
平成31年2月25日現在
都道府県 市町村 日程 開演時間 出演演奏家

839 岩手県 洋野町   平成31年4月28日(日) 14:00   洋野町民文化会館  (844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）

840 和歌山県 日高川町   2019年5月11日(土) 13:30   日高川交流センター  (504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）

841 京都府 城陽市   2019年6月2日(日) 14:00   文化パルク城陽　ふれあいホール  (400席)   モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

842 長野県 松川村   2019年6月15日(土) 14:00   松川村多目的交流センター　すずの音ホール  (250席)   なぎさブラスゾリステン（金管・打楽器アンサンブル）

843 山形県 新庄市   2019年6月16日(日) 14:00   新庄市民文化会館  (1034席)   磯部 周平（クラリネット） 、對馬 哲男、山川 絢子（ヴァイオリン）、鈴村 大樹（ヴィオラ）、福井 綾（チェロ）

844 北海道 奈井江町   2019年6月29日(土) 14:00   奈井江町文化ホール  (246席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

845 香川県 観音寺市   2019年8月17日(土) 14:00   観音寺市民会館　小ホール  (334席)   フレッシュアーティスツ（ピアノ三重奏）

846 静岡県 三島市   2019年8月18日(日) 16:00   三島市民文化会館　大ホール  (1202席)   ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

847 神奈川県 寒川町   2019年9月8日(日) 13:30   寒川町民センター  (851席)   天羽 明惠（ソプラノ）、上原 正敏（テノール）、バリトン、古藤田 みゆき（ピアノ）、朝岡 聡（ナビゲーター）

島根県 松江市   2019年9月14日(土) 14:00   松江市総合文化センター　プラバホール  (744席)   砂崎 知子、細川 真紀（箏）、熊沢 栄利子（箏、十七絃）、高畠 一郎（十七絃、三絃）

岡山県 真庭市   2019年9月21日(土) 19:00   真庭市久世エスパスセンター  (501席)   邦楽四重奏団（箏、三絃、十七絃、尺八）

848 奈良県 葛城市   2019年9月23日（月祝） 14:00   葛城市新庄文化会館  (717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）

849 茨城県 小美玉市   2019年10月5日(土) 14:00   小美玉市四季文化館みの～れ  (600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）

850 福井県 小浜市   2019年10月13日(日) 14:00   小浜市文化会館  (805席)   モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

851 佐賀県 鹿島市   2019年10月20日(日) 14:00   鹿島市生涯学習センター・エイブル　エイブルホール  (298席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

852 埼玉県 深谷市   2019年12月1日(日) 14:00   深谷市民文化会館　小ホール  (324席)   古部 賢一（オーボエ）、鈴木 大介（ギター）

853 北海道 大樹町   2019年12月8日(日) 14:30   大樹町生涯学習センター  (504席)   ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

854 高知県 本山町   2019年12月8日(日) 13:30   本山町プラチナセンター  (411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）

855 滋賀県 長浜市   2019年12月15日(日) 14:00   浅井文化ホール  (483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）

856 熊本県 玉名市   2019年12月15日(日) 15:00   玉名市民会館　ホール  (814席)   及川 浩治（ピアノ）

857 広島県 江田島市   2019年12月21日(土) 14:00   江田島市沖美ふれあいセンター  (367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）

814※ 山口県 岩国市   2020年1月25日(土) 14:00   周東文化会館（周東パストラルホール）  (500席)   花房 晴美、花房 真美（ピアノ）

858 大分県 豊後高田市   2020年1月26日(日) 14:00   豊後高田市中央公民館  (412席)   加藤 訓子（マリンバ）

859 兵庫県 加東市   2020年2月1日(土) 15:00   加東市東条文化会館コスミックホール  (574席)   福川 伸陽（ホルン） 、小林 沙羅（ソプラノ）、河野 紘子（ピアノ）

860 福島県 白河市   2020年2月2日(日) 15:00   白河文化交流館  (1104席)   工藤 重典（フルート）、工藤 セシリア（ピアノ）

861 三重県 四日市市   2020年2月9日(日) 14:00   四日市市文化会館　第2ホール  (593席)   中野 振一郎（チェンバロ）

862 大阪府 寝屋川市   2020年2月9日(日) 15:00   寝屋川市立地域交流センター　アルカスホール  (359席)   花房 晴美、花房 真美（ピアノ）

863 栃木県 茂木町   2020年2月11日（火祝） 14:00   茂木町民センター　別館ホール  (300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）

864 徳島県 藍住町   2020年2月24日（月祝） 14:00   藍住町総合文化ホール  (633席)   仲道 郁代（ピアノ）

865 愛知県 あま市   2020年2月29日(土) 14:00   あま市美和文化会館  (705席)   原田 節（オンド・マルトノ） 、ピアノ

866 群馬県 富岡市   2020年3月15日(日) 14:00   富岡市かぶら文化ホール  (1100席)   なぎさブラスゾリステン（金管・打楽器アンサンブル）

867 福岡県 宮若市   2020年3月15日(日) 13:30   マリーホール宮田  (300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）

※平成30年8月4日に開催予定であった第814回公演（開催地：山口県岩国市）は、「平成30年7月豪雨」（西日本豪雨）の影響により本年度に延期となりました。

公益財団法人 三井住友海上文化財団
平成３１（２０１９）年度「地域住民のためのコンサート」開催予定表（３２公演）

会場（客席数）


