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番号 「公演名」　団体名 ジャンル 催事概要 地域 会場 日程

1 愛知万博支援歌手・演奏者連盟 歌唱
愛・地球博を応援してきた同団体の万博イメージソング、「ブラ
ボー！ムッシュ・ルモンド」をEXPOホールで披露する

名古屋市 ホール 3月30日

2
「スズキメソード大合奏」

社団法人才能教育研究会　東海地区
合奏

愛に満ちた地球の未来を願って子供たちの管弦楽の大合奏を
開催

東海地区 ホール 3月30日

3 「創作太鼓」　NPO法人豊明桶狭間太鼓 太鼓
小学生～大人までで構成する団員が博覧会のためのオリジ
ナル楽曲を力強くアピールする

豊明市 ホール 3月30日

4 「下垣真希ソプラノリサイタル」　電気事業連合会 独唱
ハノーバー万博閉幕式のコンサートに出演した下垣真希さん
が日本の懐かしい歌や、世界の名曲を独唱する

名古屋市 ホール 4月6日

5
Ataraxia　Institute

（アタラクシア・インスティチュート）
展示＆音楽

「自然との共生」をテーマに絵画と音楽のコラボレーション、音
楽に合わせて即興ペイント等を実施

フランス ホール 4月6日

6
「Steve Rａｉｍａｎ・Ｐａｉｎｔｅｄ　Ｎａｔｕｒｅ・Ｓｏｌｏ　Ｐｉａｎｏ」
Healing Music（ヒーリング・ミュージック）

音楽
トロント在住のスティーブ・レイマンさんによるピアノコンサー
ト。カナダの大自然を表現しつつ“ヒーリング”（癒し）の世界を
紹介

カナダ ホール 4月6日

7
「ケイコ＆ホーカンジャズ演奏会（星に願いをこめて）」

ケイコ＆フレンズ
ジャズ

ジャズピアニスト、ケイコ・マクナマラさんの演奏。スウェーデン
はもとより、ゆかりの深いラトヴィアの曲なども披露

スウェーデ
ン

ホール 4月6日

8 「地球。その豊かないとなみよ」　コール・フロイデ 合唱
いのちの賛歌「地球。その豊かないとなみよ」をテーマに地球
上に共に生きてきたすべての生き物に愛を込めて心のハーモ
ニーで歌う

名古屋市 ホール 4月6日

9
「愛・地球博　吹奏楽コンサート」
愛知県大学・職場・一般吹奏楽連盟

吹奏楽
愛知県在住のアマチュア選抜メンバーにより国内トップクラス
の演奏を披露

愛知県各地 ホール 4月9日

10 「日本のきものの歳時季」　華乃会 着付ショー
日本の伝統行事を着物に現わし、着物を着る楽しみ方を表現
する着付けショー

名古屋市 ホール 4月11日

11
「秀明太鼓～地球～自然の詩『水』」

ＮＰＯ法人秀明インターナショナル　秀明太鼓
太鼓

自然を愛する心、世界平和を祈る心で「～地球～自然の詩
『水』」と題した和太鼓演奏を実施

滋賀県 ホール 4月11日

12 「高野弘フォト・コンサート」　高野弘 音楽＆映像
「水」をテーマに、水辺の自然環境の大切さや国内外の水辺
の旅と感動を写真とオリジナル曲の弾き語りで伝える

大阪府 ホール 4月13日

13
「EXPO Beauty Festa Japan」
名古屋美容専門学校

ヘアショー
美容専門学校の生徒たちによる愛・地球博にちなんだ企画や
ヘアースタイリングショーを開催

名古屋市 ホール 4月13日

14
「講談、その素晴らしき話芸」
講談協会　田辺一鶴一門

講談
500年の歴史を誇る伝統芸能「講談」の公演を通し、話芸の素
晴らしさを伝える

名古屋市 ホール 4月13日

15
「日本・デンマーク青年交歓コンサート」

安城学園高校吹奏楽部
吹奏楽

安城市の姉妹都市であるデンマークのコリング市の音楽学校
とのジョイントコンサート

安城市 ホール 4月17日

16
「ルジェク・シャバカ＆メイプル弦楽四重奏団」

メイプル弦楽四重奏団
室内楽

チェコよりピアニスト、ルジェク・シャバカさんを招きチェコの作
曲家ドヴォルザークの五重奏曲を演奏する

名古屋市 ホール 5月25日

17
「コリアンワールドフェスティバル」

教育文化ジャーナル　コリアンワールド
民族舞踊他

「サムルノリ」や歌唱などの韓国の伝統芸能や日本の太鼓と
の競演など文化交流公演を通してアジアの平和をアピールす
る

大阪府 ホール 6月1日

18
「環境に愛を！（INENVIRONMENT LOVE）」

振脳（Shin-no）京都支部
パフォーマンス

環境に愛を！「INENVIRONMENT　LOVE」をテーマに「静」を
アートで「動」をパフォーマンスで表現

京都府 ホール 6月2日

19
「エコトークセッション」

環境パートナーシップ・CLUB
環境フォーラム

子供たちと企業のトップや環境担当者が共に話し合い、未来
への12の環境メッセージを宣言する

常滑市など ホール他 6月6日

20 「日本舞踊」　名寿会 日本舞踊
古典日本舞踊、創作日本舞踊を博覧会会場で日本を始め世
界の人々に広くアピール

名古屋市 ホール 6月7日

21 「世界真珠婚式 in EXPO」　鳥羽市観光協会 結婚
「世界真珠婚式」を開催。国内外の真珠婚（結婚30年）カップ
ルが出演する楽しいステージを展開

三重県 ホール 6月11日

22 ジャパン・アートムーブ・プロジェクト２００５委員会 セレモニー プロジェクトの活動紹介と入賞作品の表彰式を実施 名古屋市 ホール 6月11日

23
「エール大学男声合唱団ウィフェンプーフス」

電気事業連合会
合唱

エール大学男声合唱団「ウィフェンプーフス」によるアカペラ合
唱の公演。コーラスを通じてさまざまな交流をはかる

アメリカ ホール 6月13日

24 「歌のメッセージ」　高山少年少女合唱団 合唱
自然の美しさ、平和の尊さをテーマに「人の心に響く」選曲で
観客と心の交流をはかる

岐阜県 ホール 6月26日

25 「日本の四季」　瀬戸市文化協会洋楽１部 洋楽
「日本の四季」をテーマに地元オーケストラ、合唱団などが公
演

瀬戸市 ホール 6月26日

26
「森からのメッセージ」

子どものためのクラシック演奏グループMUSIC　BOX
合奏

「森からのメッセージ」と題してストーリー仕立ての演劇なども
交えたクラシックコンサート

三重県 ホール 6月26日

27 「少年少女合唱」　トゥモローズ少年少女合唱団 合唱 「地球」をテーマにした曲を集めて合唱する 津島市 ホール 6月26日

28 「合唱」　モーツァルト200合唱団 合唱＆交響楽
日本の合唱曲をはじめアカペラ、モーツァルトやヘンデルの作
品を披露する

名古屋市 ホール 6月26日

29
「体創と笑顔の発表交流会」
NPO法人　けんこうのわ碧の木

健康体操
幼児から高齢者の15団体がそれぞれの健康づくり方法、ダン
ス、創作実技などを発表する

碧南市 ホール 6月27日

30 「ダンスと音楽で創るゆーとぴあ『ユートピアン』」
オープンセサミ（Dance Workこかチ＋越智章仁＋新倉壮朗）

総合芸能
ダウン症の音楽家による演奏や知的障害者と健常者合同の
オリジナルモダンダンスの公演

西尾市 ホール 7月2日

31
「自然の叡智のヒーリング」
意識波動医学研究会

シンポジウ
ム

「地球の波動を感じて祭れ！」をサブテーマに多彩なゲストを
招き、講演・歌・実演を通して意識波動医学の紹介を行う

春日井市 ホール 7月3日

32
「ふれ愛コンサート　Music is Borderless!」

大府市民吹奏楽団
吹奏楽

「Music is Borderless!!」をテーマに吹奏楽で世界の人々と言葉
なしでもふれあうことのできる素晴らしさをアピールする

大府市 ホール 7月3日

33
「ギターオーケストラ」

名古屋市民ギターオーケストラ
合奏

さまざまな種類のギターのみで構成された珍しいギターオーケ
ストラ（クラシック）。指揮者の解説つきで演奏する

名古屋市 ホール 7月3日

34
「ナゴヤディレクターズバンドExpo in Brass」

ナゴヤディレクターズバンド
交響楽

名古屋の音楽指導者たちが集まった吹奏楽バンド。「吹奏楽
による世界の響き」をテーマに公演

名古屋市 ホール 7月3日

35
Alliance Francophone及び

AssosiacionFranco-Japanaise de la Chanson
（愛・地球博パリ祭シャンソンフェスティバル）

シャンソン
フランス革命記念シャンソンフェスティバル。国内外及び地元
のシャンソン歌手が競演する。

フランス他 ホール 7月6日

36
「箏・尺八・日本舞踊ファンタジー」

財団法人　晃麗邦楽会
邦楽

数多くの海外公演経験を持つ同団体の箏・十七弦・尺八の演
奏と日本舞踊の公演

名古屋市 ホール 7月10日

37 「文楽を楽しむ」　大井文楽保存会 文楽
日本の伝統芸能「文楽」を来場者とともに楽しみ、文楽に対す
る理解を広める

岐阜県 ホール 7月10日

38
「愛・地球博和太鼓芸能祭り」

愛・地球博和太鼓・芸能まつり委員会
太鼓

同委員会に参加している180団体の中から選抜された団体の
和太鼓を中心としたプログラム

愛知県各地 ホール 7月10日

39
「エターナルダンス・永遠の舞」

環境会議所・社団法人日本WHO協会愛知支部
ダンス

創作ダンス「エターナルダンス・永遠の舞」を通じて大自然の
雄大な世界、生命の営みの世界など森羅万象の世界を表現

名古屋市 ホール 7月10日

40 「自然芸術祭」　自然交響楽団 総合
世界五大染料を使った「ファッションショー」をオープニングに、
愛をテーマの「音楽祭」、「映像祭」など多彩な自然芸術祭を開
催

京都府 ホール 7月17日
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41 「響け！！和太鼓2005」　尾張旭童太鼓 太鼓
わらべ組太鼓や旭合戦太鼓など太鼓演奏を中心に「泣いた赤
鬼」の朗読なども交え楽しいステージを展開

尾張旭市 ホール 7月24日

42 「愛・祈りの創型」　日本花架拳学会 武道
「アジアは一つ　世界は一つ　地球は一つ」をテーマに健身術
「飛天の舞・花架拳」の紹介、実演

東京都 ホール 7月24日

43
「Nature's Wisdom」

Asia America Symphony Association
（アジア・アメリカシンフォニーアソシエーション）

交響楽
ジャズピアニストでコンポーザーでもあるデビットベノアさんが
監督を務めるロサンゼルスのアジアアメリカユースシンフォ
ニーの演奏

アメリカ ホール 調整中

44
「陳政宇と愛知学泉大学オーケストラ」

愛知学泉大学オーケストラ
交響楽

中国の新進ピアニスト陳政宇と愛知学泉大学オーケストラの
ジョイントコンサート

豊田市 ホール 8月4日

45
「合同演奏（グループ別）」
愛知県少年少女合唱連盟

合唱 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県の少年少女合唱団の合唱 愛知県 ホール 8月6日

46
「緑のエコライフフェアー」
（社）国土緑化推進機構

ミュージカル
ミュージカル「葉っぱのフレディ」、ジョン・ギャスライトさんの講
演などを通して森林やエコライフの重要性をアピール

東京都 ホール 8月6日

47
「TAMIKICHI　ファンタジー」
創作オペラ「民吉」実行委員会

ミュージカル
「やきもの」の瀬戸にちなみ土と炎の素晴らしさをアピールする
エキスポのためのオリジナルミュージカルの公演

瀬戸市 ホール 8月15日

48
「サンドアニメーションと親子で楽しむ森の音楽会」

財団法人オーロラ基金財団
サンドアー
ト・音楽

ハンガリーのサンドペイントアーティスト、フェレンク・カーコさん
によるサンドアニメーションと音楽のコラボレーション

アメリカ ホール 8月19日

49
「吹奏楽の“わ！”～愛・地球・平和～」
愛知県ジュニア吹奏楽連絡協議会

吹奏楽
「We are the World」をテーマに子供たちが世界の音楽をリレー
演奏する

愛知県各地 ホール 8月20日

50
「ミュージカル西尾茶浪漫伝説」

西尾市教育委員会
演劇

抹茶生産量日本一の西尾市にちなんで作られたミュージカル
「西尾茶浪漫伝説」の公演

西尾市 ホール 8月20日

51 「バレエガラ公演」　豊田シティバレエ団 バレエ
バレエは言葉のいらない世界共通の芸術、子供から大人まで
楽しめるバレエを公演

豊田市 ホール 8月25日

52
「松本道子バレエ団　EXPOスペシャル」

松本道子バレエ団
バレエ

「愛・生きる」をテーマとした子供たちによるEXPOスペシャルバ
レエの公演

名古屋市 ホール 8月25日

53
「環境調和型の都市型風力発電システムの紹介」

大同工業大学
シンポジウム

都市型風力発電システムの紹介を通して地球温暖化防止・環
境保全の可能性を探るシンポジウムを開催

名古屋市 ホール 8月26日

54 「EXPO記念コンサート」　日本アコーディオン協会 アコーディオン
「JAAアコーディオンサマーフェスタ2005」のコンクール入賞者
の中から選抜したソロ・アンサンブル演奏など

東京都 ホール 9月11日

55
「全国大会公開シンポジウム」
日本計画行政学会中部支部

シンポジウム
愛・地球博のテーマである「環境」と共生する時代の行政のあ
るべき姿について一般客を交えて広く議論する

名古屋市 ホール 9月11日

56 「バレエ・コンサート」　松岡伶子バレエ団 バレエ
3歳～中学生までの団員によるバレエ・コンサート。博覧会に
相応しく日本をはじめ世界中の曲を集める

名古屋市 ホール 9月11日

57
「WAFCA 車いすバスケットボールアジア交流大会」
NPO法人アジア車いす交流センター（WAFCA）

スポーツ
東アジア、東南アジア6ヶ国が参加する「車いすバスケットボー
ルアジア交流大会」の最終順位決定戦を開催。

刈谷市 ドーム 5月31日

58
「よさこいにっぽんIZANAIミュージカル　STAR　NATION」

（有）スガジャズダンススタジオ
演劇＆民謡

愛と平和のメッセージを込めて創作したミュージカル「STAR
NATION」を公演。

高知県 ホール 6月10日

59
「第41回　大学バンドフェスティバル」

全日本学生吹奏楽連盟
吹奏楽

全国の大学・高等専門学校の選抜メンバーによる吹奏楽のコ
ンサート

愛知県他 ドーム 6月13日

60
「中日交響吹奏楽団コンサートin EXPO」

中日交響吹奏楽団
吹奏楽

名古屋を中心に活躍中の高校生から社会人までの吹奏楽
団。愛・地球博への思いを込めて演奏する

名古屋市 ドーム 6月13日

61 「二胡合奏」　日中文化協会 民族音楽
「自然との調和共存」と「世界平和」をテーマに中国の二胡奏
者「張濱」を中心に総勢200名の二胡合奏を実施

名古屋市 ドーム 6月13日

62 社団法人　大正琴協会 大正琴
名古屋発祥の楽器「大正琴」。異なる流派から選抜グループを
集め“わざ”を競う

愛知県 ドーム 6月23日

63 「オカリナで奏でる世界の曲」　（株）ライリスト社 オカリナ
「オカリナで奏でる世界の曲」と題してのアンサンブル。総勢
600名のオカリナ合奏によるギネスブックへの挑戦なども予定

名古屋市 ドーム 7月8日

64 「日本太鼓全国フェスティバル」　愛知県太鼓連盟 太鼓
日本各地より選抜された和太鼓団体による「日本太鼓全国
フェスティバル」を開催。

全国 ドーム 7月20日

65 「EARTHLING」
NPO法人岐阜県ニューダンス振興会D.D.プロモーション

ダンス
「EARTHLING」（地球人）のテーマをバレエ、モダンダンス、ヒッ
プホップ、フリースタイルとジャンルの異なるダンスで表現

岐阜県 ドーム 8月1日

66
「万博剣道フェスティバル」
財団法人全日本剣道連盟

剣道
伝統武道である剣道を様々なイベントを通じて楽しくわかりや
すく紹介する

全国 ドーム 8月31日

67 「日韓交流コンサート」　ファンクキッド ダンス
日本と韓国のコラボレーションコンサート。歌とダンスで日韓の
交流を計る

名古屋市 ドーム 8月31日

68
「CHORUS」

CHORUS ANGELUS, CHILDREN SINGING CHOIR
合唱

10～18歳の子供たちのコーラス。チェコの民俗音楽から教会
音楽まで幅広いレパートリーを披露する。

チェコ ドーム 9月7日

69
「KARATE EXPO 2005 STAGEⅠ～創造演武～」
国際女子空手道選手権大会実行委員会

女子空手
世界約70ヶ国が参加する女子空手世界選手権決勝の開会式
を演武なども交え演武祭として開催。

岐阜県 ドーム 9月7日

70 「源氏物語と仏教」　日本刺繍協会 刺繍＆音楽
「源氏物語と仏教」をテーマにした刺繍作品の展示とオリジナ
ルテーマ曲の公演

京都府 展示 9月16日

71
「エコ地図コンテスト発表会」

エコ地図作り実行委員会(中部電力)
コンテスト・シン
ポジウム

事前に公募した「エコ地図コンテスト」の入賞作品の発表会及
び参加者と環境専門家とのシンポジウムを開催

名古屋市 対話劇場 8月30日
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