


名古屋フランス音楽研究会

第24回 公演

ドビユッシーの夕べ

2012  11  29 主催 :名 古屋フランス音

楽研究会

会場 :電 気文化会館ザ

コンサートホール

Cド ビュッシー/小組曲

パリ エコール・ノルマル

音楽院

名古屋芸術大学交流作品演

奏会

2012  12  18 主催 :エ コール・ノルマ

,レ

会場 :コ ルトホール

田中範康 /Twnight

クラリネット五重奏のタベ 2013  2  28 会場 :地域交流センター

「みどりの家」

H」 ベールマン/ア ダージョ

◎オーケス トラ

第 80回 日本音楽コンクー

,レ

受賞記念演奏会

2012  4  19 主催 :毎 日新聞社・名古

屋音楽学校・セントラル

愛知交響楽団

会場 :愛知県芸術劇場コ

ンサー トホール

PIチ ャイコフスキー /

ピアノ協奏曲第 1番 他

岡喘音楽家協会設立 25周

年記念

第25回 定期演奏会

2012  11  4 主催 :岡崎音楽家協会

会場 :岡 崎市シビックセ

ンターコンサー トホール

コロネット

ベートーヴェン/

ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 他

◎指揮

碧南市民吹奏楽団 35周 年

記念

第33回 定期演奏会

2012  4  15 主催 :碧南市民吹奏楽団

会場 :碧 南市文化会館

ホール

PIチ ャイコフスキー/

序曲「1812年 」 他

日中国交正常化 40周 年記

念

江蘇省友好演奏会

2012  7  12

～ 17

主催 :張濱二胡演奏団

会場 :江 蘇省演芸集 団

ホール

王建民 /第一二胡狂想曲 他

2012年 NHK名古屋児童劇

団公演

2012 8 18

19

主催 :NHK名 古屋児童劇

回

会場 :愛知県芸術劇場大

ホール

人木l畢教司 /「ザ・ウェスト・シンフォニー」
より第一楽章 :草原の蒼きぢ良 他

張濱二胡音楽会 2012

名古屋公演

2012  10  8 主催 :張濱二胡演奏団

会場 :愛 知県芸術劇場コ

ンサートホール

劉文金 /「長城随想」より

第二楽章「峰火操」 他

高山市民吹奏楽団

第44回 定期演奏会

2012  11  23 主催 :高 山市民吹奏楽回

会場 :高 山市民文化会館

大ホール

Mム ソルグスキー /

展覧会の絵 他

名古屋市消防音楽隊 リ

リーエンゼルス

第 14回定期演奏会

2013  2  9 主催 :名古屋市消防局

会場 :日 本特殊陶業市民

会館 フォレストホール

広瀬勇人 /

明日に向かって 他

飛騨童話会議Ⅱ 2012  2  10 主催 :飛騨 世界生活文

化センター活用推進協議

会

会場 :飛 騨・世界生活文

化セ ンター コンベ ン

ションホール

ロビン グッドフェローの冒険
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◎審査

岐阜国際音楽祭コンクール 2012  5  3 主催 :岐阜国際音楽祭実

行委員会

会場 :岐阜聖徳学園大学

岐阜キャンパス

岐阜国際音楽祭コンクール 2012  5  5 主催 :岐阜国際音楽祭実

行委員会

会場 :岐 阜市文化 セ ン

ター

第 53回 静岡県吹奏楽コン

クール

大学、職場・一般の部

2012  7  22 主催 :静 岡県吹奏楽連盟・

朝日新聞社

会場 :静岡市清水文化会

館 マリナート大ホール

平成 24年度

愛知県吹奏楽コンクール

西尾張地区 中学校の部

2012  7 27

28

主催 :(社 )全 日本吹奏

楽連盟東海支部愛知県吹

奏楽連盟・朝日新聞社・

愛知県小中学校吹奏楽教

育研究会

会場 :稲沢市民会館

大阪国際音楽コンクール

地区本選

2012  7  29 主催 :大隈国際音楽振興

会

大阪国際音楽コンクール

実行委員会

名古屋音楽大学めいおん

ホール

第 55回 中部 日本吹奏楽コ

ンクール

愛知県大会

2012  8  1 主催 :中 部 日本吹奏楽連

盟愛知県支部・中日新聞

社

会場 !幸田町民会館さく

らホール

第 53回 静岡県吹奏楽コン

クール

高等学校の部

2012  8  4

5

主催 :静岡県高等学校吹

奏楽連盟 東部支部・中

部支部・西部支部

会場 :ア クトンテイ浜松

2012年 度

愛知県吹奏楽コンクール

プライマリー県大会

東海吹奏楽コンクール予選

県代表選考会

2012  8  9 主催 :(社 )全 日本吹奏

楽連盟東海支部愛知県吹

奏楽連盟・朝日新聞社・

会場 :豊田市民文化会館

大ホール

第 50回 岐阜県吹奏楽 コン

クール岐阜県大会 高等学

校 B・ C編成の部

2012  8  10 主催 :岐阜県吹奏楽連盟

岐阜県高等学校文化連盟

吹奏楽部会・朝日新聞社・

中日新聞社

会場 :羽 島市文化 セ ン

ター スカイホール
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