１９８１年 １２月１３日(日)

第１回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：外山雄三／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

１９８２年 １２月１２日(日)

第２回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：外山雄三／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

１９８３年 １２月２５日(日)

第３回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：外山雄三／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

１９８４年 １２月２６日(水)

第４回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：外山雄三／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

１９８５年

豊田市民合唱団として発足

１月
１２月２０日(金)

１９８６年

７月１３日(日)
１２月１３日(土)

１９８７年

１９８８年

１９９０年

第６回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：朝比奈隆／大阪フィルハーモニー交響楽団)

第 6 回東海学生オーケストラ連盟 合同演奏会 出演（名古屋市民会館大ホール）

(指揮：小林研一郎)

１０月 ４日(日)

第 2 回定期演奏会「モーツァルトの夕べ」（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：小林研一郎／関西フィルハーモニー管弦楽団)

１２月 ６日(日)

豊田ジョイントコンサート ｢サウンド・オブ・ミュージック｣ 出演（豊田市民文化会館大ホール）

２月

スプリング・コンサート

出演（豊田市民文化会館大ホール）

豊田文化奨励賞 受賞

７月３０日(土)

第 3 回定期演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

９月１８日(日)

豊田ジョイントコンサート ｢ディズニー・夢の世界｣

(指揮：郡司博)
出演（豊田市民文化会館大ホール）

第 7 回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

６月１８日(日)

豊田おいでんまつり 新曲｢ＯＩＤＥＮ｣発表会

６月２５日(日)

豊田合唱連盟 第３０回合唱交歓会

８月２６日(土)

第４回定期演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：飯守泰次郎／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

出演（豊田市民文化会館大ホール）

出演（豊田市民文化会館小ホール）
(指揮：妹尾樹)

１０月 １日(日)

名古屋市制１００周年記念 ｢ザ・第九｣一万人のコンサート

１０月２２日(日)

豊田ジョイントコンサート ｢オペラ世界の名曲集｣ 出演（豊田市民文化会館大ホール）

１２月２０日(水)

第 8 回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：モーシェ・アツモン／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

７月 １日(日)

第 5 回定期演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：竹本泰蔵、妹尾樹)

７月 ８日(日)

豊田合唱連盟 第３１回合唱交歓会

出演（レインボーホール）

(指揮：外山雄三／名古屋フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団)

出演（豊田市民文化会館小ホール）

第９回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：モーシェ・アツモン／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

１月２７日(日)

豊田ジョイントコンサート ｢モーツァルトはいかが？｣ 出演（豊田市民文化会館大ホール）

７月 ７日(日)

豊田合唱連盟 第３２回合唱交歓会

７月１４日(日)

第 6 回定期演奏会｢メサイア｣（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：竹本泰蔵／ナゴヤシティ管弦楽団)

第１０回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：小林研一郎／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

出演 （豊田市民文化会館小ホール）

１月２６日(日)

豊田ジョイントコンサート ｢旅と人と音楽と｣

７月１８日(日)

豊田合唱連盟 第３３回合唱交歓会

１２月 ９日(水)
１９９３年

(指揮：田中省三、野中建一郎)

９月 ６日(日)

１２月１７日(火)
１９９２年

第 1 回定期演奏会（豊田市民文化会館小ホール）

豊田南ライオンズクラブ

１２月 ５日(水)
１９９１年

(指揮：小林研一郎／新星日本交響楽団)

３月 ８日(日)

１２月 ３日(土)
１９８９年

第５回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

６月２６日(土)

出演（豊田市民文化会館大ホール）

出演（豊田市民文化会館小ホール）

第 7 回定期演奏会｢やさしき魂の歌を！｣（豊田市民文化会館大ホール）
豊田合唱連盟 第３４回合唱交歓会

出演（豊田市民文化会館小ホール）

(指揮：竹本泰蔵／ナゴヤシティ管弦楽団)

９月２６日(日)

第 8 回定期演奏会（カバハウスホール）

(指揮：竹本泰蔵)

第１１回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：竹本泰蔵／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

２月 ６日(日)

豊田ジョイントコンサート ｢メサイア｣

(指揮：山岡重信)

４月２４日(日)

明治村 春のミュージアムコンサート

６月２５日(土)

豊田合唱連盟 第３５回合唱交歓会

１２月１６日(木)
１９９４年

１０月 １日(土)
３０日(日)

１９９５年

出演（豊田市民文化会館大ホール）
出演（明治村・聖ザビエル天主堂）

出演（豊田市民文化会館小ホール）

第 9 回定期演奏会（カバハウスホール）

(指揮：妹尾樹)

オーケストラ・アンサンブル金沢 豊田演奏会 出演（豊田市民文化会館大ホール）

１１月 ５日(土)

市民創作劇場｢この星空の下で｣ 出演（豊田市民文化会館小ホール）

６日(日)

市民創作劇場｢この星空の下で｣ 出演（豊田市民文化会館小ホール）

1 月 29 日(日)

豊田ジョイントコンサート ｢ちょっと見せますオペラの裏側｣ 出演（豊田市民文化会館大ホール）

４月 ２日(日)

明治村 春のミュージアムコンサート

６月１８日(日)

(財)豊田文化協会創立５０周年記念

ガラ・コンサート 出演（豊田市民文化会館大ホール）

６月２４日(土)

豊田合唱連盟 第３６回合唱交歓会

出演（豊田市民文化会館小ホール）

9 月 10 日(日)

第１０回記念定期演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：竹本泰蔵／ナゴヤシティ管弦楽団)

11 月 5 日(日)

(財)豊田文化協会創立５０周年記念事業 第１０回記念豊田ジョイントコンサート

(指揮：佐藤寿一)

出演（明治村・聖ザビエル天主堂）

市民オペラ｢学生王子｣ 出演（豊田市民文化会館大ホール）
１２月１７日(日)
１９９６年

１９９７年

(財)豊田文化協会創立５０周年記念事業 第１２回第九交響曲演奏会（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：現田茂夫／大阪センチュリー交響楽団)

２月１８日(日)

名古屋ムジークフェライン管弦楽団

(指揮：今村能、共演：モーツァルト２００合唱団)

４月１４日(日)

明治村 春のミュージアムコンサート

出演（明治村・聖ザビエル天主堂）

６月 ２日(日)

豊田合唱連盟創立３０周年記念演奏会

出演（豊田市民文化会館大ホール）

｢第九交響曲演奏会｣

出演（愛知県芸術劇場コンサートホール）

１１月１７日(日)

第１１回定期演奏会（カバハウスホール）

１２月２４日(火)

ルーテル挙母教会｢クリスマスミサ｣ 出演（ルーテル拳母教会）

２月 ８日(土)

豊田ジョイントコンサート ｢スロヴァキア・フィルハーモニック・ゾリステンとともに」

(指揮：大中恩、須賀敬一)
(指揮：竹本泰蔵、神田豊壽)

(指揮：武藤英明)

（豊田市民文化会館大ホール）

１９９８年

４月 ６日(日)

明治村 春のミュージアムコンサート

出演（明治村・聖ザビエル天主堂）

６月２９日(日)

豊田合唱連盟 第３８回合唱交歓会

９月 ７日(日)

愛環音楽連盟｢愛環千人の第九｣ 出演（愛知県芸術劇場大ホール）

出演（カバハウスホール）

１１月 ２日(日)

豊田ジョイントコンサート ｢カルミナ・ブラーナ｣ 出演（豊田市民文化会館大ホール）＊有志

１１月３０日(日)

第１２回定期演奏会（カバハウスホール）

２月１４日(土)

豊寿園お楽しみ芸能鑑賞会 出演（豊寿園）

７月 ５日(日)

豊田合唱連盟 第３９回合唱交歓会

９月 ６日(日)

愛環音楽連盟 第１回愛環音楽祭 出演（瀬戸市文化センター文化ホール）

(指揮：竹本泰蔵、神田豊壽)

出演（カバハウスホール）

１０月２５日(日)

第１３回定期演奏会（カバハウスホール）

(指揮：竹本泰蔵、神田豊壽)

１１月 ７日(土)

豊田市コンサートホール開館記念 ガラ・コンサート 出演（豊田市コンサートホール）

(指揮：尾高忠明／東京フィルハーモニー交響楽団)

１２月２３日(水)
１９９９年

東海学園創立１１０周年記念 ｢第九交響曲演奏会｣ 出演（愛知県芸術劇場コンサートホール）

(指揮：井上道義)

２月２７日(土)

豊田ジョイントコンサート｢第１３回第九交響曲演奏会」

(指揮：大友直人／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

７月 ４日(日)

豊田合唱連盟 第４０回合唱交歓会

１月１６日(日)
3 月 5 日(日)

愛環音楽連盟 第 2 回愛環音楽祭 出演「オルロフスキー邸へようこそ」 出演（春日井市民会館）

豊田合唱連盟 第４１回合唱交歓会

出演（豊田市コンサートホール）

９月 ３日(日)

愛環音楽連盟 第２回｢愛環千人の第九｣

(指揮：黒岩英臣)

出演（愛知県芸術劇場コンサートホール）

第１５回記念定期演奏会（豊田市コンサートホール）

(指揮：竹本泰蔵／セントラル愛知交響楽団)

１７日(日)

ハート・ハーモニー ドームコンサート２０００ 出演（ナゴヤドーム）＊有志

２３日(土)

豊田市美術館コンサート「クリスマスコンサート」

3 月 25 日(日)

(指揮：竹本泰蔵／セントラル愛知交響楽団)

豊田ジョイントコンサート オペラ｢野の白鳥｣ 出演（豊田市民文化会館大ホール）＊有志

６月２５日(日)

出演（豊田市美術館講堂）

豊田ジョイントコンサート「市民邦楽オーケストラ」 出演（豊田市民文化会館大ホール）＊女声有志
(財)とよしん育英財団助成金を受ける

７月１５日(日)

豊田合唱連盟 第４２回合唱交歓会

９月１６日(日)

愛環音楽連盟 第３回愛環音楽祭「ベートーヴェンの贈り物 ～第九への道～」 出演（岡崎市民会館）

出演（豊田市コンサートホール）

１１月 ６日(火)

ＮＨＫ｢歌謡コンサート｣

１２月 ２日(日)

第１６回定期演奏会(豊田市コンサートホール)

出演（豊田市民文化会館大ホール）

豊田市美術館コンサート「クリスマスコンサート」

(指揮：竹本泰蔵、吉川朗）
出演（豊田市美術館講堂）

６月 ２日(日)

豊田合唱連盟 第４３回合唱交歓会

７月 ７日(日)

第１７回定期演奏会（カバハウスホール）

９月２９日(日)

愛環音楽連盟 第 4 回愛環音楽祭「カルメン」 出演（豊田市民文化会館大ホール）

１０月５日(土)

豊田スタジアム イメージソング発表会 出演（豊田スタジアム）＊有志

１２月２２日(日)

２００４年

第１４回定期演奏会｢メサイア｣（豊田市コンサートホール）

マーラー｢復活｣演奏会 出演 （愛知県芸術劇場コンサートホール）

２３日(日)

２００３年

出演（豊田市コンサートホール）

名古屋ムジークフェライン管弦楽団

２８日(水)

２００２年

出演（豊田市民文化会館大ホール）

１８日(土)

１２月 ３日(日)

２００１年

｢豊田市民合唱団クリスマスコンサート｣（豊田市コンサートホール）

１月３１日(日)

１２月 ５日(日)
２０００年

豊田市民クラシックフェスティバル

出演（豊田市コンサートホール）

豊田市美術館コンサート「クリスマスコンサート」

(指揮：竹本泰蔵、吉川朗）

出演（豊田市美術館講堂）

７月 ６日(日)

豊田合唱連盟 第４４回合唱交歓会

出演（豊田市コンサートホール）

８月２３日(土)

とよた市民野外劇「衣の里夢大地」

出演（豊田スタジアム）

２４日(日)

とよた市民野外劇「衣の里夢大地」

出演（豊田スタジアム）

１１月 ２日(日)

豊田市コンサートホール「開館５周年記念コンサート」 出演（豊田市コンサートホール）

(指揮：小林研一郎／名古屋フィルハーモニー交響楽団）

１２月１４日(日)

第１８回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

(指揮：吉川朗)

４月１１日(日)

瀬戸第九をうたう会創立２０周年記念「第九演奏会」 出演（瀬戸市文化センター文化ホール）＊有志

７月 ４日(日)

豊田合唱連盟 第４５回合唱交歓会

出演（豊田市コンサートホール）

１０月 ３日(日)

第１９回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

(指揮：須賀敬一、新通英洋、神田豊壽)

１２月１９日(日)

豊田市コンサートホール主催「クリスマス・ガラ・コンサート」 出演（豊田市コンサートホール）

(指揮：竹本泰蔵)

２００５年

７月 ３日(日)

豊田合唱連盟 第 46 回合唱交歓会

７月１６日(土)

「祭座ニッポン」

出演（豊田スタジアム）

７月１７日(日）

「祭座ニッポン」

出演（豊田スタジアム）

７月１８日(月)

「祭座ニッポン」

出演（豊田スタジアム）

７月２４日(日）
９月１３日(火)

２００６年

２００７年

２００９年

２０１０年

第２０回記念定期演奏会（豊田市コンサートホール）
愛知万博「愛・地球の環(わ)音楽祭」

１１月 ５日(日)

豊田市コンサートホール

１２月２５日(日)

「合併記念

(指揮：竹本泰蔵／セントラル愛知交響楽団)

出演（愛・地球博長久手会場）

７周年記念ガラ・コンサート 出演（豊田市コンサートホール）

第１４回第九交響曲演奏会」（豊田市民文化会館大ホール）

７月１６日(日)

豊田合唱連盟創立４０周年記念演奏会

８月２７日(日)

第２回とよた市民野外劇「衣の里夢大地」 出演（豊田スタジアム）
第２１回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

１２月 ２日(土)

石野交流館「石野に集う

１月

６日(土)

(指揮：小林研一郎／名古屋フィルハーモニー交響楽団)
(指揮：西本智実／セントラル愛知交響楽団)

出演（豊田市コンサートホール）

１０月 ７日(土)

３月

２００８年

出演（豊田市コンサートホール）

(指揮:竹本泰蔵、神田豊壽／アンサンブル・リゾナンテ）

古里音楽会」 出演（石野交流館）

２００７団内ニュー・イヤー・コンサート（豊田参合館多目的ホール）
愛知県芸術文化選奨文化省 受賞

３月２０日(火)

オーケストラ・アンサンブル金沢 第２６回名古屋定期公演 出演（愛知県芸術劇場コンサートホール）＊有志 （指揮：ペーター・シュライヤー）

６月２３日(土)

豊田合唱連盟 第 4８回合唱交歓会

８月２６日(日)

足助交流館

出演（豊田市コンサートホール）

千嘉会発表会「豊田市民合唱団ｉｎ足助」 出演（足助交流館飯盛座）

１０月 ６日(土)

第２２回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

(指揮：竹本泰蔵、神田豊壽）

１１月 ３日(土)

豊田市コンサートホール「開館９周年バースデーコンサート」 出演（豊田市コンサートホール）

(指揮：松尾葉子／中部フィルハーモニー交響楽団)

１２月２３日(日)

東京混声合唱団 クリスマスコンサート 出演（豊田市コンサートホール）

(指揮：松原千振)

１２月２４日(月)

豊田スタジアム クリスマスコンサート 出演（豊田スタジアム）＊女声有志

７月２０日(日)

豊田合唱連盟 第４９回合唱交歓会

出演（豊田市コンサートホール）

１０月１２日(日)

第 23 回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

(指揮：竹本泰蔵／ムージカークライス名古屋管弦楽団)

１１月 ３日(日)

豊田市コンサートホール「開館１０周年バースデーコンサート」 出演（豊田市コンサートホール）

(指揮：尾高忠明／名古屋フィルハーモニー交響楽団)

１２月２４日(水)

とよたクラシック音楽同好会 「クリスマスコンサート」

出演（豊田市コンサートホール）

６月１４日(日)

豊田合唱連盟 第５０回合唱交歓会

９月

藍川由美の日本の歌シリーズ第２回「古関裕而の世界」 出演（豊田市コンサートホール）

６日(日)

出演（豊田市コンサートホール）

１０月 ４日(日)

第 2４回定期演奏会「メサイア」（豊田市コンサートホール）

(指揮：竹本泰蔵／ムージカークライス名古屋管弦楽団)

１２月２０日(日)

豊田フィルハーモニー管弦楽団 第２０回定期演奏会「第九」 出演（豊田市民文化会館大ホール）

(指揮：山田和樹)

４月２５日(日)

韓流ドラマティックオペラ 歌劇「トスカ」ハイライト 出演（豊田市コンサートホール）

７月１１日(日)

豊田合唱連盟 第５１回合唱交歓会

出演（豊田市コンサートホール）

１０月 ２日(土)

第２５回記念定期演奏会（豊田市コンサートホール）

１２月１９日(日)

エトワールバレエ団公演「くるみ割り人形」全幕公園 出演（豊田市民文化会館大ホール）＊女声有志

(指揮：竹本泰蔵／ムージカークライス名古屋管弦楽団)

２０１１年

２月１９日(日)

猿投台交流館「ハートフルコンサート

３月２７日(日)

社会福祉法人豊田市育成会 設立記念式典 出演（ジョイナスつかさ）＊有志

６月

豊田合唱連盟 第５２回合唱交歓会

８月２１日(日)

若園・若林地区 第１１回「ひまわり懇談会」 出演（高岡コミュニティーセンター）

９月 ４日(日)

豊田文化功労賞受賞記念

７月 ８日(日)

豊田合唱連盟 第 53 回合唱交歓会

７月２０日(日)

７月１９日(日)
１１月２９日(日)
12 月 19 日(土)

２０１６年

７月１７日(日)
１１月２７日(日)

２０１７年

２０１９年

(指揮：竹本泰蔵／ムージカークライス名古屋管弦楽団)
(指揮：山下一史／とよた第九交響楽団)

空港音楽祭２０１２ 出演（中部国際空港セントレア）
出演（豊田市コンサートホール）

第 27 回定期演奏会（豊田市コンサートホール）
豊田合唱連盟 第５４回合唱交歓会

(指揮：竹本泰蔵／中部室内管弦楽団)

出演（豊田市コンサートホール）

第２８回定期演奏会（豊田市コンサートホール）
豊田合唱連盟 第 55 回合唱交歓会

(指揮：竹本泰蔵／中部室内管弦楽団)

出演（豊田市コンサートホール）

第 29 回定期演奏会（豊田市コンサートホール）
豊田合唱連盟 第 56 回合唱交歓会

(指揮：竹本泰蔵、塚本伸彦)

出演（豊田市コンサートホール）

第３０回記念定期演奏会（豊田市コンサートホール）

(指揮：竹本泰蔵／刈谷市総合文化センター管弦楽団)

参合館ロビー・コンサート「市民合唱団と歌うクリスマス」出演（豊田参合館）
豊田合唱連盟 第５７回合唱交歓会

出演（豊田市コンサートホール）

第３１回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

(指揮：髙谷光信)

５月２７日(土)

ひとなる祭「味噌蔵コンサート」 出演（野田味噌商店 味噌蔵）

７月２３日(日)

豊田合唱連盟 第 58 回合唱交歓会（豊田市コンサートホール）

１１月１９日(日)
２０１８年

出演（豊田市コンサートホール）

市政６０周年・市民文化会館 30 周年記念 「第 1５回第九交響曲演奏会」（豊田市民文化会館大ホール）
中部国際空港セントレア

７月２８日(日)

出演（豊田市民文化会館小ホール）

第２６回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

１月２２日(日)

１１月 ９日(日)
２０１５年

豊田文化功労賞 受賞

７月 1７日(日)

１２月 １日(日)
２０１４年

出演（猿投台交流館）

平成２３年度 豊田市文化振興財団大会 アトラクション

１０月１４日(日)
２０１３年

開店！～」

６月 ５日(日)

１２月１１日(日)
２０１２年

～青春の歌声喫茶

第 32 回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

(指揮：髙谷光信、塚本伸彦)

３月１１日(日)

地球環境と音楽のハーモニー（豊田市コンサートホール）

４月 ８日(日)

花まつり チャリティ 守綱寺筍コンサート（守綱寺 本堂）＊豊田市民合唱団 男声部

７月１５日(日)

豊田合唱連盟 第 5９回合唱交歓会（豊田市コンサートホール）

８月２６日(日)

愛知県男声合唱フェスティバル（刈谷市総合文化センター大ホール）＊豊田市民合唱団 男声部

９月３０日(日)

アート体験フェア（スカイホール）

１月２６日(土)

第３３回定期演奏会（豊田市コンサートホール）

６月２３日(日)

金谷自治区芸能大会（朝日丘交流館）＊豊田市民合唱団 男声部

６月３０日(日)

豊田フィルハーモニー管弦楽団 第３０回記念定期演奏会

７月２８日(日)

豊田合唱連盟 第６０回合唱交歓会（豊田市コンサートホール）

(指揮：髙谷光信)

出演（豊田市コンサートホール）＊女声有志

１０月５日(土)
１０月１６日(水)
11 月３０日(土)
１２月２４日(火)
２０２０年

２月２日(日)
12 月 16 日(水)

ラグビーワールドカップおもてなしコンサート（豊田市コンサートホール）
豊南地区 ひまわり懇談会（豊南交流館）
第３４回定期演奏会（豊田市コンサートホール）
ルーテル拳母教会クリスマスコンサート（ルーテル拳母教会）
大中恩先生追悼コンサート（ウィルあいち）＊有志
とよたデカスプロジェクト つながろう！パイプオルガンと市民の歌声＊有志（リモート合唱）

(指揮：髙谷光信）

