
 

令和２年度 第２回名古屋昭和交響楽団団員総会 

 

名古屋市音楽プラザ大リハーサル室 

2021年 3月 21日 17:10～18:15 

 

次 第 

１ 開会のことば  

名古屋昭和交響楽団 インスペクター 小野寺 真理 

 

２ 団長あいさつ  

名古屋昭和交響楽団 団長  加藤 裕文 

 

３ 議長選出 

 

４ 議事 

(1) 令和２年度実施報告について・・・・・・・・・・（別紙１）          

(2) 第２回定期演奏会開催報告について・・・・・・・（別紙２-１）          

   演奏会反省アンケートについて・・・・・・・・・（別紙２-２）          

(3) 令和２年度一般会計会計報告について・・・・・・（別紙３）          

(4) 運営スタッフ改選について・・・・・・・・・・・（別紙４）        

(5) 団規約改定について・・・・・・・・・・・・・・（別紙５） 

(6) 令和３年度予算案について・・・・・・・・・・・（別紙６）          

(7) 令和３年度活動予定について・・・・・・・・・・（別紙７）          

(8) 外部トレーナーの依頼について・・・・・・・・・（別紙８）          

(8) 総会アンケートについて・・・・・・・・・・・・（別紙９）          

 

５ 議長解任 

 

 

６ 閉会のことば 

 

 

７ 報告・連絡・事項 

⑴ パートリーダーの選任について・・・・・・・・・・・・・・・・・・（別紙１０）          

⑵ 練習日程について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（別紙１１）         

⑶ 団費・参加費の徴収について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（別紙１２） 
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令和２年度 名古屋昭和交響楽団活動報告書 

 
名古屋昭和交響楽団   

団長 加藤 裕文   

 

名古屋昭和交響楽団令和２年度の活動報告について、下記のとおり報告します。 

 

１ 事業報告 

 

― ぶんしんパートナーシップ公演事業 ― 

（１）名古屋昭和交響楽団第 2回定期演奏会 

日  時 令和 3年 1月 31日（日） 

午後 3時 15分開場 午後 4時開演、午後 6時 00分頃終演 

会  場 名古屋市昭和文化小劇場 ホール 

演  目 セビリアの理髪師序曲（ロッシーニ） 

カルメン第 1 組曲・第 2 組曲（ビゼー） 

交響曲第 5 番（チャイコフスキー） 

客演指揮 水戸 博之 

来場者数 90名 

※新型コロナウイルス感染対策として客席数を 1/2にして開催 

    ※ライブ配信を実施 視聴者数：3,000pv 

 

― 出張演奏事業 ― 

（２）ナゴヤ大文化交流まつり 

日  時 令和 2年 11月 15日（日） 

午後 2時開演（出演時刻は午後 6時 45分） 

会  場 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール 

出 演 者  弦楽合奏+管合奏(計：55名) 

 

 

― 演奏会に向けたリハーサル ― 

  全体合奏：２２回 

  分奏：５回 
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第２回定期演奏会 開催報告 
 

１ 事業報告 

（１）第２回定期演奏会 

●日  時 令和２年１月３１日（日） 

●午後３時１５分開場 午後４時開演、午後６時１５分頃終演 

●会  場 名古屋市昭和文化小劇場 ホール 

●プログラム 

チャイコフスキー : 交響曲第 5 番ホ短調作品 64 

ビゼー : 「カルメン」第 1 組曲・第 2 組曲より抜粋 

ロッシーニ : 歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲 

●来場者数 ９０名 

⇒鑑賞機会の提供を目指して YOUTUBE ライブ配信を実施 

 最大同時視聴者数：２３０名程度 合計視聴者数：２，３００回 

    （※前回比/最大視聴者数：170 名程度 合計視聴者数：1,700 回） 

 

 

（２）上記目的達成のための練習の実施 

    水戸先生によるリハーサル： 6 回(前日リハ含む) 

    平光先生合奏参加指導：  １０回(前日リハ含む)  

    岡田先生によるリハーサル：１７回 

    嶋崎先生によるリハーサル： １回 
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1 良かった

2 とても楽しかった

3 大いに盛り上がったと思います。

4 第１回より良かったと思う。

5 とても楽しかったです。

6

コロナ禍にもかかわらず多くの方に来ていただけてよかったです。配信をやっていただいたのもよかったです。指揮
台に付いているカメラアングルがプロオケっぽくて良いなと思いました。
演奏は前回よりもさらにひとつの音楽になっていたと思います。
皆がより自信をもって演奏会していたように感じました。
また、ステマネさんいたのは安心でした。アマオケには贅沢？でありがたかったです。

7 概ね良好

8
皆さん、慎重さと大胆さが丁度よく発揮された演奏が出来たと思います。特にチャイ5は本番独特の緊張感があふ
れた力強い演奏だったと思えます。

9
毎週練習があり、最初はきつい感じでしたが、慣れてくるとそれが普通となり、結果として、開始が遅れた分を取り
戻すことができ、本番の成功に結びついたと思います。
コロナの苦境の中でしたが、よくぞやり通せたと思います。

10
とても楽しかったです。やはり観客がいると良い意味での緊張感が生まれたので、たとえ規模が小さくなっても観客
を入れたほうがいいと思いました。
また、いろんな先生方から好評をいただき、このオケに入ることができてよかったと改めて感じました。

11
練習は大変でしたが、本番楽しむことができ、聴いてくださった方々からお褒めの言葉も頂けたので良かったです。
運営の皆さん、とても大変だったと思いますが、無事に成功させることができ感謝しております。ありがとうございま
した。

12 水戸先生中心に一丸となれたのがとても良かったと思います。

13 曲目も好評で、演奏を聞いた人からも高評価でした。

14 水戸先生中心に一丸となれたのがとても良かったと思います。

15
まず、このコロナ禍で演奏会を開催できたことに感謝です。そして演奏も直前まで不安でしたが本番はもっとも良い
演奏でしたよね、ほんとに楽しかったです！アンコールの弦のみのアンサンブルも、ホールに響いて神聖な感じがし
て、こういうのもまたやりたいなと感じました。

16
最後の最後にトラさんにバタバタして自分の演奏にも響いてしまったけど、パートの皆さんが楽しくできたと言ってく
れてたので、自分的には満足な演奏はできなかったけど、演奏会自体は満足です。
どんな状況でもちゃんと自分の演奏できるような技術力をつけないとな、と反省しました。

17
演奏はギリギリ通った感じ
あんなアンコールは2度とやりたくない

18

（本番だけでなく練習期間を含めての質問で良いでしょうか？）
・在宅勤務で人と会うことが減る中、オケの練習で人と繋がることのありがたみ、喜びを感じることができた。コロナ
で色々と制限される中、練習および本番ができたことは、運営の方々＆指導いただいている先生方のお陰だと大変
感謝しています。
・11月の市民会館での依頼演奏への参加によってパートの雰囲気もまとまってきたような気がします（いちパート員
としての意見ですが）。

第2回演奏会　反省アンケート

Q.演奏会を振り返ってどうでしたか？
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19 コロナ禍でどうなることかと思いましたが、無事に開催できてよかったです。

20 YouTubeのライブ配信のおかげで、多くの人に観て頂くことができて良かったです。

21 いろいろ大変でしたが、演奏する機会に感謝します。

22 コロナ禍の大変な時期でしたが無事に演奏会ができて、お客様をはじめ関係者全員に感謝です。

1
駐車場整理をしていましたが、団員、エキストラ含めて車で来て頂く方を限定しておいた方が良いのではと思いまし
た。

2

分からない点は事前に確認できたので、困ったことは特にありませんでした。
ただ、ひとつ気になったことは、費用の立て替えが現金以外でも良いのかというところです。今回は現金の方がいい
だろうと担当者内で話し合い、降り番の間に買いにいきましたが、立て替えが現金以外で可能ならデリバリーも利
用できますし、買い出しの際の交通費の負担もなくなるかなと思います。

3 朝早くいかれた方、大変だったと思います。
4 任命、ありがとうございます。
5 特にありません。

6
・今回、スタッフさん用の注意事項をまとめたものを作成したので、次回以降、追記や修正を加えて、当日の円滑な
会場運営の材料になればいいなと思います。Excelで作成したので、データ共有いたします。
・スタッフさん用のパス（お客さんからこの人がスタッフだとわかるもの）を準備しておけばよかった。

Q.演奏会を振り返ってどうでしたか？

Q.【演奏会当日役割があった方にお聞きします】当日の役割で改善点などあれば教えてください
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1 常にプロの指導を受けることが出来、回数も多く、練習が充実していた

2
良　力強く引くことができた
悪　普段は弾けているのに本番では弾けないところがあり残点だった

3 私のソロがしょぼくて申し訳ありませんでした。

4 コロナ自粛期間なので何とかなりましたが、定期演奏会で文化小劇場は限界では？

5

｢良かった点｣
・終盤に練習回数も本指揮者の練習も多かったのが、安心できました。
・毎回音源と動画を貰えたのも、客観的に自分の演奏が見られてありがたかったです。
・指揮者さん。水戸先生のおかげで皆が楽しく本番を迎えられたと思います。
｢悪かった点｣
終演後の片付け(楽屋・受付)について。
分担を覚えている方数名だけが終演後の片付けをしていました。
また、現状復帰をする時に、何をどうすればいいのか手探りだったので、パート内で相談して作業する人をあらかじ
め決めて、各所を統括する方が最終チェックをするなど決まっていたらいいなと思いました。
当日の集合時間について。
あの人数を時間通りに全員集めるのは大変だと思いますが、9:30集合というのに許容範囲というのはあったので
しょうか。
また、舞台の台組以外の設営や受付準備の担当もある程度決まっていたらより動きやすかったかなと思います。

6 最後まで集中力が切れなかったこと。

7
・仕方ないことだと思いますが、団員間のコミュニケーション不足を感じることが全体的にありました。
・自分の技量不足のため、自分の音を出すのに精一杯で、周りの音を聴きながら、という、アンサンブルやオーケス
トラの基本までまだ到達できていないため、今後の課題として取り組みたい。

8 先生方のご都合の関係もあるとは思いますが、直前で練習日が増えたことが少ししんどかったです。

9 水戸先生の指揮がとても良かったです！

10

・パート割が確定したのがギリギリだったので、全体に迷惑をかけてしまったなと思います。新しいメンバーばかりの
パートなので、今後はもう少しパート内のコミュニケーションをとっていきたい。
・団として求める出席率に満たない場合の演奏会出演の取扱いについても、事前にパートリーダーから運営に提案
するなどできたらよかったとも思う。
（出席率に満たないが出演はOKか、とか、トラ対応ならば費用的な問題もあるのでどうするかなど、運営に判断を
委ねる点など事前にできることはあったと思うので）
・自由音出し時間などを使って、今後はパート練習時間などをもてると、パートの技術アップにもつながるのかな…
とも思っています。

11 水戸先生の指揮がとても良かったです！

12
演奏会が近づくにつれ、練習が毎週になったり時間が長くなったりして、あまり参加できずご迷惑おかけしました。で
も録画を配信してくださったのでありがたかったです。

13
進行はスムーズに流れてたので良かったと思います。
あのホールで演奏するには人が多すぎる。更衣室狭すぎる。

14 曲の構成がとても良かったです。悪かった点は思い当たりません。

15 私のソロがショボくてすいませんでした。

16
ライブ配信を視聴した友人たちから（演奏も良かったけど）カメラワークと水戸先生のスピーチが良かった！という感
想をいただきました、笑。

Q.良かった点・悪かった点があれば教えてください
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令和2年4月1日～令和3年2月28日

収入

項目 内容 金額 備考

団費 月額2,500円 1,220,000 計75名

出演料 ナゴヤ大文化まつり 44,895 11/15

返戻金 練習施設利用 67,950 感染症予防による利用中止

繰越金 177,076 令和元年度から

収入計 1,509,921

支出

項目 内容 金額 備考

練習施設利用 132,876 通常練習（名古屋市音楽プラザ）

練習施設利用 218,330 指揮者練習（東海市芸術劇場等）

練習施設利用 44,620 強化練習（名古屋市芸術創造センター等）

練習施設利用 45,600 前日リハーサル（愛知県芸術劇場）

(503,936) 附属設備利用等 62,510 譜面台等・反響板（11/15東海市芸術劇場）

団倉庫初期費用 95,036 令和2年4月倉庫移転に伴う

令和2年7月～令和3年2月（9か月）

10,350円×9か月

内訳：賃料20,350円 - Perパート団員負担10,000円

レンタカー（打楽器運搬） 25,600 4/19,8/16,12/12,1/23

(216,394) ガソリン等 2,608 4/19,8/16,12/12,1/23

岡田先生 340,000 計15回（通常12回・長時間3回）

平光先生 179,000 計9回（弦分奏4回・コンマス5回）

嶋﨑先生 6,000 交通費のみ

(530,000) 内田先生 5,000 12/12打楽器指導

感染症対策物品購入 27,980 空気清浄器・サーキュレーター

打楽器レンタル 0 なし

楽譜コピー 33,077 キンコーズ等

書類コピー 3,381 団員配布資料等

郵送・ファックス 780 楽譜・書類等

交際費 10,684 トレーナー飲食・昭和文化小劇場手土産等

録音機器関連 5,971 乾電池・ACアダプター・延長コード

(109,261) その他 27,388 封筒・文房具・工具箱等

支出計 1,359,591

繰越金 150,330

会計責任者：加藤正樹

監査：大澤純那　村山靖彦

上記のとおり、報告いたします。

令和３年３月１４日に関係書類を監査したところ、収支は適正であることを認めます。

令和３年３月２１日

令和３年３月２１日

令和２年度名古屋昭和交響楽団　一般会計決算報告書

トレーナー人件費

その他経費

運搬維持費

施設利用費

団倉庫月額費用 93,150
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名古屋昭和交響楽団 運営スタッフ一覧（案） 

任期：令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

 

団長 加藤 裕文 Tp 

副団長兼インスペクター 小野寺 真理 Cl 

会計責任者 加藤 正樹 Per 

事務長 前野 朋子 Cl 

 

― 以下議決事項対象外 ― 

 

団内コンサートマスタ

ー・技術委員 
渋谷 敦 Vn 

管楽器代表・技術委員 横超 充 Tp 

運搬隊隊長 吉田 憲司 Tp 

練習録音・配信 梅鉢 茉紗子 Vn 

Twitter 更新 山口 竜 Vn 

楽譜精査 

文書校閲等 
山田 祐司 Hr 

各パートリーダー 

・エキストラ対応 

・パート見学者対応 

・パート内出欠把握・取りまとめ 
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令和３年度 名古屋昭和交響楽団 団員規約 改定案 

改定部分：第９条（入団） 

現在の規約(2019年 7月制定) 改正後の規約(案) 

第７条（団 費） 

⑴ 団員は団費を納入しなければならない。 

⑵ 納入方法については運営スタッフ会議において決める。 

⑶ 納入の団費は原則返還しない。 

⑷ 団費は月額２,５００円とする。 

⑸ 団費は入団日の属する月より発生する。 

第７条（団 費） 

⑴ 団員は団費を納入しなければならない。 

⑵ 納入方法については運営スタッフ会議において決める。 

⑶ 納入の団費は原則返還しない。 

⑷ 団費は月額２,５００円とする。 

⑸ 団費は入団日の属する翌月より発生する。 

 

 

改定部分：第９条（入団） 

現在の規約(2019年 7月制定) 改正後の規約(案) 

第９条（入 団） 

団員になろうとするものは入団届を提出し、運営スタッフ会議及

び所属を希望するパートの承認を得なければならない。 

 

第９条（入 団） 

⑴ 団員になろうとするものは入団届を提出し、運営スタッフ会議及び所属を希

望するパートの承認を得なければならない。 

⑵ 入団届及び入団費が運営スタッフにて受理された時点で入団とする。 

⑶ 入団費は３，０００円とする。 
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改定部分：第１２条（休団） 

現在の規約(2019年 7月制定) 改正後の規約(案) 

第 12条（休 団） 

⑴ 団員の中で病気、その他やむを得ぬ理由により楽団活動を継

続していくことが困難となった者は、休団届を提出し団長の承

認を経て休団することができる。 

⑵ 休団期間は６か月以上１年以内とする。 

⑶ 休団期間の延長を希望する者は、再度休団届を提出し団長の

承認を経て休団期間を更新することができる。 

⑷ 復団する団員は、復団届を団長に提出しなければならない。 

⑸ 団員は休団期間中においては団費及び演奏会参加費の納入を

免除される。 

 

第 12条（休 団） 

⑴ 団員の中で病気、その他やむを得ぬ理由により楽団活動を継続していくこと

が困難となった者は、休団届を提出し団長の承認を経て休団することができる。 

⑵ 休団期間は１か月以上６か月以内とする。 

⑶ 合理的かつ正当な理由があると運営スタッフ会議で認められる場合は、休団

期間の延長を認めることとする。延長にあたっては、再度休団届を提出し団長

の承認を経て休団期間を更新する。 

⑷ 復団する団員は、復団届を団長に提出しなければならない。 

⑸ 団員は休団期間中においては団費及び演奏会参加費の納入を免除される。た

だし、休団中の経費として３，０００円を納入する。 

⑹ 休団期間終了後、１か月以内に必要な手続きが行われない場合は、退団処分

とする。 
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令和3年3月1日～令和4年2月28日

収入

項目 内容 金額 備考

団費 月額2,500円 1,920,000 2,500円×64名×12か月

入団費 3,000円 30,000 10名

出演料 昭和区依頼 75,000

繰越金 150,330 令和２年度から

収入計 2,175,330

支出

項目 内容 金額 備考

練習施設利用 173,900 通常練習（名古屋市音楽プラザ定期利用）

練習施設利用 300,000 指揮者練習（名古屋市音楽プラザ定期外利用）

練習施設利用 100,000 強化練習（名古屋市芸術創造センター等）

練習施設利用 100,000 前日リハーサル（サマコン・定期演奏会）

(813,900) 附属設備利用等 140,000 譜面台等・反響板

団倉庫月額費用 165,600 令和3年3月～令和4年2月（12か月）

レンタカー（打楽器運搬） 64,000 8回（1回あたり8,000円）

(236,000) ガソリン等 6,400 8回（1回あたり800円）

トレーナー人件費岡田先生 550,000 計25回（通常20回・長時間5回）

(718,000) 平光先生 168,000 計8回（弦分奏・コンマス）

打楽器レンタル 220,000 5回（サマコン3回・定期演奏会2回）

楽譜コピー 40,000 キンコーズ等

書類コピー 10,000 団員配布資料等

郵送・ファックス 30,000 楽譜・書類等

交際費 20,000 トレーナー飲食・昭和文化小劇場手土産等

録音機器関連 10,000 乾電池・ACアダプター・延長コード

その他雑費 40,000 文房具・備品

(407,430) 予備費 37,430

支出計 2,175,330

繰越金 0

令和３年度名古屋昭和交響楽団　一般会計予算書

施設利用費

運搬維持費

その他経費
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2021年度名古屋昭和交響楽団 活動予定（案） 

（１）方 針 

設立後３年目として、さらなる演奏技術の向上を目指しより一層高い演奏を目指す。 

同時に昭和文化小劇場の劇場パートナーとして、純粋なクラシック音楽を楽しむ定期演奏会に加えて、

地域住民に気軽に音楽を楽しむコンサートの開催も行う。加えて、劇場に限らず、劇場外での演奏につ

いても精力的に取り組み、年間の活動を通して、団員の演奏技術の向上を図る。 

 

（１）第１回 サマーコンサート 実施要項 

１ 演奏会名  

名古屋昭和交響楽団第 1 回 サマーコンサート 

２ 目  的 

地域への還元活動として、無料でファミリーなど地域住民に向けて誰でも気軽に音楽を楽しむ 

機会を提供するとともに、演奏を通して、団員の演奏技術の向上を図ります。 

３ 日  時 

２０２１年８月１４日（土） １３時１５分開場 １４時００分開演予定（仮） 

４ 会場及び料金 

  昭和文化小劇場ホール（無料） 

５ 出演者 

  指揮：伊藤翔  ゲストコンサートマスター：平光真彌 

 

（２）第 3回 定期演奏会 実施要項 

１ 演奏会名  

名古屋昭和交響楽団第３回 定期演奏会 

２ 目  的 

交響曲をメインとしたプログラム構成とする。定期的にリハーサルを実施し、高い演奏技術に 

よるコンサートを開催することを、主たる目的とし、技術の向上を目指す。 

３ 日  時 

２０２２年２月２０日（日） １５時１５分開場 １６時００分開演予定（仮） 

４ 会場及び料金 

  昭和文化小劇場ホール（有料・全席指定） 

５ 出演者 

  指揮：水戸博之  ゲストコンサートマスター：平光真彌 

 

（３）依頼演奏 実施要項 

１ 昭和区役所 依頼演奏（会場：鶴舞公園） 

内容：鶴舞公園特設ステージでの出張演奏 

日時：7月１７日(土) 

２ 昭和区役所 依頼演奏（会場：昭和美術館） 

内容：昭和美術館別館での出張演奏 

日時：６月２６日(土) 

会場：昭和美術館別館 
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名古屋昭和交響楽団 外部トレーナー（案） 

任期：令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

 

 

オーケストラトレーナー 

岡田 望 先生 

（プロフィール） 

 名古屋芸術大学器楽科（トランペット専攻）卒業。同大学研究生修了。トランペットを

星順治、亀島克敏、栃本浩規の各氏に師事。古楽器奏法を竹本義明、マイケル・

レアードの各氏に師事。 

チャールズ・シュルーター、ジョゼフ・ドキシー、ジェームス・トンプソンのマスターク

ラスを受講。大学在学中より、NPO 法人中部フィルハーモニー交響楽団に在籍し、

14年間オーケストラプレイヤーとして活動する。2013年、同団を退団。 

演奏活動と同時に、指揮法、スコアリーディングを古谷誠一、稲垣雅之の両氏に師

事し、コンクールバンドから市民オーケストラまで数多くの団体のトレーニングコン

ダクターを歴任している。基礎理論と自身の演奏経験に基づいた指導が評価され、

幅広いジャンルのトレーナーとして音楽活動の場を拡げている。 

 

 

コンサートマスター兼オーケストラトレーナー 

平光 真彌 先生 

（プロフィール） 

 岐阜県立加納高等学校音楽科を経て、愛知県立芸術大学音楽学部卒業。2005 年、

同大学大学院音楽研究科修了。中村桃子賞受賞。ヴァイオリンを青山泰宏、大久

保ナオミ、福本泰之、Ewald Danel、服部芳子の各氏に師事。指揮を紙谷一衛氏に

師事。第 11回日本クラシック音楽コンクール第 3位。第 1回宗次ホール弦楽四重

奏コンクール第 1 位。併せて、聴衆賞、オーナー賞も獲得。2007 年 2010 年及び

2012 年、小淵沢室内楽セミナーにて最優秀カルテットとして「緑の風 音楽賞」受

賞。2012 年には講師特別賞も同時受賞。これまでにソリストとして、多数の協奏曲

をオーケストラと共演。在学中、2000 年から岐阜管弦楽団、2004 年から愛知室内

オーケストラのコンサートマスターを務める他、神戸室内合奏団、中部フィルハー

モニー交響楽団などの客演コンサートマスターを務める。愛知県立芸術大学、名

古屋芸術大学非常勤講師。 
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1
会場が狭いので、あまり編成が大きい曲だとうるさくなってしまうと思います。小編成のものを多めにや

るなどが良いのでは。

2
コンチェルトやりたいです。

ピアノはハードル高そうですが、ヴァイオリンはソリストのアテがつけばいけるのでは？

3 平光先生、岡田先生のコンチェルトができたらうれしい

4 集客のために、有名どころ（集客しやすい）曲目が入っているといいなと思います。

5

選曲について、時間に余裕があれば最終候補に残った曲を団員に公表いただいて、最終決定するというの

ができれば良いなと思います。意見はパートごとにまとめてパートリーダーから回収すれば運営スタッフ

さんの負担も少しは減るのではないかと思います。

コロナ禍やパートの問題で全員舞台に乗る(一部客席に降りる)のは難しいと思いますが、次回のアンコー

ルはできれば全員参加出来るといいなと思います。

6 引き続きYouTubeでのライブ配信をしていただきたいです。

7
第３回なので、３番という交響曲や三拍子など３にまつわるものを取り上げてみるなども少しやってみた

いです。選曲次第だとは思いますが。

8 ドソロはもういいかな（笑）決まればもちろん全力を尽くします

9 今回(第二回)くらいの難易度のものがいい

10 一般的に知られている曲の方が、観客は楽しめると思います

11 3回にちなんで、ベートーベン交響曲第3番&ブラームス交響曲第3番

12
昭和文化小劇場はあまり大きいホールではないので、より多くの方に楽しんでいただけるように、第3回以

降もYouTube配信があるといいと思います。

13 3回にちなんで、ベートーベン交響曲第3番&ブラームス交響曲第3番

14 チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」をメインにする。

15 ロビコンとかはいかがでしょうか。

16 今まで通り

17 まだ全席入れた演奏会を経験していないので、オーソドックスな構成で良いと思います。

18 フランク　交響曲 ニ短調の:セザール・フランク生誕200年を記念して

19 みんなで選曲して、プログラムも団員で決めたい

1
前回の練習で質問がありましたが、もし選曲やプログラムに関して団の方針などがあるのでしたら、知り

たいです。

2
少人数で勝手に決めすぎ。団の意思決定に関する決まりがないので、団則に追加した方が良いと思う。団

員の何%の賛成で決定するみたいな。ルールを明確に。他のアマオケのルールはかなりしっかりしてる。

3 大型打楽器購入の予算化

令和3年度　総会事前アンケート

Q.その他、総会の議案として取り上げたい事柄があればお書きください。

Q.第3回定期演奏会について企画や構成についてなど、アイディアや意見があればお書きください
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1
運営、パートリーダー、一般団員で持っている情報量や事務作業量に差がありすぎると思います。もう少

し全体で運営する形を作れればよいと思います。

2
運営さん、いろいろありがとうございます

今後ともよろしくお願いします

3 コロナ禍で大変な中、運営の方々たくさん動いてくださりありがとうございます。

4

現在、設立総会の際団員に充てるはずだった係のほとんどを運営スタッフさんがされているかと思いま

す。皆さんの負担を少しでも減らすために、事務局さんや運営スタッフさんの補助をする人間をもう少し

増やしてもよいのではないかと思います。

また、直接意見を言いたい方は別として、団員それぞれの意見をリアルタイムで運営スタッフさんが把握

できるように、パートリーダー会議(定期的に行っているのであれば)でパートリーダーがパート内の意見

をその都度集めて議題にし、会議の結果もパートリーダーを通してパート内に周知してもらい、疑問点が

あればパートリーダーLINEで確認するか、またパートリーダー会議に出す、というのは難しいでしょう

か。

パートリーダーを通してでも団員が自分の意見を言えるというのが気軽にできれば、色々人の色々な思い

が少しでも軽く、楽になるのでないかなぁとも思います。

5 リハーサル会場はなるべく名古屋市内の交通の便利なところが良いです。

6

・練習場所を確保した時点で（内容は決まっていなくても）、練習日程を周知していただけると、あらか

じめ予定できるのでありがたいのですが・・・。アナウンスは後でも、サークルスクエアのスケジュール

などに登録されているだけでも心づもりができます。日程が近くなってからの連絡だとやはり練習に来ら

れない方が多くなってしまうし、集まって練習する意味がなくなってしまうので。

・運営の方々の負担が増え苦労されているのではないかと思います。以前、係の募集もされていましたが

団員に任せられる内容はもっと役割分担を割り振って良いと思います。

 ・可能な範囲で良いので、運営の方々が現在どんな内容を話し合っていて、どういう決定がされたのかと

いうことが一団員でも知ることができると良いと思います。

7 サークルスクエアは多機能のようですね、いろいろ活用できれば便利かもしれませんね。

8

（１）選曲について

団の設立理念に「昭和文化小劇場を拠点として地域との連携をはかり、相互の発展に資する活動を展開す

る。」とあり、当劇場のステージ規模からすると、小規模から中規模程度のオーケストラ編成が適当と思

われます。しかしながら、これまでの定期演奏会、次回のサマーコンサートの曲はほとんどが大規模な編

成を想定した管弦楽曲で、舞台規模を無視してます。このため前回のステージも舞台を拡大せざるを得な

くなりました。コロナ禍で空の客席を確保しなければならない状態でさらに狭い客席まで舞台を延長する

のはいかがなものかと思います。昭和文化小劇場の通常舞台を前提とした演奏者規模の選曲をお願いしま

す。

（２）コロナ対策

練習時、弦楽器の感染対策が不十分だと思います。弦楽器はマスク着用していますが、管は無理で、奏者

間の間隔をさらに確保したうえで、透明シートなどでの飛沫防止策をとる必要がありませんか？

Q.どんなことでも構いません。疑問、質問等があればお書きください。
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9

・小さなことですが、昭和オケは挨拶しない人が多いのがちょっと気になります。仲間意識持つために

も、お互い挨拶はした方がいいのかなと感じてます。

・Vn2ndはオケで弾きたいけど、オケ経験少ない技術的に自信がない人が多数です。まだこれから経験を

重ねる必要があることを踏まえ、技術力を配慮した曲を選んでもらえたらと思います。

10
運営スタッフの皆様、お疲れ様です。素晴らしい運営だと思っています。引き続きよろしくお願いしま

す。

11

弦楽器の定着率が悪いように見受けられる。

実際のところはどうなのか、データで示して欲しい。また運営はこの事態をどうとらえているのか、何か

対策をしているのか意見を聞かせて頂きたい。

Q.どんなことでも構いません。疑問、質問等があればお書きください。



場　所 練　習　内　容
伊藤
先生

平光
先生

岡田
先生

2月21日(日) 17:30～20:00 音楽プラザ 大リハーサル室 スターウォーズ・宇宙戦艦ヤマト・惑星（火星・木星）譜読み 〇

3月7日(日) 17:30～21:00 音楽プラザ 大リハーサル室 スターウォーズ・宇宙戦艦ヤマト・惑星（火星・木星） 〇

3月21日(日) 17:00～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 団員総会・スターウォーズ・惑星 〇

4月4日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

4月11日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 弦分奏

18:30～21:30 昭和文化小劇場大リハーサル室 管分奏 〇

4月25日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 個人・パート練習　または　分奏

5月2日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 個人・パート練習　または　分奏

17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 弦分奏 ？

17:30～21:30 昭和文化小劇場大リハーサル室 管分奏 〇

5月23日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

6月6日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

6月13日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

6月20日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

6月27日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 個人・パート練習　または　分奏

7月4日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 個人・パート練習　または　分奏

7月11日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

7月18日(日) 伊藤先生リハーサル 〇 〇

7月25日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

7月31日(日) 伊藤先生リハーサル 〇 ×

8月1日(日) 17:30～21:30 音楽プラザ 大リハーサル室 〇

8月8日(日) 伊藤先生リハーサル 〇 △

8月14日(土) 昭和文化小劇場 ホール サマーコンサート当日 〇 〇

別紙11

練習日程と計画について

【方針】指揮者来団日は原則参加すること。通常練習についても原則参加であり、参加率は７割以上とする。練習時間は最大限活用
することを心がけ、技量やアンサンブルの向上に努めること。個人練習も各自で行えるとよい。出欠連絡を必ず行うこと(無断欠席がないように)。

日　時
※時間は施設利用可能時間

4月18日(日)

5月9日(日)
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団費・演奏会参加費のお支払いについて 
 

 

団費につきましては、月額 2,500 円で 2 か月分ごとにお支払いいただきます。支払額と支払期

日は以下のとおりです。期日までにお支払いができない場合は、必ず事前に会計担当者までご連

絡ください。 

 

 

4～5月分 5,000円  令和 3年 4月 30日まで 

6～7月分 5,000円  令和 3年 5月 31日まで 

8～9月分 5,000円  令和 3年 7月 31日まで 

10∼11月分  5,000円  令和 3年 9月 30日まで 

12～1月分 5,000円  令和 3年 11月 30日まで 

 

 

演奏会参加費につきましては、令和 3 年 8 月頃金額を公表いたします。現時点では 15,000 円程

度を見込んでいますが、大きく変動する場合がございますのであらかじめご了承ください。 

団費につきましては、原則として以下の口座にお振込みください。なお、他の支払方法等をご

希望される場合は、事前に会計担当者までご連絡ください。 

  

 

ゆうちょ銀行 二〇八支店 

普通預金 １６９２２８７ 

ナゴヤショウワコウキョウガクダン 


