
平成25（2013）年度　30公演 平成26（2014）年度　33公演 平成27（2015）年度　32公演

回数 開催日 開催地 出演演奏家 回数 開催日 開催地 出演演奏家 回数 開催日 開催地 出演演奏家

♯652 05/18 福島県相馬市  加藤 訓子 ♯682 04/26 静岡県菊川市  N響メンバーとなかまたち ♯715 05/24 滋賀県米原市  原田 節

♯653 05/26 山梨県笛吹市  モルゴーア・クァルテット ♯683 05/31 沖縄県名護市  工藤 重典 ♯716 06/13 茨城県常陸大宮市  加藤 訓子

♯654 07/13 長野県茅野市  古部 賢一 ♯684 06/07 宮崎県延岡市  花房 晴美・花房 真美 ♯717 06/14 広島県福山市  N響メンバーと日本のトップアーティスト

♯655 07/14 埼玉県ときがわ町  和谷 泰扶 ♯685 07/06 愛知県小牧市  原田 節 ♯718 06/17 高知県土佐清水市  ザ・チェンバーブラス

♯656 07/15 京都府舞鶴市  及川 浩治 ♯686 07/13 青森県むつ市  仲道 郁代 ♯719 06/21 山口県和木町  アミューズ・クインテット

♯657 08/18 岡山県井原市  フレッシュアーティスツ ♯687 07/21 香川県坂出市  ザ・チェンバーブラス ♯720 06/27 山形県鶴岡市  仲道 郁代

♯658 08/31 兵庫県洲本市  仲道 郁代 ♯688 08/10 福岡県小郡市  真知亜＠nakama. ♯721 09/05 千葉県君津市  中野 振一郎

♯659 09/07 北海道七飯町  真知亜＠nakama. ♯689 08/24 和歌山県橋本市  及川 浩治 ♯722 09/06 神奈川県三浦市  及川 浩治

♯660 09/08 山形県新庄市  N響メンバーと日本のトップアーティスト ♯690 08/31 滋賀県高島市  仲道 郁代 ♯723 09/13 静岡県沼津市  古部 賢一

♯661 09/10 北海道新十津川町  N響メンバーとなかまたち ♯691 09/15 山梨県韮崎市  N響メンバーと日本のトップアーティスト ♯724 09/25 青森県弘前市  なぎさブラスゾリステン

♯662 09/22 福岡県朝倉市  アミューズ・クインテット ♯692 09/27 福井県美浜町  加藤 訓子 ♯725 09/27 岡山県美作市  N響メンバーとなかまたち

♯663 10/05 鹿児島県奄美市  天羽 明惠 ♯693 10/04 石川県輪島市  須川 展也 ♯726 10/03 富山県富山市  天羽 明惠

♯664 10/12 福井県大野市  和谷 泰扶 ♯694 10/07 大分県中津市  真知亜＠nakama. ♯727 10/04 北海道鷹栖町  アミューズ・クインテット

♯665 10/14 熊本県御船町  池田 直樹 ♯695 10/30 北海道網走市  なぎさブラスゾリステン ♯728 10/10 岐阜県高山市  工藤 重典

♯666 10/20 千葉県旭市  磯部 周平 ♯696 11/08 大阪府岸和田市  なぎさブラスゾリステン ♯729 10/18 鹿児島県曽於市  ザ・チェンバーブラス

♯667 11/02 秋田県美郷町  天羽 明惠 ♯697 11/09 長野県高山村  磯部 周平 ♯730 11/02 島根県奥出雲町  和谷 泰扶

♯668 11/10 奈良県大淀町  須川 展也 ♯698 11/15 徳島県つるぎ町  池田 直樹 ♯731 11/07 佐賀県嬉野市  真知亜＠nakama.

♯669 11/17 新潟県津南町  アミューズ・クインテット ♯699 11/22 京都府綾部市  天羽 明惠 ♯732 11/19 岩手県盛岡市  須川 展也

♯670 12/01 岩手県一関市  花房 晴美・花房 真美 ♯700 11/30 秋田県能代市  天羽 明惠 ♯733 11/29 愛媛県八幡浜市  仲道 郁代

♯671 12/08 愛知県安城市  真知亜＠nakama. ♯701 12/07 山形県川西町  アミューズ・クインテット ♯734 11/29 福岡県飯塚市  花房 晴美・花房 真美

♯672 12/08 長崎県五島市  N響メンバーと日本のトップアーティスト ♯702 12/11 高知県四万十市  モルゴーア・クァルテット ♯735 12/03 新潟県胎内市  なぎさブラスゾリステン

♯673 12/15 栃木県足利市  及川 浩治 ♯703 12/13 栃木県下野市  中野 振一郎 ♯736 12/05 宮崎県日南市  池田 直樹

♯674 12/15 岐阜県東白川村  なぎさブラスゾリステン ♯704 12/14 千葉県多古町  フレッシュアーティスツ ♯737 12/13 東京都八丈町  加藤 訓子

♯675 01/11 徳島県小松島市  須川 展也 ♯705 01/17 長崎県西海市  池田 直樹 ♯738 12/19 兵庫県姫路市  モルゴーア・クァルテット

♯676 01/19 静岡県御殿場市  原田 節 ♯706 01/25 岩手県大船渡市  フレッシュアーティスツ ♯739 12/20 山梨県甲州市  磯部 周平

♯677 01/26 三重県志摩市  加藤 訓子 ♯707 02/08 山口県光市  N響メンバーとなかまたち ♯740 12/27 埼玉県富士見市  フレッシュアーティスツ

♯678 02/01 宮城県名取市  中野 振一郎 ♯708 02/08 熊本県長洲町  和谷 泰扶 ♯741 01/23 大分県九重町  須川 展也

♯679 02/01 宮崎県小林市  工藤 重典 ♯709 02/14 神奈川県小田原市  中野 振一郎 ♯742 01/30 愛知県東海市  古部 賢一

♯680 02/11 和歌山県御坊市  須川 展也 ♯710 02/22 富山県入善町  須川 展也 ♯743 02/07 沖縄県南城市  N響メンバーとなかまたち

♯681 03/02 山口県防府市  中野 振一郎 ♯711 02/22 奈良県大和高田市  古部 賢一 ♯744 02/13 石川県内灘町  N響メンバーと日本のトップアーティスト

 ♯712 02/28 兵庫県養父市  及川 浩治 ♯745 02/28 福井県若狭町  天羽 明惠

♯713 03/14 三重県御浜町  N響メンバーと日本のトップアーティスト ♯746 03/13 福島県国見町  真知亜＠nakama.

♯714 03/22 宮城県加美町  アミューズ・クインテット

平成25～29年度「地域住民のためのコンサート」（「三井住友海上文化財団 ときめくひととき」公演）開催実績



平成28（2016）年度　31公演 平成29（2017）年度　32公演予定

回数 開催日 開催地 出演演奏家 回数 開催日 開催地 出演演奏家

♯747 06/04 愛知県設楽町  アミューズ・クインテット ♯778 04/09 静岡県島田市  仲道 郁代

♯748 06/12 岩手県宮古市  仲道 郁代 ♯779 05/04 東京都東久留米市  真知亜＠nakama.

♯749 06/26 広島県神石高原町  工藤 重典 ♯780 05/07 鳥取県琴浦町  中野 振一郎

♯750 07/03 福井県おおい町  真知亜＠nakama. ♯781 05/27 山梨県大月市  なぎさブラスゾリステン

♯751 07/10 兵庫県市川町  和谷 泰扶 ♯782 06/10 福島県西郷村  なぎさブラスゾリステン

♯752 07/17 高知県須崎市  フレッシュアーティスツ ♯783 06/11 広島県世羅町  フレッシュアーティスツ

♯753 08/06 岐阜県大野町  中野 振一郎 ♯784 06/25 千葉県勝浦市  和谷 泰扶

♯754 08/07 宮城県白石市  N響メンバーと日本のトップアーティスト ♯785 07/02 北海道中標津町  仲道 郁代

♯755 08/11 岡山県倉敷市  N響メンバーと日本のトップアーティスト ♯786 07/09 三重県伊勢市  花房 晴美・花房 真美

♯756 08/20 栃木県高根沢町  須川 展也 ♯787 08/01 山口県下関市  N響メンバーとなかまたち

♯757 08/20 和歌山県紀の川市  天羽 明惠 ♯788 08/11 宮崎県門川町  N響メンバーと日本のトップアーティスト

♯758 09/04 福岡県大刀洗町  モルゴーア・クァルテット ♯789 08/19 栃木県鹿沼市  工藤 重典

♯759 09/10 佐賀県基山町  須川 展也 ♯790 09/02 大分県国東市  アミューズ・クインテット

♯760 09/11 三重県紀北町  仲道 郁代 ♯791 09/10 佐賀県佐賀市  天羽 明惠

♯761 09/17 長崎県平戸市  原田 節 ♯792 09/17 愛媛県四国中央市  磯部 周平

♯762 09/22 群馬県みどり市  花房 晴美・花房 真美 ♯793 09/18 大阪府貝塚市  古部 賢一

♯763 09/27 北海道長万部町  アミューズ・クインテット ♯794 09/24 富山県砺波市  ザ・チェンバーブラス

♯764 10/09 滋賀県愛荘町  加藤 訓子 ♯795 09/24 熊本県宇土市  N響メンバーと日本のトップアーティスト

♯765 10/17 京都府京丹後市  なぎさブラスゾリステン ♯796 10/07 鹿児島県志布志市  N響メンバーとなかまたち

♯766 10/20 富山県氷見市  加藤 訓子 ♯797 10/11 北海道小清水町  モルゴーア・クァルテット

♯767 10/23 山口県萩市  ザ・チェンバーブラス ♯798 10/15 新潟県糸魚川市  池田 直樹

♯768 10/27 石川県白山市  及川 浩治 ♯799 11/05 兵庫県香美町  及川 浩治

♯769 11/06 北海道美瑛町  ザ・チェンバーブラス ♯800 11/11 岐阜県岐南町  加藤 訓子

♯770 11/06 熊本県南小国町  古部 賢一 ♯801 11/18 秋田県北秋田市  池田 直樹

♯771 11/15 秋田県鹿角市  なぎさブラスゾリステン ♯802 11/19 奈良県三郷町  真知亜＠nakama.

♯772 11/20 埼玉県越生町  N響メンバーとなかまたち ♯803 11/22 京都府宮津市  須川 展也

♯773 11/23 大分県日田市  天羽 明惠 ♯804 12/03 高知県香南市  天羽 明惠

♯774 12/10 奈良県御所市  池田 直樹 ♯805 01/21 和歌山県有田市  須川 展也

♯775 01/19 島根県雲南市  磯部 周平 ♯806 01/27 茨城県取手市  原田 節

♯776 02/25 静岡県掛川市  磯部 周平 ♯807 02/04 埼玉県宮代町  アミューズ・クインテット

♯777 03/19 鹿児島県徳之島町  池田 直樹 ♯808 02/18 岡山県勝央町  ザ・チェンバーブラス

♯809 02/24 滋賀県守山市  福川 伸陽


