
令和5年3月現在

公演回 都道府県 市町村   日程 出演演奏家

  973 北海道 北斗市   2023/4/30(日)14:00   北斗市総合文化センター かなで～る (1000席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

  974 香川県 高松市   2023/5/6(土)14:00   高松国分寺ホール (459席)   吉野 直子（ハープ）、池松 宏（コントラバス）

  975 長崎県 南島原市   2023/5/7(日)14:00   南島原市ありえコレジヨホール (718席)   フレッシュアーティスツ：谷 昂登、稲積 陽菜（ピアノ）

  976 静岡県 袋井市   2023/6/4(日)15:00   袋井市月見の里学遊館 うさぎホール (363席)   モルゴーア・クァルテット（弦楽四重奏）

  977 愛媛県 四国中央市   2023/6/11(日)14:00   しこちゅ～ホール（四国中央市市民文化ホール） (1007席)   鐵 百合奈（ピアノ）

  978 埼玉県 北本市   2023/6/24(土)14:00   北本市文化センター ホール (726席)   吉野 直子（ハープ）

  979 千葉県 君津市   2023/6/24(土)14:00   君津市民文化ホール 中ホール (502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）

  980 鹿児島県 志布志市   2023/7/2(日)14:00   コミュニティセンター志布志市文化会館 (998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）

  981 兵庫県 佐用町   2023/7/9(日)14:00   スターシャワーの森音楽堂 (200席)   及川 浩治（ピアノ）

  982 山形県 尾花沢市   2023/7/29(土)14:00   尾花沢市文化体育施設サルナートコンベンションホール (392席)   通崎 睦美（木琴）、松園 洋二（ピアノ）

  983 佐賀県 基山町   2023/8/12(土)14:00   基山町民会館 (800席)   福川 伸陽（ホルン）、山中 惇史（ピアノ）

  984 岐阜県 瑞浪市   2023/8/19(土)16:00   瑞浪市総合文化センター (782席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

  985 高知県 土佐清水市   2023/8/20(日)18:30   土佐清水市立市民文化会館 くろしおホール (864席)   ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

  986 宮城県 角田市   2023/8/26(土)14:00   角田市市民センター 田園ホール (630席)   藤木 大地（カウンターテナー）、加羽沢 美濃（ピアノ）

  987 新潟県 見附市   2023/9/3(日)14:00   見附市文化ホール アルカディア (838席)   大萩 康司、鈴木 大介（ギター）

  988 京都府 宇治市   2023/9/9(土)14:00   宇治市文化会館 (1308席)   藤木 大地（カウンターテナー）、徳永 真一郎（ギター）

  989 沖縄県 宮古島市   2023/9/10(日)15:00   宮古島市文化ホール（マティダ市民劇場） (892席)   福川 伸陽（ホルン）、長原 幸太（ヴァイオリン）、ピアノ

  990 山梨県 富士川町   2023/9/16(土)14:00   はくばく文化ホール (富士川町ますほ文化ホール) (538席)   三浦 一馬（バンドネオン）、大萩 康司（ギター）

  991 長野県 御代田町   2023/9/23(土)14:00   エコールみよた あつもりホール (320席)   加耒 徹（バリトン）、松岡 あさひ（ピアノ）

  992 富山県 射水市   2023/9/30(土)14:00   アイザック小杉文化ホール (818席)   なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器）

  993 岡山県 倉敷市   2023/10/6(金)18:00   倉敷市芸文館 (885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）

  994 栃木県 鹿沼市   2023/10/9(月祝)14:00   鹿沼市民文化センター小ホール (390席)   工藤 重典、東 佳音、工藤 美幸、坂本 伽耶（フルート）

  948※ 広島県 大崎上島町   2023/10/14(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）

  995 三重県 名張市   2023/10/22(日)14:00   adsホール (714席)   ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

  996 福岡県 筑前町   2023/11/3(金祝)14:00   めくばーる町民ホール (460席)   工藤 重典、飯島 諒（フルート）、飯島 未来（ピアノ）

  997 大分県 中津市   2023/11/5(日)14:00   中津文化会館 (898席)   ザ・チェンバーブラス（金管五重奏）

  998 茨城県 つくば市   2023/11/11(土)14:00   つくばカピオホール (384席)   原田 節（オンド・マルトノ）、石岡 久乃（ピアノ）

  999 秋田県 北秋田市   2023/11/19(日)14:00   北秋田市文化会館 (615席)   中嶋 彰子（ソプラノ）、ピアノ

  1000 青森県 八戸市   2023/11/23(木祝)13:30   八戸市南郷文化ホール (450席)   及川 浩治（ピアノ）

  1001 山口県 下関市   2023/11/23(木祝)14:00   下関市民会館 大ホール (1469席)   三浦 一馬（バンドネオン）、大萩 康司（ギター）

  1002 福井県 大野市   2023/11/26(日)14:00   大野市文化会館 (627席)   原田 節（オンド・マルトノ）、石岡 久乃（ピアノ）

  1003 石川県 内灘町   2023/12/10(日)14:00   内灘町文化会館 (925席)   なぎさブラスゾリステン（金管五重奏、打楽器）

  1004 島根県 安来市   2023/12/15(金)18:30   安来市総合文化ホール アルテピア (735席)   宮田 大（チェロ）、ピアノ

  1005 岩手県 北上市   2023/12/16(土)14:00   北上市文化交流センターさくらホール  小ホール (110席)   アミューズ・クインテット（木管五重奏）

  1006 徳島県 小松島市   2023/12/23(土)14:00   サウンドハウスホール (308席)   大萩 康司 、徳永 真一郎（ギター）

  1007 宮崎県 門川町   2023/12/23(土)14:00   門川町総合文化会館 (650席)   仲道 郁代（ピアノ）

  1008 東京都 羽村市   2024/1/14(日)14:00   プリモホールゆとろぎ（羽村市生涯学習センター） (854席)   仲道 郁代（ピアノ）

  1009 熊本県 上天草市   2024/1/21(日)13:00   松島総合センター「アロマ」 ホール (506席)   大萩 康司（ギター）、江戸 聖一郎（フルート）

  1010 愛知県 豊川市   2024/1/21(日)14:00   小坂井文化会館（フロイデンホール） (500席)   鐵 百合奈（ピアノ）

  1011 鳥取県 米子市   2024/1/27(土)14:00   米子市文化ホール (672席)
  古部 賢一（オーボエ）、藤木 大地（カウンターテナー）、

  加藤 昌則（ピアノ）

  1012 滋賀県 栗東市   2024/1/28(日)14:00   栗東芸術文化会館さきら 大ホール (808席)   成田 達輝（ヴァイオリン）、萩原 麻未（ピアノ）

  1013 和歌山県 新宮市   2024/2/11(日)14:00   新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」 (1150席)   カルテット・アマービレ（弦楽四重奏）、竹澤 勇人（ピアノ）

  1014 大阪府 泉佐野市   2024/2/12(月祝)14:00   泉佐野市立文化会館（エブノ泉の森ホール） 小ホール (457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）

  1015 群馬県 みどり市   2024/2/18(日)14:00   グンエイホールＰＡＬ（笠懸野文化ホール） (1014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）

  1016 神奈川県 寒川町   2024/3/3(日)14:00   寒川町民センター (851席)   なぎさブラスゾリステン（金管十重奏、打楽器）

  929※ 新潟県 妙高市   2024/3/3(日)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）

  1017 福島県 相馬市   2024/3/17(日)14:00   相馬市民会館 (922席)
  古部 賢一（オーボエ）、藤木 大地（カウンターテナー）、

  加藤 昌則（ピアノ）

  1018 広島県 廿日市市   2024/3/23(土)14:00   はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ 大ホール (1095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）

  1019 奈良県 大和高田市   2024/3/24(日)15:00   大和高田さざんかホール 小ホール (236席)
  通崎 睦美（木琴）、

  クァルテット・エクセルシオ（弦楽四重奏）

※令和3～4年度延期分

公益財団法人 三井住友海上文化財団

令和５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

会場


