコフスキ　プリンシパ
ル・ゲストコンダクターユベール・スダー
ン　パーマネント・ゲストコンダクター
川瀬賢太郎　専任指揮者鈴木織衛   桂冠
指揮者井上道義   名誉アーティスティッ
ク・アドヴァイザーギュンター・ピヒラー  
第1コンサートマスターサイモン・ブレン
ディス   アビゲイル・ヤング   客員コン
サートマスター水谷晃   コンサートマス
ター松井直
楽員数30名
楽員平均年齢48歳
年間公演数約100回
定期会員数約1,600名
関◯日本オーケストラ連盟

公益社団法人大阪交響楽団（昭和55年9
月）590-0074堺市堺区北花田口町3-1-15
東洋ビル4F 電◯072-226-5533 Ⓕ5544 ⓔ
mail@sym.jp   理事長芳井敬一   楽団
長・インテンダント二宮光由   事務局長
赤穂正秀   名誉指揮者外山雄三   正指揮
者太田弦   首席ソロコンサートマスター
森下幸路   コンサートマスター林七奈   
アソシエイトコンサートマスター岡本伸
一郎   アシスタントコンサートマスター
里屋幸
楽員数53名   平均年齢47歳
年間公演数約120回
賞◯平19文化庁芸術祭優秀賞   平20堺市栄
誉賞   平21堺市功績団体・文化庁芸術祭
大賞   平25大阪文化祭賞
関◯日本オーケストラ連盟

大阪フィルハーモニー交響楽団   公益社
団法人大阪フィルハーモニー協会（昭和
25年4月）557-0041大阪市西成区岸里1-1-
44 電◯06-6656-7711 Ⓕ7714   理事長奥正
之   常務理事松村隆   音楽監督尾高忠明   
桂冠指揮者大植英次   ソロ・コンサート
マスター崔文洙   コンサートマスター須
山暢大

楽員数69名   平均年齢43歳
年間公演数110回
関◯日本オーケストラ連盟

岡山フィルハーモニック管弦楽団（平成
３年）700-0822 岡山市北区表町1-5-1岡山
シンフォニーホール内 電◯086-234-7177 
Ⓕ7178   事務局長髙次秀明
楽員45名
年間公演数150回
賞◯平12岡山芸術文化賞グランプリ   平15
福武文化奨励賞   平16マルセン文化賞   
平21岡山県教育関係功労者表彰   平24山
陽新聞奨励賞
関◯日本オーケストラ連盟準会員

公益財団法人神奈川フィルハーモニー管
弦楽団（昭和45年3月）231-0004横浜市中
区元浜町2-13東照ビル3F 電◯045-226-5045 
Ⓕ663-9338   理事長上野孝   副理事長上
野健彦   専務理事櫻井龍一   常任指揮者
川瀬賢太郎   特別客演指揮者小泉和裕   
桂冠指揮者山田一雄   桂冠芸術顧問團伊
玖磨   名誉指揮者現田茂夫   首席ソロ・
コンサートマスター石田泰尚
楽員数70名   平均年齢50歳
年間公演数210回
会員数1,350名
関◯日本オーケストラ連盟

公益財団法人関西フィルハーモニー管
弦楽団（昭和45年）552-0007大阪市港区
弁天1-2-4-700ベイタワーウェスト7Ｆ 電◯
06-6577-1381㈹ Ⓕ1383   理事長井上礼之   
理事⻆和夫   鳥井信吾   野村明雄   宮内
義彦   山本雅弘   木田好子   濵橋元ほか   
評議員佐野吉彦   辻晴雄   松澤佑次ほか   
監事樋口秀和   楽団長手塚裕之   事務局
長松井清悟   音楽監督オーギュスタン・
デュメイ   首席指揮者藤岡幸夫   桂冠名
誉指揮者飯守泰次郎   コンサートマス
ターギオルギ・バブアゼ   岩谷祐之   赤
松由夏
楽員数57名   平均年齢46歳
年間公演数110回
会員数友の会約500名
関◯日本オーケストラ連盟

公益財団法人九州交響楽団（昭和28年10
月）814-0133福岡市城南区七隈1-11-50 電◯
092-822-8855 Ⓕ8833   理事長櫻井文夫   
副理事長川崎隆生   傍田賢治   藤井一郎   
専務理事柴田耕志   永久名誉指揮者安永
武一郎   永久名誉音楽監督石丸寛   音楽
監督小泉和裕   桂冠指揮者秋山和慶   名
誉客演指揮者小林研一郎   桂冠コンサー
トマスター豊嶋泰嗣   ソロ・コンサート
マスター扇谷泰朋   コンサートマスター
西本幸弘   アソシエートコンサートマス
ター原雅道
楽員平均年齢45歳
年間公演数約120回
関◯日本オーケストラ連盟

京都市交響楽団（昭和31年4月）603-8134
京都市北区出雲路立テ本町86-1 電◯075-
222-0347 Ⓕ0332   楽団長門川大作（京都
市長）副楽団長森川佳昭   北村信幸   ゼ

ネラルマネージャー東憲明   エグゼク
ティブプロデューサー近藤保博   管理部
長中濵正晃   演奏事業部長上野喜浩   常
任指揮者兼芸術顧問広上淳一   首席客
演指揮者ジョン・アクセルロッド   コン
サートマスター泉原隆志   特別名誉友情
コンサートマスター豊嶋泰嗣   特別客演
コンサートマスター石田泰尚   会田莉凡
京都市職員労働組合文化公室支部京都市
交響楽団分会長岡本哲   自治労京都市交
響楽団音楽家労働組合代表運営委員西尾
牧子
楽員数87名（定数）平均年齢47歳
年間公演数約99回
賞◯平19京都府文化賞特別功労賞   京都創
造者大賞   平27＆29ミュージック・ペ
ンクラブ音楽賞   サントリー音楽賞   平
28地域文化功労者表彰   平29音楽クリ
ティック・クラブ賞
関◯日本オーケストラ連盟

特定非営利活動法人京都フィルハーモ
ニー室内合奏団（昭和47年）604-8135 京
都市中京区東洞院通三条下るミックナ
カムラ303 電◯075-212-8275 Ⓕ8277 ⓔ
office@kyophil.com   理事長田中美幸   
ミュージックパートナー栁澤寿男   客員
コンサートマスター日比浩一   釋伸司   
Vn3 Va1 Vc1 Cb1 Fl1 Ob1 Cl1 Fg1 Hr1 
Tp1 Tb1 打◯1 賞◯平2藤堂音楽賞   平14京
都新聞大賞文化学術賞   平28佐川吉男音
楽賞奨励賞
楽員平均年齢42歳
年間公演数100回
関◯日本オーケストラ連盟準会員

公益財団法人群馬交響楽団（昭和20年11
月）370-0841高崎市栄町9-1高崎芸術劇場
3Ｆ 電◯027-322-4316 Ⓕ4943   理事長山本
一太   専務理事藪原博   永久名誉指揮者
カルロ・ゼッキ   遠山信二   名誉指揮者
高関健   マルティン・トゥルノフスキー   
ミュージック・アドバイザー小林研一郎   
コンサートマスター伊藤文乃
楽員数59名   平均年齢48歳
年間公演数166回
賞◯昭41朝日新聞社朝日・明るい社会賞   
平1山本有三記念郷土文化賞   平6日本文
化デザイン賞   平7日本生活文化大賞特
別賞   平13NHK関東甲信越地域放送文
化賞
関◯日本オーケストラ連盟

藝大フィルハーモニア管弦楽団（明治
31年4月）110-8714東京都台東区上野公
園12-8東京藝術大学音楽学部内 電◯050-
5525-2297 Ⓕ5685-7760   楽団長川﨑和憲   
事務局長酒井敦   首席指揮者高関健   ソ
ロ・コンサートマスター植村太郎   コン
サートマスター澤亜樹   戸原直
楽員58名   平均年齢41歳
年間公演数約40回
関◯日本オーケストラ連盟準会員

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団（昭
和63年4月）561-8555豊中市庄内幸町1-1-
8 電◯06-6336-2001 Ⓕ6331-4300   理事長中
村孝義   名誉指揮者飯森範親   山下一



演奏団体名簿

史   チャン・ユンスン   正指揮者大勝秀
也   牧村邦彦   コンサート・ミストレス
赤松由夏
楽員数48名   平均年齢47歳
関◯日本オーケストラ連盟準会員

公益財団法人札幌交響楽団（昭和36年7
月）064-0931札幌市中央区中島公園1-15
札幌コンサートホール内 電◯011-520-1771   
Ⓕ1772   理事長広瀬兼三   副理事長田中
良治   藤田久雄   専務理事鳥居和比徒   
事務局長多賀登   名誉音楽監督尾高忠明   
首席指揮者マティアス・バーメルト   友
情客演指揮者広上淳一   コンサートマス
ター田島高宏
楽員数73名   平均年齢43歳
年間公演数121回
定期会員数約1,425名
関◯日本オーケストラ連盟

特定非営利活動法人静岡交響楽団（昭和
63年11月）422-8072静岡市駿河区小黒2-9-
10 電◯054-203-6578 Ⓕ6579   理事長岩崎
清悟   専務理事宮澤敏夫　事務局長前田
衛   ミュージックアドバイザー高関健
楽員数41名
公演回数140回
賞◯平25静岡県文化奨励賞
関◯日本オーケストラ連盟準会員

公益財団法人新日本フィルハーモニー交
響楽団（昭和47年7月）130-0013東京都墨
田区錦糸1-2-3すみだトリフォニーホー
ル7F 電◯5610-3820 Ⓕ3825   理事長宮内
義彦   副理事長日枝久   専務理事林豊   
桂冠名誉指揮者小澤征爾   音楽監督上
岡 敏 之   コンポーザインレジデンス＆
ミュージックパートナー及び新日本フィ
ル・ワールド・ドリーム・オーケストラ
音楽監督久石譲   ソロ・コンサートマス
ター崔文洙   豊嶋泰嗣   コンサートマス
ター西江辰郎   
楽員数79名   平均年齢45歳   
年間公演数127回
賞◯第1回M文化賞   第3回三菱信託音楽賞   
奨励賞   第18回三菱UFJ信託音楽賞
関◯日本オーケストラ連盟

公益社団法人瀬戸フィルハーモニー交響
楽団（平成13年11月） 760-0019高松市サ
ンポート2-1サンポートホール高松気付 
電◯087-822-5540 Ⓕ5590   代表理事川北文
雄   常任指揮者ノールマン・ヴィジャヤ
楽員数63名   平均年齢43歳
年間公演数140回
関◯日本オーケストラ連盟準会員

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦
楽団（昭和48年3月）980-0012仙台市青葉
区錦町1-3-9 電◯022-225-3934 Ⓕ4238   理
事長高橋宏明   副理事長鎌田宏   片岡良
和   大山健太郎   藤﨑三郎助   専務理事
寺内譲   常任指揮者飯守泰次郎   レジデ
ント・コンダクター高関健   指揮者角田
鋼亮    桂冠指揮者パスカル・ヴェロ   コ
ンサートマスター神谷未穂   西本幸弘
楽員数69名   平均年齢48歳
年間公演数110回

賞◯平11河北文化賞　平23エクソンモービ
ル音楽賞　渡邉暁雄音楽基金特別支援
関◯日本オーケストラ連盟

一般社団法人セントラル愛知交響楽団
（昭和58年4月）450-0003名古屋市中村区
名駅南4-8-17ダイドー名駅南第２ビル
401 電◯052-581-3851 Ⓕ3852   理事長山田
貞夫   副理事長中西政男   常務理事瀬戸
和夫   事務局長白川和彦   音楽主幹山本
雅士   プロジェクトマネージャー山本
司   常任指揮者角田鋼亮   名誉音楽監督
レオシュ・スワロフスキー   名誉指揮者
小松長生   特別客演指揮者松尾葉子   首
席客演指揮者齊藤一郎   正指揮者古谷誠
一   ソロコンサートマスター島田真千子   
コンサートマスター寺田史人   楽団員長
榊原利修
楽員数50名   平均年齢40歳
年間公演数約100回
関◯日本オーケストラ連盟

公益財団法人千葉交響楽団（昭和60年4
月）260-0855千葉市中央区市場町11-2 電◯
043-222-4231 Ⓕ4269   理事長志村勇亮   
音楽監督山下一史   名誉指揮者山岡重信
年間公演数150回
関◯日本オーケストラ連盟準会員

特定非営利活動法人中部フィルハーモ
ニー交響楽団（平成12年，旧小牧市交響
楽団）485-0041小牧市小牧2-107小牧市市
民会館内 電◯0568-43-4333 Ⓕ4334   会長
西村義明   理事長加藤隆久   芸術監督・
首席指揮者秋山和慶   首席客演指揮者飯
森範親   ファウンダー佐藤宏
楽員数41名   平均年齢41歳
年間公演数100回
会員数700名
関◯日本オーケストラ連盟準会員

テレマン室内オーケストラ日本テレマン
協会（昭和38年3月）530-0002大阪市北区
曾根崎新地2-1-17 電◯06-6345-1046 Ⓕ1045

（練習所）662-0052西宮市霞町5-40夙川カ
トリック教会内 電◯0798-23-2229   指揮
者延原武春   チーフマネージャー今井
良   Fl2   Rec1   Ob2   Cl2   Fg2   Hrn4   
Trp3   Timp1   Vn11   Va4   Vc3   Cb2   
Cem1   Org1（40名）
関◯日本オーケストラ連盟準会員

公益財団法人東京交響楽団（昭和21年
4月）169-0073東京都新宿区百人町2-23-
5 電◯3362-6764 Ⓕ3360-8249   川崎オ
フィス：212-8554川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー5F 電◯
044-520-1518 Ⓕ543-1488   会長横川端   
理事長澤田秀雄   副理事長平澤創   依
田巽   最高顧問・評議員長金山茂人   専
務理事・楽団長大野順二   常務理事辻敏   
音楽監督ジョナサン・ノット   桂冠指揮
者秋山和慶   ユベール・スダーン   正指
揮者原田慶太楼   名誉客演指揮者大友直
人   特別客演指揮者飯森範親   コンサー
トマスターグレブ・ニキティン   水谷晃   
アシスタントコンサートマスター田尻順   
廣岡克隆

楽員数79名   平均年齢43歳
年間公演数160回
関◯日本オーケストラ連盟

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団（昭和50年4月）135-0002
東京都江東区住吉1-19-1-203 電◯5624-4001 
Ⓕ4114   楽団長志田明子   常任指揮者高
関健   首席客演指揮者藤岡幸夫   桂冠名
誉指揮者飯守泰次郎   永久名誉指揮者森
正   永久桂冠指揮者堤俊作   永久芸術顧
問芥川也寸志   黛敏郎   コンサートマス
ター戸澤哲夫
楽員数54名   平均年齢38歳
年間公演数約123回
関◯日本オーケストラ連盟

公益財団法人東京都交響楽団（昭和40年
2月）110-0007東京都台東区上野公園5-45
東京文化会館内 電◯3822-0726㈹ Ⓕ0729   
理事長近藤誠一   常務理事・事務局長内
藤和弥   音楽監督大野和士   終身名誉指
揮者小泉和裕   首席客演指揮者アラン・
ギルバート   桂冠指揮者エリアフ・イン
バル   ソロ・コンサートマスター矢部達
哉   四方恭子   コンサートマスター山本
友重   日本音楽家ユニオン関東地方本部
東京都交響楽団執行委員長森山涼介
楽員数94名   平均年齢46歳
年間公演数約250回
賞◯平3京都音楽賞大賞   レコード・アカ
デミー賞〈第50回交響曲部門〉〈第53回
特別部門特別賞〉   第25回ミュージック・
ペンクラブ音楽賞〈コンサート・パフォー
マンス賞〉〈録音・録画作品賞〉
関◯日本オーケストラ連盟

一般社団法人東京ニューシティ管弦楽
団（平成3年4月）練馬オフィス178-0063
東京都練馬区東大泉3-22-15   シンフォ
ニープラザ2F   東京オフィス105-0004東
京都港区新橋2-4-1 電◯5933-3222 Ⓕ5935-
6799   理事長日野洋一   楽団長齋藤正
志   ミュージックアドヴァイザー飯森範
親   エグゼクティブ・コンダクター内藤
彰   正指揮者曽我大介   コンサートマス
ター執行恒宏
楽員平均年齢43歳
年間公演数約75回
関◯日本オーケストラ連盟   令和アカデ
ミー倶楽部

公益財団法人東京フィルハーモニー交
響楽団（明治44年）163-1408東京都新宿区
西新宿3-20-2東京オペラシティタワー８
Ｆ 電◯5353-9521 Ⓕ9523   理事長三木谷浩
史   副理事長黒柳徹子   専務理事石丸恭
一   常務理事・事務局長工藤真実   名誉
音楽監督チョン・ミョンフン   首席指揮
者アンドレア・バッティストーニ   桂冠
指揮者尾高忠明   大野和士   ダン・エッ
ティンガー   特別客演指揮者ミハイル・
プレトニョフ   レジデント・コンダク
ター渡邊一正   アソシエイト・コンダク
ターチョン・ミン   コンサートマスター
近藤薫   三浦章宏   依田真宣
楽員数139名   平均年齢47歳   
年間公演数約400回
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関◯日本オーケストラ連盟

一般社団法人東京ユニバーサル・フィル
ハーモニー管弦楽団（昭和49年1月）143-
0015東京都大田区大森西6-5-23 電◯3766-
0876 Ⓕ0983   代表理事・楽団長河村隆三   
理事・事務局長宇佐美豊   理事安藤矗一   
中村道雄   宮野力一   常任指揮者松岡究   
専任指揮者稲田康   副楽団長金井清   イ
ンスペクター新開谷均
楽員数52名   平均年齢49歳
年間公演数約90回
関◯日本オーケストラ連盟準会員

認定特定非営利活動法人長崎OMURA室
内合奏団（平成16年4月）856-0820大村市
協和町703-1 電◯0957-47-6537 Ⓕ6538   理
事長嶋崎真英   芸術監督村嶋寿深子   
アーティスティックアドヴァイザー松原
勝也
楽員数35名   平均年齢45歳
年間公演数72回
賞◯長崎県地域文化章   JASRAC音楽文化
賞
関◯日本オーケストラ連盟準会員

公益財団法人名古屋フィルハーモニー
交響楽団（昭和41年7月）460-0022名古屋
市中区金山1-4-10名古屋市音楽プラザ4F 
電◯052-322-2774 Ⓕ3066   理事長山口千
秋   専務理事松本一彦   常務理事石田裕
康   事務局長平田一之   音楽監督小泉和
裕   正指揮者川瀬賢太郎   桂冠指揮者小
林研一郎   名誉指揮者モーシェ・アツモ
ン   名誉客演指揮者ティエリー・フィッ
シャー   コンサートマスター後藤龍伸   
日比浩一   首席客演コンサートマスター
荒井英治   客演コンサートマスター植村
太郎   アシスタントコンサートマスター
矢口十詩子   米田誠一
楽員数72名   平均年齢44歳
年間公演数約110回
関◯日本オーケストラ連盟

特定非営利活動法人奈良フィルハーモ
ニー管弦楽団（昭和60年）639-1117大和
郡山市番条町426-2 電◯0743-57-2235 Ⓕ56-
5666   楽団長大原末子
楽員数51名   平均年齢45歳
定期演奏会年2回   その他3回   室内楽19
回
関◯日本オーケストラ連盟準会員

公益財団法人日本センチュリー交響楽団
（平成元年12月）561-0885豊中市岡町1-1
きたしん豊中ビル6Ｆ 電◯06-6848-3333 Ⓕ
3345   理事長水野武夫   楽団長望月正樹   
首席指揮者飯森範親   コンサートマス
ター後藤龍伸   松浦奈々   首席客演コン
サートマスター荒井英治
楽員数47名   平均年齢46歳
年間公演数約110回
関◯日本オーケストラ連盟

公益財団法人日本フィルハーモニー交
響楽団（昭和31年）166-0011東京都杉並区
梅里1-6-1 電◯5378-6311 Ⓕ6161   理事長平
井俊邦   創立指揮者渡邉曉雄   首席指揮

者ピエタリ・インキネン   桂冠指揮者兼
芸術顧問アレクサンドル・ラザレフ   桂
冠名誉指揮者小林研一郎   正指揮者山田
和樹   客員首席指揮者ネーメ・ヤルヴィ   
名誉指揮者ジェームズ・ロッホラン   ル
カーチ・エルヴィン   ソロ・コンサートマ
スター木野雅之   扇谷泰朋   コンサート
マスター田野倉雅秋   アシスタント・コン
サートマスター千葉清加   ソロ・チェロ菊
地知也   ホルン客演首席奏者丸山勉   ソ
ロ・トランペットオッタヴィアーノ・クリ
ストーフォリ
楽員数76名   平均年齢45歳
年間公演数142回
関◯日本オーケストラ連盟

浜松フィルハーモニー管弦楽団   特定非
営利活動法人浜松フィルハーモニー管弦
楽団協会（平成10年）432-8022浜松市中区
山手町39-1 電◯Ⓕ053-458-6636   会長平野
昭   理事長晝馬日出男   理事・事務局長
小 林 昌 史   常任指揮者ワシリー・ワリト
フ   ミュージックアドバイザー外山雄三      
コンサートマスター森下幸路
楽団数102名
年間自主公演３回
会員数305人（団体含む）

兵庫芸術文化センター管弦楽団   （平成
17年10月）663-8204西宮市高松町2-22兵
庫県立芸術文化センター内 電◯0798-68-
0203 Ⓕ0205   芸術監督佐渡裕   レジデ
ント・コンダクター岩村力   コンサート
マスター四方恭子   豊嶋泰嗣   田野倉雅
秋   ミュージック・アドヴァイザー水島
愛子
関◯日本オーケストラ連盟

広島交響楽団   公益社団法人広島交響
楽協会（昭和38年10月）730-0842広島市中
区舟入中町9-12舟入信愛ビル3Ｆ 電◯082-
532-3080 Ⓕ3081   会長池田晃治   理事
長東谷法文   専務理事草田博   常務理事
畑中修   事務局長井形健児   管理部長山
本 章 彦   音楽総監督下野竜也　終身名
誉指揮者秋山和慶　首席客演指揮者ク
リスティアン・アルミンク　ミュージッ
ク・パートナーフォルクハルト・シュトイ
デ　平和音楽大使マルタ・アルゲリッチ　
第一コンサートマスター佐久間聡一   コ
ンサートミストレス蔵川瑠美   首席ヴィ
オラ奏者安保恵麻   首席チェロ奏者マー
ティン・スタンツェライト
楽員数62名   平均年齢46歳
年間公演数132回
賞◯広島市政功労賞   広島文化賞   広島
ホームテレビ文化賞   地域文化功労者賞

（文部大臣表彰）   第54回中国文化賞   第
17回県民文化奨励賞   第5回国際交流奨
励賞   文化対話賞（ユネスコ）
関◯日本オーケストラ連盟

山形交響楽団   公益社団法人山形交響
楽協会（昭和47年1月）990-0828山形市
双葉町1-2-38 電◯023-616-6606 Ⓕ6608 ⓔ
orchestra@yamakyo.or.jp   会長三井嬉
子   理事長園部稔   専務理事兼事務局長
西濱秀樹   芸術総監督飯森範親   常任指

揮者阪哲朗   創立名誉指揮者村川千秋   
名誉指揮者黒岩英臣   首席客演指揮者鈴
木秀美   ラデク・バボラーク   ソロ・コン
サートマスター髙橋和貴   首席コンサー
トマスター犬伏亜里   アシスタント・コ
ンサートマスター平澤海里   コ ン ポ ー
ザ・イン・レジデンス西村朗
楽員数50名   平均年齢46歳
年間公演数130回
賞◯昭53山形県芸術文化会議賞   齋藤茂
吉文化賞   昭54河北文化賞   平13サン
トリー地域文化賞   平19地域文化功労
者文部科学大臣表彰 著◯CD「YSOライヴ 
シューマン交響曲全集Vol.2」「YSOライ
ヴ7〜ブルックナー：交響曲第7番」他
関◯日本オーケストラ連盟

公益財団法人読売日本交響楽団（昭和37
年4月）101-0054東京都千代田区神田錦
町3-20-6Ｆ 電◯5283-5215 Ⓕ5222（練習所）
215-0034川崎市麻生区南黒川6-1 電◯044-
281-8433   名誉顧問高円宮妃久子殿下   
理事長福士千恵子   常任理事・事務局長
津村浩   常任理事石澤顕   常任指揮者セ
バスティアン・ヴァイグレ   首席客演指
揮 者 山 田 和 樹   指揮者／クリエイティ
ヴ・パートナー鈴木優人   桂冠指揮者
シルヴァン・カンブルラン   名誉指揮者
ユーリ・テミルカーノフ   名誉客演指揮
者尾高忠明   特別客演指揮者小林研一郎   
コンサートマスター小森谷巧   長原幸太   
特別客演コンサートマスター日下紗矢子
楽員数92名   平均年齢44歳
年間公演数111回
賞◯平20文化庁芸術祭賞優秀賞   平29サン
トリー音楽賞
関◯日本オーケストラ連盟

特定非営利活動法人琉球交響楽団（平成
13年3月）901-2114浦添市安波茶1-31-1伊
波ビル202 Ⓕ098-988-3927 電◯090-9783-
7645 ⓔryukyu.sym@gmail.com   理事長
安次嶺馨   音楽監督大友直人
楽員数37名
年間公演数約80回　定期2回

琉球フィルハーモニックオーケストラ一
般社団法人琉球フィルハーモニック （平
成21年10月）901-0156那覇市田原1-12-6 
電◯080-6497-8049 Ⓕ098-857-5695   代表理
事上原正弘   正指揮者松元宏康   指揮者
後藤正樹   ゲーム音楽ディレクター坂本
英城   客演ソロ・コンサートマスター高
橋和貴
年間自主公演（定期公演含む）3回   そ
の他依頼公演15回

ロイヤルチェンバーオーケストラ／ロイ
ヤルメトロポリタン管弦楽団（平成3年）
140-0014東京都品川区大井1-11-1-D4ヴィ
ガーK2内 電◯6303-8351 Ⓕ8352 ⓔinfo@
vigor-k2.com   事務局長永武賢二   名誉
指揮者堤俊作   音楽監督西本智実   コン
サートマスター東海千浪
楽員数50名
年間公演数定期演奏会特別演奏会9回他   
バレエ・ホールオープニング等約60回
著◯CD「モーツァルト交響曲第40番＆第
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41番」「モーツァルト交響曲第1番＆ベー
トーヴェン交響曲第3番」

吹奏楽団
オオサカ・シオン・ウインド・オーケス
トラ公益社団法人大阪市音楽団（大正12
年6月）559-0022大阪市住之江区緑木1-4-
138 電◯06-6684-2130 Ⓕ6686-3377   理事長
石井徹哉   理事池田勇人   長谷行康   音
楽監督宮川彬良   芸術顧問秋山和慶
楽員32名   平均年齢46歳   事務局10名
年間公演数約150回
賞◯3度の大阪文化祭賞   日本民間放送連
盟賞   日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門
賞   大阪芸術賞   なにわ大賞

NPO法人九州管楽合奏団（平成16年12
月）810-0023福岡市中央区警固2-2-23-503
㈲エムアンドエム内 電◯092-751-8257 Ⓕ
092-736-7081   代表理事水㟢徹
楽員数44名
定期演奏会年1回

シエナ・ウインド・オーケストラ（平成2
年7月）160-0022東京都新宿区新宿1-24-7-
420一般社団法人ジャパン・シンフォニッ
ク・ウインズ 電◯3357-4870 Ⓕ4880    代表
理事大津立史   首席指揮者佐渡裕   コン
ポーザーインレジデンス挾間美帆   事務
局長髙澤芳郎
楽員数29名
年間公演数約100回

東京佼成ウインドオーケストラ（昭和35
年5月）166-8537東京都杉並区和田2-11-1 
電◯5341-1155 Ⓕ1255   練習所168-0062東
京都杉並区方南2-29-25 電◯5341-1139 Ⓕ
1027   楽団長林總太郎   桂冠指揮者フレ
デリック・フェネル   正指揮者大井剛史   
特別客演指揮者トーマス・ザンデルリン
ク   首席客演指揮者飯森範親   ポップ
ス・ディレクター藤野浩一   コンサート
マスター田中靖人
楽団員数39名   平均年齢43歳
年間公演数50〜80回
賞◯第1回吹奏楽アカデミー賞   文化庁芸
術祭レコード部門優秀賞   第49回日本レ
コード大賞企画賞   第22回ゴールドディ
スク大賞クラシックアルバム・オブ・ザ・
イヤー   第51・53・54回レコード・アカ
デミー賞特別部門吹奏楽

一般社団法人東京吹奏楽団（昭和38年11
月）169-0073東京都新宿区百人町2-17-7グ
ローバル3F 電◯5937-5205 Ⓕ5206 ⓔinfo@
tousui.jp   理事長福田慎一   名誉指揮者
汐澤安彦   業務部長山本宣子   事務局長
倉田謙一
楽団員30名
年間公演数50〜100回
賞◯平5日本吹奏楽アカデミー賞

広島ウインドオーケストラ（平成5年4月）
731-0222広島市安佐北区可部東1-24-16-
5 電◯080-1647-5951 Ⓕ082-815-6818   音楽
監督下野竜也   代表荻原里香   首席コン

サートマスター翁優子
楽員44名   平均年齢42歳
年間公演数15回
賞◯第49回レコード・アカデミー賞特別部
門吹奏楽   平25日本管打・吹奏学会アカ
デミー賞   平26広島文化賞・広島市民賞

特定非営利活動法人フィルハーモニッ
ク・ウインズ大阪（オオサカン）（平成11
年4月）563-0103大阪府豊能郡豊能町東と
きわ台1-2-5ユーベルホール内 電◯072-741-
8235 Ⓕ8236 ⓔinfo@osakan.jp   理事長
兼正指揮者松尾共哲   音楽監督木村吉宏   
首席客演指揮者ヤン・ヴァンデルロース
ト   ミュージックアドバイザーオリタノ
ボッタ
楽員数42名
年間公演数40〜50回

室内楽団
ウェールズ弦楽四重奏団（平成18年）
150-0001東京都渋谷区神宮前5-53-67テレ
ビマンユニオン内 電◯6418-8617 Ⓕ6418-
8740   Vn﨑谷直人   三原久遠   Va横溝
耕一   Vc富岡廉太郎
賞◯平20ミュンヘン国際音コン3位   平22
青山音楽賞   平23バーゼルオーケストラ
協会エクゼコー賞   第7回大阪国際室内
楽コン3位

アンサンブル音楽三昧（昭和59年）160-
0023東京都新宿区西新宿7-18-16-504ビー
フラット・ミュージックプロデュース 電◯
6 9 0 8 - 8 9 7 7   Fl菊池奏絵   Vn川原千真   
Va田崎瑞博   Cb蓮池仁   Cemb加久間
朋子
賞◯第7回サライ大賞CD・DVD部門賞 著◯
CD「ラヴェル（2枚組）」「ドビュッシー」

「音楽三昧/バッハ（2枚）」「バッハ/ゴル
トベルク」

クァルテット・エクセルシオ（平成6年）連◯
297-0202千葉県長生郡長柄町味庄109-1 
電◯Ⓕ0475-36-3728   VnI西野ゆか   VnII
北見春菜   Va吉田有紀子   Vc大友肇 賞◯
平8大阪国際室内楽コン2位   平12パオ
ロ・ボルチアーニ国際弦楽四重奏コン２
位（１位なし）第19回新日鉄音楽賞フレッ
シュアーティスト賞   第16回ホテルオー
クラ音楽賞   関◯ミリオンコンサート協会

クトロ・ピアチェーリ（平成17年）VnⅠ
大谷康子   VnⅡ齋藤真知亜   Va百武由
紀   Vc苅田雅治（代表）
賞◯平22文化庁芸術祭賞大賞

古典四重奏団QUARTETTO CLASSICO
（昭和61）102-0094東京都千代田区紀尾井
町3-29-5002㈱アレグロミュージック気
付 電◯5216-7131  Ⓕ7130   VnI 川原千真   
VnⅡ 花崎淳生   Va 三輪真樹   Vc 田崎
瑞博 年間公演数10〜15回
賞◯村松賞   文化庁芸術祭大賞2回   文化
庁芸術祭賞   東燃ゼネラル音楽賞奨励
賞   ミュージックペンクラブ音楽賞   レ
コードアカデミー賞大賞 著◯CD「ベー

トーヴェン後期全集（全4枚）」「バッハ・
フーガの技法」「シューベルト・死と乙
女」「モーツァルト・ハイドンセット（全
6曲3枚組）」「バルトーク全曲（2枚＋解
説CD）」「ショスタコーヴィチ全集（5枚
組）」

澤クヮルテット（平成2年11月）連◯アス
ペン   代表VnI澤和樹   VnⅡ大関博明   
Va市坪俊彦   Vc林俊昭
2019年公演数一般向け5回／集客数1400
名
2020年結成30周年を迎え，ベートーヴェ
ン弦楽四重奏曲全曲演奏会を催す。
著◯CD「シューベルト／ロザムンデ，死
と乙女」

ストリング・クヮルテットARCO（平成
8年5月）107-0052東京都港区赤坂1-14-5-
S201㈱AMATI気付 電◯3560-3007 Ⓕ3008   
VnI 伊藤亮太郎   VnⅡ 双紙正哉   Va 
柳瀬省太   Vc 古川展生 賞◯99年第３回大
阪国際室内楽コン弦楽四重奏部門第3位
入賞（日本人として最高位）

東京ベートーヴェンカルテット（昭和46，
旧奈切弦楽四重奏団）167-0051東京都杉
並区荻窪4-17-3奈切方 電◯3392-1250  Ⓕ
9818   代表Vc奈切敏郎   VnI塗矢真弥   
VnⅡ水村浩司   Va中川裕美子   
年間公演数約50回   
後援会員（響の会）50名
関◯ユー・アーツ音楽事務所

トルヴェール・クヮルテット（サクソフォ
ン四重奏）（昭和62年5月）162-0802東京都
新宿区改代町35コンサートイマジン気
付 電◯03-3235-7772   S. Sax 須川展也   A. 
Sax 彦坂眞一郎   T. Sax 神保佳祐   B. 
Sax 田中靖人   

ボアヴェール・トリオ（平成4年）連◯ムジ
カキアラ   代表P東誠三   Vn 三浦章広   
Vc藤森亮一

モルゴーア・クァルテット（平成4年）105-
0001東京都港区虎ノ門1-21-10-702ミリオ
ンコンサート協会内 電◯3501-5638   VnⅠ
荒井英治   VnⅡ戸澤哲夫   Va 小野富士   
Vc 藤森亮一
定期演奏会年2回   2020年までに49回
賞◯平10村松賞   平22アリオン賞　平28佐
川吉男音楽賞奨励賞   平29JXTG音楽賞
洋楽部門本賞

その他の合奏団
アール・レスピランArt Respirant（昭
60年）183-0001府中市浅間町2-8-2安良岡
章夫方 電◯042-369-7022 Ⓕ7012 連◯ミリオ
ンコンサート協会 電◯3501-5638   代表安
良岡章夫（作曲）企画プロデューサー田
中隆英（F1）メンバー（同人）計14名
年間公演数約3回
賞◯平6第12回中島健蔵音楽賞

アンサンブル of トウキョウ（昭和61年）



演奏団体名簿

224-0025横浜市都筑区早渕3-13-25 Ⓕ045-
595-0224 連◯事務局 電◯03-3426-2010   代表
Ob青山聖樹   アドバイザー金昌国   Vn
小林美恵   大林修子   玉井菜採   吉村知
子   吉原葉子   佐原敦子   山田麻実   戸
原直   Va大野かおる   岡さおり   Vc河
野文昭   羽川真介   Cb.渡邉玲雄   Fl村
上成美   Fgフランク・フォルスト   P梅
村祐子   Cemb大村千秋   計20名
年間公演数約10回
賞◯平16日本管打楽アカデミー賞（特別部
門）平22日本音楽コン委員会特別賞
関◯㈲オフィスジュピター

アンサンブルコルディエ（昭38年7月，旧
東京ゾリステン）101-0032東京都千代田
区岩本町2-10-5-202 電◯Ⓕ3851-7150   代表
波多野せい   副代表長谷部雅子   野口
千代光   名誉音楽監督小林道夫   音楽
監督大塚直哉   Vn4   Va2   Vc2   Cb1   
Cemb1（10名）
定期演奏会年2回他

アンサンブル・ノマド（平成9年）181-0001
三鷹市井の頭1-1-5佐藤方 電◯0422-48-0540   
音楽監督G佐藤紀雄   Fl木ノ脇道元   Cl
菊地秀夫   Vn野口千代光   花田和加子   
Va甲斐史子   Vc菊地知也   Cb佐藤洋
嗣   P稲垣聡   中川賢一   打楽器宮本典
子   加藤訓子
年間公演数5〜10回
賞◯佐治敬三賞   ウィーン・フィル＆サン
トリー音楽復興祈念賞

一般社団法人アンサンブル室町（平
成19年）155-0033東京都世田谷区代田
3-55-2 電◯3795-8596 Ⓕ8107 e◯office@
ensemblemuromachi.or.jp   代表ローラ
ン・テシュネ
メンバー数60名
年間公演数2回
賞◯第13回佐治敬三賞

いずみシンフォニエッタ大阪（平成12年
7月）540-0001大阪市中央区城見1-4-70（一
財）住友生命福祉文化財団住友生命い
ずみホール事業局内 電◯06-6944-1130 Ⓕ
1190   音楽監督西村朗   プログラム・ア
ドバイザー川島素晴   常任指揮者飯森範
親   ソロ・コンサートマスター小栗まち
絵   Vn9   Va3   Vc2   Cb1   Fl1   Ob1   
Cl1   Fg1   Hrn2   Trp1   Trb1   Per2   
P1   Hrp1
定期演奏会年2回
賞◯平成13年度大阪舞台芸術賞
著◯CD「西村朗：室内交響曲集〈メタモ
ルフォーシス〉」他

オーケストラ・リベラ・クラシカ（平成13
年6月）330-0856さいたま市大宮区三橋
2-583-8 電◯048-877-8190 Ⓕ048-610-8172   
音楽監督鈴木秀美   コンサートマスター
若松夏美   弦33名   管20名   打2名   鍵
盤1名
関◯アルテ・デラルコ

岡田知之打楽器合奏団・岡田知之パー
カッションアンサンブル（昭和50年9月）

156-0051東京都世田谷区宮坂3-21-12岡田
音楽事務所内 電◯3425-7243 Ⓕ7192   代表
岡田英彦   主任鈴木和德
団員数20名（準団員，契約団員を含む）
賞◯昭54文化庁芸術祭優秀賞   平3第15回
音楽之友社賞

紀尾井ホール室内管弦楽団（平成7年4月）
102-0094東京都千代田区紀尾井町6-5 電◯
5276-4500 Ⓕ4527   常務理事内田勇人   
桂冠名誉指揮者尾高忠明   首席指揮者ラ
イナー・ホーネック
基本編成8型2管
楽員数約60名
定期演奏会年5回10公演
会員数約1,000名

宮内庁式部職楽部（明治7年12月）100-
8111東京都千代田区千代田1-1皇居内 電◯
3213-1111（大代）Ⓕ3212-7700   首席楽長
多忠輝   指揮者北原幸男   ピアノ教授稗
方瑞子

神戸市室内管弦楽団（昭和56年4月）650-
0016神戸市中央区橘通3-4-3（公財）神戸
市民文化振興財団内 電◯078-361-7241 Ⓕ
7182   Vn10   Va3   Vc3   Cb1   Hr2   
Ob2   計21名
年間公演数約60回

古楽アンサンブル コントラポント（平成
17年）153-0065東京都目黒区中町2-37-24
花井哲郎方 連◯㈱フォンス・フローリス事
務局 電◯Ⓕ6908-2458   音楽監督花井哲郎
メンバー16名
年間公演数3回

古典音楽協会（昭和28年4月）252-0321相
模原市南区相模台6-12-1-101 電◯Ⓕ042-
814-1739   代表VnⅠ角道徹   Vn7   Va2   
Vc2   Cb1   Cemb1   Rec1   Ob1   計15
名
定期演奏会2回
会員数200人
関◯コンサートプロジェクト北星

シンフォニア・コレギウムOSAKA（昭和
51年，旧アンサンブル・シュッツ）540-
0021大阪市中央区大手通1-1-13GIパール
ビル202 電◯06-6926-4755 Ⓕ4756 主◯常任
指揮者当間修一   ゼネラルマネージャー
沖田明子   コンサートミストレス森田玲
子
楽員数26名   平均年齢35歳
年間公演数約16回
賞◯平23大阪文化祭賞グランプリ
関◯一般社団法人大阪コレギウム・ムジクム

シンフォニエッタ 静岡（平成17年1月）
425-0086焼津市小土226-13 電◯054-204-
7778 Ⓕ7773   楽団長植田明美   芸術監
督中原朋哉   首席コンサートマスター松
本亜土   名誉応援団長有馬朗人
楽員数47名   平均年齢43歳   
年間公演数14回

㈱東京ヴィヴァルディ合奏団（昭和36年
3月）107-0052東京都港区赤坂7-11-12パー

クルージュ赤坂檜町1203 電◯6277-8450 Ⓕ
8470 ⓔoffice@vivaldi.jp   音楽監督Vc渡
部宏   編成は室内楽からオーケストラ
主催・依頼・合唱共演・学校音楽教育な
どの演奏会
著◯CD「四季」「弦楽のためのアダージョ」

「お気に入り」「鳥の歌」「愛の言葉」「黒
鳥の歌」
関◯日本ヴィヴァルディ協会   東京ヴィ
ヴァルディ合奏団会員組織（TVE会員）

「特別・法人賛助・個人賛助・定期・ファ
ンクラブ」

東京クライス・アンサンブル（平成19年
9月）連◯ソナーレ・アートオフィス   代
表va菅沼準二   vn漆原朝子   景山誠治   
景山裕子　玉井菜採　永峰高志　va市
坪俊彦　佐々木亮　vc河野文昭　花崎
薫　山本裕康　cb西山真二　ob荒木奏
美　cl三界秀実　fg吉田將　hr西條貴人　
pf上田晴子　野田清隆
年間公演数2回（春・秋）

一般社団法人東京シンフォニエッタ（平
成6年11月）124-0001東京都葛飾区小管
1-12-19 連◯東京コンサーツ 電◯3200-9755 
Ⓕ9882   代表・音楽監督板倉康明   副代
表斎藤和志   相談役木村茉莉   百武由紀   
松倉利之   事務局長多田逸左久
楽員数33名
2回の定期演奏会，また隔年の海外公演
を含め6回程度
賞◯第10回佐治敬三賞   第84回日本音コン
委員会特別賞

認定NPO法人音楽への道CEM・長岡京
室内アンサンブル（平成9年3月）600-8023
京都市下京区富永町358ライオンズマン
ション京都河原町114 電◯Ⓕ075-351-5004   
ⓔoffice@musiccem.org 音楽監督森悠子
ほか
賞◯平12音楽クリティッククラブ賞   平13
エクソンモービル音楽賞・洋楽部門奨励
賞   平15ＡＢＣ音楽賞   藤堂顕一郎音楽
褒賞   平16長岡京市文化功労賞 関◯ヒラ
サ・オフィス   エラート音楽事務所   

特定非営利活動法人日本音楽集団（昭和
39年）151-0073東京都渋谷区笹塚3-17-1   
-BF 電◯3378-4741㈹ Ⓕ3376-2033   代表尾
﨑太一   笛   笙   ひちりき   尺八   胡弓   
三味線   琵琶   箏   打楽器   指揮   作曲   
文芸   70数名

特定非営利活動法人日本室内楽アカデ
ミー（昭和60年9月）464-0016名古屋市千
種区希望ヶ丘1-6-27 電◯052-762-0666 Ⓕ
764-0666 連◯168-0065東京都杉並区浜田
山4-31-19 電◯3315-6667   理事長佐々木伃
利子   理事安田武沖   岡本澄代   他11
名   アドバイザー大崎滋生   P17   vn12   
va3   vc7   f l 6   ob4   c l 2   G2   hrn2   
fg2   cb3   hrp1（61名）
年間公演数12回
平16名古屋演奏家育成塾実行委員会（名
古屋市と共催）
賞◯平5度愛知県芸術文化選奨文化賞



演奏団体名簿

バッハ・コレギウム・ジャパン（平成2年4
月）151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-
7-402 電◯3226-5333 Ⓕ5362-5445   音楽監
督鈴木雅明   首席指揮者鈴木優人   事務
局長大冨恭子   コンサートマスター寺神
戸亮   若松夏美   高田あずみ   山口幸恵
団員数60名（オーケストラ約36名   合唱
約24名）
年間公演数約40回

水戸室内管弦楽団（平成2年4月）310-0063
水戸市五軒町1-6-8水戸芸術館内   電◯029-
227-8118 Ⓕ8130   総監督小澤征爾   創
立名誉総監督吉田秀和   名誉顧問小口達
夫   楽団長堀伝

一般社団法人横浜シンフォニエッタ（平
成10年）151-0063東京都渋谷区富ヶ谷
1-36-6斉藤ビル1F 電◯050-3136-7475 Ⓕ
4578-1693   代表理事・ゼネラルマネー
ジャー碓井俊樹   音楽監督山田和樹
楽員数51名 賞◯平25横浜文化賞文化・芸
術奨励賞 関◯包括事業提携㈱テンポプリ
モ

オペラ
大分二期会（平成22年12月）電◯080-2736-
5108　理事長阿部容子　副理事長行天祥
晃　理事5名
会員33名　準会員39名
年間公演数1回

オペラ季節館（平成3年）194-0211町田市
相原町370-7 電◯042-774-1483 Ⓕ1482（スタ
ジオ・プローベ併設）代表伊勢谷宣仁   オ
ペラショウの確立を目指し，『奇跡の人』

『オズの魔法使い』『かるてっと♪』『シン
デレラ物語』『歌の華祭』等を全国で公演。
平20ブラジル公演　平29新作「観音抄」
初演。熱海市等，自治体の活性化事業等
を企画・制作。（一社）東京芸術院を併設
年間公演数約15回
会員90名（歌手，舞踊，器楽）

オペラシアター   こんにゃく座（昭和46
年4月）214-0021川崎市多摩区宿河原7-14-
1 電◯044-930-1720 Ⓕ1721   代表・音楽監
督・座付作曲家萩京子 賞◯文化庁芸術祭賞   
三菱信託音楽賞   平12東京都優秀児童演
劇選定   平20児童福祉文化賞
歌役者40名   制作7名   年間公演数約200
ステージ。

鹿児島オペラ協会（昭和46年8月）892-
0877鹿児島市吉野1-29-6 電◯Ⓕ099-243-
8522   会長高風勝治   事務局長池水成孝   
会員67名   研究生13名

特定非営利活動法人関西芸術振興会・
関西歌劇団（昭和24年4月）534-0025大
阪市都島区片町2-4-14TAKUTOビル7
階 電◯06-4801-8185 Ⓕ8186   理事長湯浅
契   理事24名   監事野村政市   Sop.121   
Mez.26   Ten.11   Br.19   スタッフ1   計
178名
年間オペラ公演数3回　演奏会5回

関西音楽新聞（Classic Note）月1回発行

公益社団法人関西二期会（昭和39年1月）
540-0026大阪市中央区内本町2-3-11-601 
電◯06-6360-4649 Ⓕ4652   理事長米田哲二   
副理事長斉藤言子   小餅谷哲男   事務
局長堀田栄作   理事16名   顧問上野昌也   
山岸久朗   山本多通男   監事薩摩和男   
Sop.364   Ms.Alt.75   Ten.52   Br.Bs.45   
計536名   本科10   予科7   会友19
年間オペラ公演4回   演奏会6回

堺シティオペラ一般社団法人（昭和53年）
591-8037堺市北区百舌鳥赤畑町4-256 電◯
072-254-1151 Ⓕ1171 会長葛村和正   理
事長坂口茉里   事務局長宮崎優也
年間公演数オペラ7回　コンサート30回
賞◯平24三菱UFJ信託音楽賞奨励賞   平27
音楽クリティッククラブ賞   佐川吉男音
楽賞　平28大阪文化祭賞奨励賞

四国二期会（昭和58年4月）761-0104高松
市高松町387-3 電◯Ⓕ087-814-4565   理事
長若井健司   副理事長4名   理事4名   事
務局長辻田志都香   Sop.31   Ms-Alt.4   
Ten.2   Br-Bs5   計42名   準会員Sop.34   
Ms.Alt.7   Ten.3   Br-Bs7   計51名
年間公演数5回
賞◯平8香川県文化功労賞   平16香川県知
事表彰   平17ブルーポラリス特別賞   平
25佐川吉男音楽賞奨励賞

中国二期会（昭和48年7月）700-0031岡山
市北区富町1-4-29 電◯080-6308-7532 Ⓕ086-
252-2391   理事長松本敏雄   副理事長土
井範江   事務局平松純子   理事7名   会
員20名   準会員9名
年間公演数2回
研究会・講習会2回

特定非営利活動法人東京オペラ・プロ
デュース（昭和50年4月）114-0001東京都
北区東十条3-9-13-302 電◯Ⓕ6321-9189  理
事長松尾史子   副理事長飯坂純   企画制
作担当白井和之   笠井仁   小野さおり   
他演奏家を含み会員192名
年間公演数2回
賞◯平7ジローオペラ賞特別賞   平20＆29
三菱UFJ信託音楽賞奨励賞

一般社団法人東京室内歌劇場（昭和44年
9月）103-0026東京都中央区日本橋兜町
17-1日本橋ロイヤルプラザ820 電◯5642-
2267 Ⓕ2268   運営委員長松井康司   副
運営委員長杉野正隆   太刀川悦代   前澤
悦子   事務局長桝本晃宜

「室内歌劇」を通じ，今日における劇場
音楽芸術の可能性を追求し，以って我が
国のオペラ振興に寄与する。
年間公演数オペラ1〜2回
コンサート活動月に2〜3回
会員287名（声楽255   器楽29   指揮・文
芸・演出3）

公益財団法人東京二期会（昭和52年6月）
151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷1-25-12 
電◯3796-1818 Ⓕ4710   理事長清水雅彦   
常務理事黒田博   山口毅   理事岩沙弘道   

大野徹也   加賀清孝   國部毅   柴田拓美   
田中英成   谷口久美   服部悦子   牧川修   
宮内義彦   三輪芳弘   安井義博   山田貞
夫   和崎信哉   監事高嶋誠   山下眞一郎   
オペラ公演，演奏会等の開催とオペラ歌
手の育成。Sop.1,828   Ms.403   Ten.227   
Br.289   計2,747名

一般社団法人名古屋二期会（昭和45年
4月）467-0842名古屋市瑞穂区妙音通
4-40TS新瑞ビル2F 電◯052-380-5416 Ⓕ
1982   理事長奥村晃平   事務局長小泉孝   
会員78名   準会員87名
年間公演数10回
賞◯昭51名古屋市芸術奨励賞   平3愛知県
芸術文化選奨文化賞   平5第1回三菱信託
音楽賞   平18第4回佐川吉男音楽賞   平
27パチンコ大衆賞文化賞

西日本オペラ協会「コンセル・ピエール」
（昭和37年4月）818-0118太宰府市石坂2-8-
21 電◯070-5272-2409 Ⓕ092-555-5952   会
長前田美澄   顧問宮崎憲子   理事長久世
安俊   理事辺春容子   林麻耶   上田浩平   
大宝祐子   江越正嘉   永渕くにか
会員24名   賛助会員5名   会友30名
年間公演数主催2回   依頼2回
賞◯昭57福岡市文化賞   昭63福岡県教育文
化功労賞   平20地域文化功労者文部科学
大臣表彰

日本オペラ協会（昭和33年）150-0001東京
都渋谷区神宮前4-3-15-317（公財）日本オ
ペラ振興会内 電◯6721-0995 Ⓕ0997   総監
督郡愛子
正会員170名   準会員105名

藤原歌劇団（昭和9年）150-0001東京都渋
谷区神宮前4-3-15-317   （公財）日本オペ
ラ振興会内 電◯6721-0995 Ⓕ0997   総監督
折江忠道
正団員460名   準団員530名

一般社団法人北海道二期会（昭和39年5
月）060-0042札幌市中央区大通西14丁目
みふじビル 電◯Ⓕ011-737-9949   理事長三
部安紀子   副理事長越野陽子   相澤清   
専務理事・事務局長笹岡憲泰   常任理事
相川智子   東園己   延与幸恵   千田三千
世   会員数83人（正会員56人   準会員12
人   休会15人）
年間オペラ公演1回   演奏会2〜3回
賞◯昭49北海道芸術新賞   昭50札幌市民芸
術祭奨励賞   昭53札幌市民芸術祭賞   令
2札幌芸術賞

合唱団
アミーチ・デッラ・リリカ（平成7年3
月）167-0051東京都杉並区荻窪1-3-17-101 
電◯5938-7141 Ⓕ3393-7141   事務局長西松
朝男   Sop.6   Ms.2   Alt.1   Ten.2   Br.1   
Pほか18   計30名
年間公演数3回

ヴォーカル・アンサンブル カペラ（平成
9年）153-0065東京都目黒区中町2-37-24花



演奏団体名簿

井哲郎方 連◯㈱フォンス・フローリス事務
局 電◯Ⓕ6908-2458   音楽監督花井哲郎
メンバー8名
年間公演数5回

ヴォーカルアンサンブル津山（平成8年8
月）708-0022津山市山下68津山文化セン
ター内（公財）津山文化振興財団 電◯0868-
24-0201 Ⓕ1199 ⓔt-arts@tvt.ne.jp   正
指揮者八尋和美   専任指揮者揃敏幸   
Sop.5   Alt.4   Ten.5   Bs.6   計20名

大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団
（昭和52年）540-0021大阪市中央区大手通
1-1-13GIパールビル202 電◯06-6926-4755 
Ⓕ4756 主◯常任指揮者当間修一   コーア
マスター横畑真季
楽員数30名
年間公演数約18回
賞◯平8大阪文化祭奨励賞   平10文化庁芸
術祭優秀賞   平14ABC音楽賞「クリス
タル賞」   平23大阪文化祭賞グランプリ
関◯一般社団法人大阪コレギウム・ムジク
ム

神戸市混声合唱団（平成元年9月）650-
0016神戸市中央区橘通3-4-3（公財）神戸
市民文化振興財団内 電◯078-361-7241 Ⓕ
7182   Sop.11   Alt.8   Ten.8   Bs.8   P8   
計43名
年間公演数約90回

ザ・カレッジ・オペラハウス合唱団（平成
5年9月）561-8555豊中市庄内幸町1-1-8 電◯
06-6336-2001 Ⓕ6331-4300   理事長中村
孝義   Sop.12   Alt.5   Ten.7   Bs.4   計
28名

室内合唱団日唱一般社団法人日本合唱
協会（昭和38年4月）272-0033市川市市川
南3-12-A403 連◯254-0075平塚市中原2-23-
10日唱連絡センター 電◯080-7050-9410 Ⓕ
0463-33-1465   代表・常任指揮者山﨑滋   
音楽顧問海老澤敏   客演指揮者秋山和慶　
事務局長宍倉淑子　連絡センター磯部信
之   Sop.5   Alt.5   Ten.5   Bs.4   Pf.7
年間公演数10回

テレマン室内合唱団日本テレマン協会
（昭和44年12月）530-0002大阪市北区曾
根崎新地2-1-17 電◯06-6345-1046 Ⓕ1045

（練習所）662-0052西宮市霞町5-40夙川カ
トリック教会内 電◯0798-23-2229   指揮
延原武春   チーフマネージャー今井良   
Sop.20   Alt.12   Ten.10   Bs.10   計52名

東京荒川少年少女合唱隊（昭和40年11月）
116-0001東京都荒川区町屋7-5-16-501大
村方 電◯Ⓕ3819-0847   代表大村光彦   常
任指揮者米谷毅彦   指導米谷朋子
年間公演数2回
会員数36名

㈱東京合唱協会（昭和59年）178-0063東
京都練馬区東大泉3-22-15シンフォニー・
プラザ2F 電◯5933-3288 Ⓕ5995-6799   
e◯info@tokyo-gk.jp   芸術監督・常任指揮
者内藤彰   指揮者内藤裕史   コンサート

マスター星野淳   Sop.10   Alt.11   Ten.6   
Bs.5   P3   計37名
年間公演数40回

東京混声合唱団（昭和31年3月）169-0051
東京都新宿区西早稲田2-3-18 電◯3200-
9755 Ⓕ9882   理事長山田和樹   事務局
長村上満志   音楽監督山田和樹   桂冠指
揮 者 田 中 信 昭   常任指揮者キハラ良尚   
正指揮者松原千振   正指揮者大谷研二   
首席客演指揮者W・マウラー   コンダク
ター・イン・レジデンス水戸博之   指揮者
髙谷光信   指揮者山田茂   Sop8   Alt7   
Ten6   Bs6   計27名
年間公演数180回
賞◯第38回サントリー音楽賞   第25回中島
健蔵音楽賞

東京少年少女合唱隊（ＬＳＯＴ）（昭和26
年6月）169-0073東京都新宿区百人町1-15-
28 電◯3361-0381 Ⓕ0610   代表・常任指揮
者・芸術監督長谷川久恵   桂冠指揮者長
谷川冴子   事務局長水澤君江   指導者花
澤利枝子   Sop.30   Alt.20   Ten.5   Bs.5   
計60名
年間公演数約25回

びわ湖ホール声楽アンサンブル（平成10
年3月）520-0806大津市打出浜15-1滋賀県
立芸術劇場びわ湖ホール内 電◯077-523-
7152 Ⓕ7147   館長山中隆   監修沼尻竜
典   名誉指揮者田中信昭   桂冠指揮者本
山秀毅   指揮者大川修司   Sop.4   Alt.4   
Ten.4   Bas.4   計16名
年間公演数80回
関◯びわ湖ホール専属


