
令和2年6月9日現在

公演回 都道府県 市町村 出演演奏家

868
※3

茨城県 日立市
　令和2年6月3日(水)
　令和3年2月28日(日)

18:30
  日立シビックセンター　音楽ホール  (825席)   吉野 直子（ハープ）

869
※3

福岡県 大野城市
　令和2年6月27日(土)
　調整中

14:00
  大野城まどかぴあ  (798席)   加藤 訓子（パーカッション）

870
※3

秋田県 大仙市
　令和2年7月1日(水)
　令和3年度

18:30
  大曲市民会館  (1004席)   モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

871
※3

北海道 増毛町
　令和2年7月21日(火)
　令和3年度

19:00
  増毛町文化センター　大ホール  (350席)   ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

872 兵庫県 相生市   令和2年9月13日(日) 14:00   相生市文化会館　扶桑電通なぎさホール  (602席)   及川 浩治（ピアノ）

873
※3

青森県 むつ市
　令和2年9月20日(日)
　令和3年度

14:00
  下北文化会館　大ホール  (1186席)   なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器）

874
※3

山形県 天童市
　令和2年9月26日(土)
　令和3年度

14:00
  天童市市民文化会館  (1110席)   及川 浩治（ピアノ）

875 埼玉県 三芳町   令和2年10月3日(土) 14:00   三芳町文化会館　コピスみよし  (497席)   仲道 郁代（ピアノ）

876 大分県 竹田市   令和2年10月3日(土) 18:00   竹田市総合文化ホール　グランツたけた  (713席)   中嶋 彰子（ソプラノ）、古賀 美代子（ピアノ）

877 京都府 木津川市
　令和2年10月11日(日)
　令和3年度

14:00
  木津川市加茂文化センター  (500席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

878 愛知県 岡崎市   令和2年10月31日(土) 15:00   岡崎市シビックセンター　コンサートホール　コロネット  (425席)   古部 賢一（オーボエ）、鈴木 大介（ギター）

※4 宮城県 蔵王町   令和2年11月8日(日) 14:00   蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）  (455席)   邦楽四重奏団（箏、三絃、十七絃、尺八）

879 広島県 神石高原町   令和2年11月14日(土) 13:30   さんわ総合センター　やまなみ文化ホール  (400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）

880
※3

福井県 勝山市
　令和2年11月21日(土)
　令和3年度

18:30
  勝山市民会館  (693席)

  須川 展也、山田 忠臣、國末 貞仁、福井 健太、神保 佳祐（サクソフォン）、
　小柳 美奈子（ピアノ）

881 山梨県 南アルプス市   令和2年11月23日(月祝) 14:00   桃源文化会館  (730席)   須川 展也（サクソフォン）、小柳 美奈子（ピアノ）

882 宮崎県 小林市   令和2年12月5日(土) 14:00   小林市文化会館  (1114席)
  齋藤 真知亜、横島 礼理（ヴァイオリン）、
　坂口 弦太郎（ヴィオラ）、村井 将（チェロ）

883 長野県 安曇野市   令和2年12月6日(日) 14:00   安曇野市豊科公民館  (600席)   古部 賢一（オーボエ）、加藤 昌則（ピアノ）

884 広島県 熊野町   令和2年12月13日(日) 13:30   熊野町民会館　ふでりんホール  (656席)   原田 節（オンド・マルトノ）、石岡 久乃（ピアノ）

885 鹿児島県 中種子町   令和2年12月19日(土) 14:00   種子島こり～な  (675席)   ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

886 東京都 青梅市   令和2年12月20日(日) 14:00   ネッツたまぐーセンター　多目的ホール  (271席)   加藤 訓子（パーカッション）

887 北海道 中札内村   令和3年1月17日(日) 13:30   中札内文化創造センター  (487席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

888 大阪府 八尾市   令和3年1月17日(日) 14:00   八尾市文化会館　プリズムホール　小ホール  (390席)   工藤 重典、飯島 諒、白戸 美帆、瀧本 実里（フルート）

867
※2

福岡県 宮若市   令和3年1月23日(土) 14:00   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）

889 熊本県 長洲町   令和3年1月24日(日) 14:00   ながす未来館  (600席)   小川 恭子（ヴァイオリン）、原嶋 唯（ピアノ）

890 愛媛県 新居浜市   令和3年1月29日(金) 18:30   新居浜市市民文化センター　大ホール  (1163席)   なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器）

891 香川県 宇多津町   令和3年1月31日(日) 14:00   ユープラザうたづ  (624席)   なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器）

892 三重県 鈴鹿市   令和3年1月31日(日) 14:00   鈴鹿市文化会館　けやきホール  (500席)   モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

893 福島県 伊達市   令和3年1月31日(日) 15:00   伊達市ふるさと会館　MDDホール  (504席)   仲道 郁代（ピアノ）

894 岩手県 奥州市   令和3年2月7日(日) 14:00   奥州市文化会館（Zホール）　中ホール  (504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）

865
※2

愛知県 あま市   令和3年2月14日(日) 14:00   あま市美和文化会館  (705席)   原田 節（オンド・マルトノ）、石岡 久乃（ピアノ）

895 千葉県 流山市   令和3年2月20日(土) 14:00   スターツおおたかの森ホール  (506席)   吉野 直子（ハープ）、池松 宏（コントラバス）

896 岐阜県 多治見市   令和3年2月23日(火祝) 14:00   バロー文化ホール（多治見市文化会館）　小ホール  (394席)   藤木 大地（カウンターテナー）、ピアノ

897 群馬県 邑楽町   令和3年2月28日(日) 14:00   邑楽町中央公民館  (485席)   仲道 郁代（ピアノ）

898 徳島県 美馬市   令和3年3月6日(土) 14:00   美馬市地域交流センターミライズ  (501席)   藤木 大地（カウンターテナー）、徳永 真一郎（ギター）

899 奈良県 大和高田市   令和3年3月20日(土) 15:00   大和高田さざんかホール　小ホール  (236席)   福川 伸陽（ホルン）、長原 幸太（ヴァイオリン）、津田 裕也（ピアノ）

公益財団法人 三井住友海上文化財団

令和２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）開催地〔３５公演※1〕

日程 会場（客席数）

※1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和元年度から令和2年度に延期した2公演を含む
※2 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和元年度から令和2年度に延期
※3 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期予定
※4 邦楽（和楽器）公演、他はクラシックコンサート


