
令和4年3月1日現在

公演回 都道府県 市町村 出演演奏家

931 岩手県 花巻市   令和4年5月8日(日) 14:00   花巻市文化会館  (1105席)   仲道 郁代(ピアノ)

932 和歌山県 和歌山市   令和4年5月21日(土) 14:00   和歌山城ホール 大ホール  (954席)   鐵 百合奈(ピアノ)

  873※ 青森県 むつ市   令和4年5月22日(日) 13:30   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)

933 東京都 清瀬市   令和4年5月28日(土) 14:00   清瀬けやきホール  (508席)   通崎 睦美(木琴)、松園 洋二(ピアノ)

934 秋田県 能代市   令和4年6月5日(日) 15:00   能代市文化会館 大ホール  (1181席)   及川 浩治(ピアノ)

935 山梨県 笛吹市   令和4年6月11日(土) 14:00   笛吹市スコレーセンター  (400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)

936 北海道 名寄市   令和4年6月19日(日) 14:00   名寄市民文化センター EN-RAYホール  (647席)   三浦 一馬(バンドネオン)、長富 彩(ピアノ)

  902※ 京都府 八幡市   令和4年6月19日(日) 14:00   八幡市文化センター 大ホール  (1210席)   ザ・チェンバーブラス(金管五重奏)

937 新潟県 小千谷市   令和4年6月25日(土) 14:00   小千谷市民会館  (478席)   アミューズ・クインテット(木管五重奏)

938 宮城県 大和町   令和4年7月10日(日) 14:00   まほろばホール(大和町ふれあい文化創造センター)  (702席)   工藤 重典、岩佐 和弘、吉田 杏奈(フルート)、長崎 麻里香(ピアノ)

939 栃木県 さくら市   令和4年7月16日(土) 14:00   さくら市氏家公民館ホール  (800席)   カルテット・アマービレ(弦楽四重奏)、ピアノ

940 福井県 越前市   令和4年7月17日(日) 14:00   越前市いまだて芸術館  (600席)   アミューズ・クインテット(木管五重奏)

941 岩手県 一戸町   令和4年7月24日(日) 14:00   一戸町コミュニティセンター  (200席)   福川 伸陽(ホルン)、小林 沙羅(ソプラノ)、河野 紘子(ピアノ)

  924※ 青森県 八戸市   令和4年7月26日(火) 18:30   八戸市公会堂 中ホール  (992席)   なぎさブラスゾリステン(金管五重奏、打楽器)

942 鹿児島県 西之表市   令和4年7月30日(土) 14:00   西之表市民会館  (434席)   須川 展也(サクソフォン)、小柳 美奈子(ピアノ)

943 沖縄県 名護市   令和4年8月13日(土) 18:30   名護市民会館 中ホール  (400席)   アミューズ・クインテット(木管五重奏)

944 静岡県 御殿場市   令和4年9月4日(日) 14:00   御殿場市民会館  (1153席)   通崎 睦美(木琴)、クァルテット・エクセルシオ(弦楽四重奏)

945 静岡県 御前崎市   令和4年9月19日(月祝) 14:00   御前崎市民会館  (697席)   工藤 重典(フルート)、工藤 セシリア(ピアノ)

946 熊本県 益城町   令和4年9月23日(金祝) 14:00   益城町文化会館  (517席)   ザ・チェンバーブラス(金管五重奏)

947 宮城県 角田市   令和4年9月24日(土) 14:00   かくだ田園ホール  (630席)   古部 賢一(オーボエ)、鈴木 大介(ギター)

948 広島県 大崎上島町   令和4年10月1日(土) 14:00   大崎上島文化センター ホール「神峰」  (366席)   古部 賢一(オーボエ)、加藤 昌則(ピアノ)

949 鳥取県 境港市   令和4年10月2日(日) 14:00   境港市民交流センター  (800席)   仲道 郁代(ピアノ)

  921※ 福岡県 中間市   令和4年10月10日(月祝) 14:00   中間市市民会館（なかまハーモニーホール）  (748席)   大萩 康司(ギター)、鈴木 大介(ギター)

  870※ 秋田県 大仙市   令和4年10月16日(日) 14:00   大曲市民会館  (1004席)   モルゴーア・クァルテット(弦楽四重奏)

950 島根県 大田市   令和4年10月22日(土) 18:30   大田市民会館  (1036席)   なぎさブラスゾリステン(金管五重奏、打楽器)

951 島根県 浜田市   令和4年11月6日(日) 14:00   石央文化ホール  (1152席)   及川 浩治(ピアノ)

952 愛知県 扶桑町   令和4年11月12日(土) 14:00   扶桑文化会館  (736席)   三浦 一馬(バンドネオン)、成田 達輝(ヴァイオリン)、ロー磨秀(ピアノ)

953 奈良県 大淀町   令和4年11月13日(日) 13:00   大淀町文化会館  (700席)   フレッシュアーティスツ：北川 千紗(ヴァイオリン)、鈴木 華重子(ピアノ)

954 京都府 舞鶴市   令和4年11月19日(土) 14:00   舞鶴市総合文化会館 大ホール  (1410席)   仲道 郁代(ピアノ)

955 兵庫県 市川町   令和4年11月20日(日) 14:00   市川町文化センター ひまわりホール  (650席)   大萩 康司(ギター)、江戸 聖一郎(フルート)

956 佐賀県 嬉野市   令和4年11月23日(水祝) 14:00   嬉野市社会文化会館リバティ  (463席)   藤木 大地(カウンターテナー)、ピアノ

  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)

958 福岡県 柳川市   令和4年11月29日(火) 19:00   柳川市民文化会館 水都やながわ  (803席)   宮田 大(チェロ)、ジュリアン・ジェルネ(ピアノ)

959 茨城県 鉾田市   令和4年12月3日(土) 14:00   鉾田市立大洋公民館  (308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)

960 大阪府 豊能町   令和4年12月4日(日) 14:00   豊能町立ユーベルホール  (505席)   吉野 直子(ハープ)、池松 宏(コントラバス)

961 愛知県 田原市   令和4年12月10日(土) 14:00   田原文化会館  (383席)   フレッシュアーティスツ：北川 千紗(ヴァイオリン)、鈴木 華重子(ピアノ)

962 滋賀県 彦根市   令和4年12月11日(日) 14:00   ひこね市文化プラザ エコーホール  (346席)   ザ・チェンバーブラス(金管五重奏)

963 神奈川県 茅ヶ崎市   令和4年12月17日(土) 14:00   茅ヶ崎市民文化会館  (1381席)   福川 伸陽(ホルン)、ピアノ

964 北海道 富良野市   令和5年1月15日(日) 14:00   富良野文化会館  (516席)   成田 達輝(ヴァイオリン)、萩原 麻未(ピアノ)

965 長崎県 佐世保市   令和5年1月23日(月) 13:00   アルカスSASEBO 中ホール  (500席)   藤木 大地(カウンターテナー)、松本 和将(ピアノ)

966 新潟県 長岡市   令和5年1月28日(土) 14:00   長岡リリックホール  (700席)   中嶋 彰子(ソプラノ)、ピアノ

  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)

  885※ 鹿児島県 中種子町   令和5年2月12日(日) 14:00   種子島こり～な  (675席)   ザ・チェンバーブラス(金管五重奏)

967 千葉県 君津市   令和5年2月23日(木祝) 14:00   君津市民文化ホール 中ホール  (502席)   三浦 一馬(バンドネオン)、大萩 康司(ギター)

968 東京都 西東京市   令和5年2月25日(土) 14:00   西東京市保谷こもれびホール メインホール  (662席)   原田 節(オンド・マルトノ)、ピアノ

969 福島県 国見町   令和5年2月26日(日) 14:00   国見町観月台文化センター  (500席)   古部 賢一(オーボエ)、加藤 昌則(ピアノ)

970 埼玉県 松伏町   令和5年3月12日(日) 14:00   田園ホール・エローラ(松伏町中央公民館 ホール)  (525席)   大萩 康司(ギター)、鈴木 大介(ギター)

971 大分県 大分市   令和5年3月12日(日) 14:00   コンパルホール 文化ホール  (500席)   成田 達輝(ヴァイオリン)、ピアノ

  912※ 栃木県 那須町   令和5年3月25日(土) 14:00   那須町文化センター  (1000席)   通崎 睦美(木琴)、松園 洋二(ピアノ)

972 香川県 丸亀市   令和5年3月26日(日) 14:00   丸亀市綾歌総合文化会館  (1086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)

  フレッシュアーティスツ：東 亮汰(ヴァイオリン)、

  ポローニア・クァルテット(弦楽四重奏)、亀井 聖矢(ピアノ)

  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）

※令和元～3年度延期分

公益財団法人 三井住友海上文化財団

令和４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

日程 会場

957 富山県 氷見市   令和4年11月27日(日) 14:00   氷見市芸術文化館  (800席)

  867※ 福岡県 宮若市   令和5年2月5日(日) 13:30   宮田文化センター  (579席)

  ニシザワいなっせホール  (300席)

  妙高市文化ホール  (1012席)

  915※ 長野県 伊那市   調整中

  929※ 新潟県 妙高市   調整中


