
都道府県 市町村 会場（客席数） 出演者

♯778 静岡県 島田市 ※ 平成29年4月9日 （日） 　島田市民総合施設 プラザおおるり（661席） 　仲道 郁代（ピアノ）

♯779 東京都 東久留米市 ※ 平成29年5月4日 （木祝） 　東久留米市立生涯学習センター（500席） 　齋藤 真知亜（ヴァイオリン）、坂口 弦太郎（ヴィオラ）、宮坂 拡志（チェロ）、安宅 薫（ピアノ）

♯780 鳥取県 琴浦町 ※ 平成29年5月7日 （日） 　琴浦町カウベルホール（446席） 　中野 振一郎（チェンバロ）

♯781 山梨県 大月市 平成29年5月27日 （土） 　大月市民会館（757席） 　なぎさブラスゾリステン（金管・打楽器アンサンブル）

♯782 福島県 西郷村 ※ 平成29年6月10日 （土） 　西郷村文化センター（300席） 　なぎさブラスゾリステン（金管・打楽器アンサンブル）

♯783 広島県 世羅町 ※ 平成29年6月11日 （日） 　世羅町せらにしタウンセンター つばきホール（303席） 　フレッシュアーティスツ（ピアノデュオ）

♯784 千葉県 勝浦市 ※ 平成29年6月25日 （日） 　勝浦市芸術文化交流センター（826席） 　和谷 泰扶（クロマティック・ハーモニカ）、菊地 知也（チェロ）、荒尾 岳児（ピアノ）

♯785 北海道 中標津町 ※ 平成29年7月2日 （日） 　中標津町総合文化会館 しるべっとホール（677席） 　仲道 郁代（ピアノ）

♯786 三重県 伊勢市 ※ 平成29年7月9日 （日） 　伊勢市観光文化会館 大ホール（1,200席） 　花房 晴美・花房 真美（ピアノデュオ）

♯787 山口県 下関市 平成29年8月1日 （火） 　下関市生涯学習プラザ 海のホール（805席） 　山口 裕之（ヴァイオリン）、川﨑 和憲（ヴィオラ）、木越 洋（チェロ）、佐川 裕昭（コントラバス）、広海 滋子（ピアノ）

♯788 宮崎県 門川町 ※ 平成29年8月11日 （金祝） 　門川町総合文化会館（650席） 　永峰 高志（ヴァイオリン）、五郎部 俊朗（テノール）、菅原 潤（フルート）、三木 香代（ピアノ）

♯789 栃木県 鹿沼市 平成29年8月19日 （土） 　鹿沼市民文化センター 小ホール（390席） 　工藤 重典、山内 豊瑞、梶川 真歩、東 佳音（フルート）、成田 有花（ピアノ）

♯790 大分県 国東市 ※ 平成29年9月2日 （土） 　武蔵セントラルホール（510席） 　アミューズ・クインテット（木管五重奏）

♯791 佐賀県 佐賀市 ※ 平成29年9月10日 （日） 　佐賀市立東与賀文化ホール（500席） 　天羽 明惠（ソプラノ）、鈴木 大介（ギター）

♯792 愛媛県 四国中央市 ※ 平成29年9月17日 （日） 　四国中央市土居文化会館（513席） 　磯部 周平（クラリネット）、川﨑 和憲（ヴィオラ）、鈴木 慎崇（ピアノ）

♯793 大阪府 貝塚市 ※ 平成29年9月18日 （月祝） 　貝塚市民文化会館 中ホール（483席） 　古部 賢一（オーボエ）、鈴木 大介（ギター）

♯794 富山県 砺波市 ※ 平成29年9月24日 （日） 　砺波市文化会館（1,196席） 　ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

♯795 熊本県 宇土市 ※ 平成29年9月24日 （日） 　宇土市民会館 大ホール（729席） 　永峰 高志（ヴァイオリン）、五郎部 俊朗（テノール）、菅原 潤（フルート）、三木 香代（ピアノ）

♯796 鹿児島県 志布志市 平成29年10月7日 （土） 　志布志市文化会館（995席） 　山口 裕之（ヴァイオリン）、川﨑 和憲（ヴィオラ）、木越 洋（チェロ）、佐川 裕昭（コントラバス）、広海 滋子（ピアノ）

♯797 北海道 小清水町 平成29年10月11日 （水） 　小清水町多目的研修集会施設 愛ホール（308席） 　モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

♯798 新潟県 糸魚川市 ※ 平成29年10月15日 （日） 　青海総合文化会館（506席） 　池田 直樹（バス・バリトン）、菊地 美奈（ソプラノ）、飯田 俊明（ピアノ）

♯799 兵庫県 香美町 ※ 平成29年11月5日 （日） 　香美町立香住区中央公民館 文化ホール（712席） 　及川 浩治（ピアノ）

♯800 岐阜県 岐南町 ※ 平成29年11月11日 （土） 　岐南町中央公民館 講堂（300席） 　加藤 訓子（パーカッション）

♯801 秋田県 北秋田市 ※ 平成29年11月18日 （土） 　北秋田市文化会館（604席） 　池田 直樹（バス・バリトン）、菊地 美奈（ソプラノ）、飯田 俊明（ピアノ）

♯802 奈良県 三郷町 ※ 平成29年11月19日 （日） 　三郷町文化センター 文化ホール（410席） 　齋藤 真知亜（ヴァイオリン）、嵯峨 治彦（馬頭琴・喉歌）、安宅 薫（ピアノ）

♯803 京都府 宮津市 平成29年11月22日 （水） 　みやづ歴史の館 文化ホール（286席） 　須川 展也、山田 忠臣、國末 貞仁、福井 健太、上野 耕平（サクソフォン）、小柳 美奈子（ピアノ）

♯804 高知県 香南市 ※ 平成29年12月3日 （日） 　香南市のいちふれあいセンター サンホール（509席） 　天羽 明惠（ソプラノ）、上原 正敏（テノール）、青山 貴（バリトン）、古藤田 みゆき（ピアノ）、村上 信夫（ナビゲーター）　

♯805 和歌山県 有田市 ※ 平成30年1月21日 （日） 　有田市民会館 紀文ホール（699席） 　トルヴェール・クヮルテット（サクソフォン四重奏）、小柳 美奈子（ピアノ）

♯806 茨城県 取手市 ※ 平成30年1月27日 （土） 　取手市立市民会館（1,100席） 　原田 節、久保 智美（オンド・マルトノ）、石岡 久乃（ピアノ）

♯807 埼玉県 宮代町 ※ 平成30年2月4日 （日） 　宮代町コミュニティセンター進修館（430席） 　アミューズ・クインテット（木管五重奏）

♯808 岡山県 勝央町 ※ 平成30年2月18日 （日） 　勝央文化ホール（666席） 　ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

♯809 滋賀県 守山市 ※ 平成30年2月24日 （土） 　守山市民ホール 小ホール（300席） 　福川 伸陽（ホルン）、長原 幸太（ヴァイオリン）、田村 響（ピアノ）

平成29年9月17日に開催を予定していた愛媛県四国中央市におけるコンサートは、台風18号の影響により平成30年度に延期としています。

千葉県 君津市 ※ 平成30年1月20日 （土） 　君津市民文化ホール 中ホール（502席） 　坂田 美子（琵琶）、坂田 梁山（尺八）、稲葉 美和（箏）

山口県 萩市 ※ 平成30年3月11日 （日） 　萩市民館 大ホール（889席） 　AUN & HIDE（和太鼓、津軽三味線、篠笛、鳴り物）

※千葉県君津市および山口県萩市におけるコンサートは、平成29年度（2017年度）「三井住友海上文化財団ときめくひととき」公演の追加分として、本年9月に開催が決定しました。

公益財団法人　三井住友海上文化財団
平成２９年度「地域住民のためのコンサート」開催予定表（３２公演）

開催日 ※昼公演

邦楽
（和楽器）

公演


