
公演回 都道府県 市町村 出演演奏家

1    900 福井県 美浜町   令和3年5月1日(土) 14:00   美浜町生涯学習センター なびあす (473席)   須川 展也（サクソフォン）、小柳 美奈子（ピアノ）

2    901 岩手県 大槌町   令和3年5月16日(日) 14:00   大槌町文化交流センター 多目的ホール (136席)   加藤 訓子（パーカッション）

3    873※ 青森県 むつ市
  令和3年6月6日(日)

  令和4年度予定

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）

4    902 京都府 八幡市
  令和3年6月13日(日)

  令和4年度予定

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）

5    903 神奈川県 座間市   令和3年6月26日(土) 14:00   ハーモニーホール座間 (1310席)   鐵 百合奈（ピアノ）

6    904 東京都 町田市   令和3年6月27日(日) 14:30   町田市民ホール (862席)   成田 達輝（ヴァイオリン）、石川 武蔵（ピアノ）

7    905 大阪府 茨木市   令和3年7月14日(水) 19:00   茨木市市民総合センター（クリエイトセンター）センターホール (426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）

8    906 宮崎県 延岡市   令和3年7月25日(日) 14:00   延岡総合文化センター 大ホール (1312席)   藤木 大地（カウンターテナー）、徳永 真一郎（ギター）

9    871※ 北海道 増毛町   令和3年8月16日(月) 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）

10    907 福島県 郡山市
  令和3年9月5日(日)

  令和4年2月26日(土)

14:00

14:00
  けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） (806席)   及川 浩治（ピアノ）

11    908 千葉県 旭市
  令和3年9月11日(土)

  中止

14:00
  いいおかユートピアセンター 潮騒ホール (1000席)   中嶋 彰子（ソプラノ）、斉藤 雅昭（ピアノ）

12    890※ 愛媛県 新居浜市   令和3年9月14日(火) 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）

13    874※ 山形県 天童市   令和3年9月19日(日) 14:00   天童市市民文化会館 (1110席)   及川 浩治（ピアノ）

14    909 長崎県 長崎市   令和3年9月26日(日) 14:00   長崎市チトセピアホール (500席)   成田 達輝（ヴァイオリン）、萩原 麻未（ピアノ）

15    910 静岡県 富士市   令和3年9月29日(水) 18:30   富士市文化会館 ロゼシアター 小ホール (326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）

16    869※ 福岡県 大野城市   令和3年10月3日(日) 14:00   大野城まどかぴあ (798席)   加藤 訓子（パーカッション）

17    911 石川県 内灘町
  令和3年10月10日(日)

  中止

14:00
  内灘町文化会館 (925席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

18    912 栃木県 那須町
  令和3年10月16日(土)

  令和4年度予定

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）

19    891※ 香川県 宇多津町   令和3年10月23日(土) 14:00   ユープラザうたづ ハーモニーホール (624席)   なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器）

20    877※ 京都府 木津川市   令和3年10月24日(日) 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）

21    913 広島県 三原市   令和3年10月31日(日) 15:00   三原市芸術文化センター ポポロ (1209席)   古部 賢一（オーボエ）、加藤 昌則（ピアノ）

22    868※ 茨城県 日立市   令和3年11月7日(日) 14:00   日立シビックセンター 音楽ホール (825席)   吉野 直子（ハープ）

23    914 北海道 鷹栖町   令和3年11月12日(金) 19:00   たかすメロディーホール (499席)   工藤 重典、岩佐 和弘、南 加奈子、吉田 杏奈（フルート）

24    879※ 広島県 神石高原町   令和3年11月14日(日) 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）

25    880※ 福井県 勝山市   令和3年11月20日(土) 14:00   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）

26    889※ 熊本県 長洲町   令和3年11月23日(火祝) 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）

27    892※ 三重県 鈴鹿市   令和3年11月25日(木) 18:30   イスのサンケイホール鈴鹿（鈴鹿市民会館） (1268席)   モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

28    870※ 秋田県 大仙市
  令和3年11月28日(日)

  令和4年度予定

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）

29    915 秋田県 秋田市   令和3年12月3日(金) 18:30   秋田市文化会館 大ホール (1188席)   モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

30    916 三重県 名張市   令和3年12月4日(土) 14:00   adsホール (714席)   仲道 郁代（ピアノ）

31    917 滋賀県 近江八幡市   令和3年12月5日(日) 14:00   近江八幡市文化会館 大ホール (1130席)   吉野 直子（ハープ）、池松 宏（コントラバス）

32    882※ 宮崎県 小林市   令和3年12月11日(土) 18:00   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）

33    918 山形県 山形市   令和3年12月12日(日) 14:00   山形テルサ テルサホール (806席)   原田 節（オンド・マルトノ）、石岡 久乃（ピアノ）

34    919 鳥取県 米子市   令和3年12月19日(日) 14:00   米子市文化ホール (672席)
  三浦 一馬（バンドネオン）、塩田 脩（ヴァイオリン）、

  山中 惇史（ピアノ）

35    920 兵庫県 神河町   令和4年1月16日(日) 14:00   グリンデルホール (402席)   カルテット・アマービレ（弦楽四重奏）、竹澤 勇人（ピアノ）

36    921 福岡県 中間市
  令和4年1月23日(日)

  令和4年度予定

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）

37    922 埼玉県 秩父市   令和4年1月29日(土) 14:00   秩父宮記念市民会館 (1007席)   三浦 一馬（バンドネオン）、大萩 康司（ギター）

38    923 愛知県 西尾市   令和4年1月30日(日) 14:00   西尾市文化会館 大ホール (1217席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

39    924 青森県 八戸市
  令和4年2月6日(日)

  令和4年度予定

13:00
  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）

40    897※ 群馬県 邑楽町   令和4年2月11日(金祝) 14:00   邑楽町中央公民館 (485席)   仲道 郁代（ピアノ）

41    925 長野県 伊那市
  令和4年2月19日(土)

  令和4年度予定

14:00
  ニシザワいなっせホール (300席)

  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）

42    926 群馬県 千代田町   令和4年2月20日(日) 14:00   コスメニスト千代田町プラザ（ホール） (650席)   吉野 直子（ハープ）、池松 宏（コントラバス）

43    927 山口県 光市   令和4年2月27日(日) 15:00   光市民ホール (886席)   カルテット・アマービレ（弦楽四重奏）、竹澤 勇人（ピアノ）

44    928 茨城県 ひたちなか市   令和4年3月6日(日) 14:00   ひたちなか市文化会館 小ホール (399席)   藤木 大地（カウンターテナー）、加羽沢 美濃（ピアノ）

45    929 新潟県 妙高市
　令和4年3月6日(日)

　令和4年度予定

14:00
  妙高市文化ホール (1012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）

46    930 岡山県 新見市   令和4年3月13日(日) 14:00   新見文化交流館（まなび広場にいみ） 大ホール (1001席)   仲道 郁代（ピアノ）

47    885※ 鹿児島県 中種子町
  令和4年3月19日(土)

  令和4年度予定

14:00
  種子島こり～な (675席)   ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

48    867※ 福岡県 宮若市   令和4年度予定   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）

※令和元～2年度延期分

公益財団法人 三井住友海上文化財団

令和３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〔４８公演〕

日程 会場（客席数）


