
平成２８年度文化公演事業
宝くじ文化公演実施計画

都道府県 市（区）町村 会場 公演内容

北海道 士別市 あさひサンライズホール

苫前町 苫前町公民館

北見市 北見芸術文化ホール　中ホール

長万部町 長万部町学習文化センター　文化ホール

伊達市 だて歴史の杜カルチャーセンター　大ホール

音更町 音更町文化センター　大ホール

青森県 十和田市 十和田市民文化センター　大ホール

平川市 平川市文化センター　文化ホール

岩手県 盛岡市 盛岡劇場　メインホール

久慈市 久慈市文化会館　小ホール

遠野市 遠野市民センター　大ホール

一関市 一関文化センター　大ホール

宮城県 塩竃市 塩竈市民交流センター　遊ホール

登米市 登米祝祭劇場　大ホール

秋田県 秋田市 秋田市文化会館　大ホール

湯沢市 湯沢文化会館　大ホール

横手市 横手市民会館

鹿角市 鹿角市文化の杜交流館　文化ホール

山形県 米沢市 米沢市市民文化会館

新庄市 新庄市民文化会館　大ホール

福島県 二本松市 二本松市東和文化センター

国見町 国見町観月台文化センター

茨城県 高萩市 高萩市文化会館

小美玉市 小美玉市四季文化館　森のホール

群馬県 富岡市 富岡市かぶら文化ホール

みどり市 笠懸野文化ホール

埼玉県 志木市 志木市民会館

松伏町 松伏町中央公民館　田園ホール・エローラ

千葉県 神崎町 神崎ふれあいプラザ

睦沢町 睦沢ゆうあい館

東京都 江東区 江東区文化センター　ホール

青梅市 青梅市民会館　ホール

立川市 立川市市民会館　大ホール

小平市 小平市民文化会館　大ホール
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都道府県 市（区）町村 会場 公演内容

新潟県 加茂市 加茂文化会館　大ホール

糸魚川市 糸魚川市民会館　大ホール

富山県 射水市 射水市新湊中央文化会館　小ホール

入善町 入善町民会館　コスモホール

石川県 七尾市 能登演劇堂

能美市 根上総合文化会館　音楽ホール

福井県 勝山市 勝山市民会館　大ホール

越前市 越前市いまだて芸術館

南越前町 南条文化会館　大ホール

若狭町 パレア若狭　音楽ホール

山梨県 北杜市 北杜市高根ふれあい交流ホール

身延町 身延町総合文化会館

甲斐市 甲斐市双葉ふれあい文化館

笛吹市 笛吹市スコレーセンター

長野県 諏訪市 諏訪市文化センター

千曲市 千曲市更埴文化会館　大ホール

岐阜県 中津川市 中津川文化会館　ホール

羽島市 羽島市文化センター　スカイホール

静岡県 御殿場市 御殿場市民会館　大ホール

菊川市 菊川文化会館アエル　大ホール

三重県 亀山市 亀山市文化会館

伊賀市 伊賀市文化会館

志摩市 志摩市磯部生涯学習センター　多目的ホール

紀北町 紀北町立東長島公民館　

滋賀県 米原市 米原市伊吹薬草の里文化センター ジョイホール

愛荘町 愛荘町立ハーティーセンター秦荘　大ホール

京都府 綾部市 京都府中丹文化会館

城陽市 文化パルク城陽　プラムホール

大阪府 吹田市 吹田市文化会館　大ホール

高石市 たかいし市民文化会館　大ホール

兵庫県 姫路市 姫路市文化センター　小ホール

丹波市 丹波市立ライフピアいちじま　大ホール　

小野市 小野市うるおい交流館　ホール

市川町 市川町文化センター　ホール
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都道府県 市（区）町村 会場 公演内容

奈良県 葛城市 新庄文化会館

三郷町 三郷町文化センター　文化ホール

和歌山県 紀美野町 紀美野町文化センター

日高川町 日高川交流センター

かつらぎ町 かつらぎ総合文化会館　大ホール

上富田町 上富田文化会館　文化ホール

鳥取県 三朝町 三朝町総合文化ホール　大ホール

日南町 日南町総合文化センター　さつきホール

島根県 安来市 安来市民体育館

雲南市 雲南市加茂文化ホール　大ホール

広島県 尾道市 しまなみ交流館

世羅町 世羅町せら文化センター　ホール

安芸太田町 安芸太田町戸河内ふれあいセンター

北広島町 千代田開発センター

山口県 下関市 下関市菊川ふれあい会館　多目的ホール

和木町 和木町文化会館

徳島県 小松島市 小松島市ミリカホール

海陽町 海南文化館

阿南市 阿南市文化会館

吉野川市 吉野川市鴨島公民館

香川県 さぬき市 さぬき市志度音楽ホール　大ホール

多度津町 多度津町民会館

東かがわ市 東かがわ市交流プラザ　多目的ホール

三豊市 三豊市文化会館　マーガレットホール

愛媛県 宇和島市 宇和島市立南予文化会館　中ホール

四国中央市 四国中央市土居文化会館

高知県 田野町 田野町ふれあいセンター

四万十町 窪川四万十会館

福岡県 太宰府市 太宰府市中央公民館　ホール

岡垣町 岡垣サンリーアイ　ハミングホール

佐賀県 鳥栖市 鳥栖市民文化会館　小ホール

武雄市 武雄市文化会館　小ホール

神埼市 神埼市千代田文化会館

有田町  の博記念堂　文化ホール
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都道府県 市（区）町村 会場 公演内容

長崎県 平戸市 平戸市生月町開発総合センター　大ホール

川棚町 川棚町公会堂

熊本県

大分県 日田市 日田市民文化会館　大ホール

宇佐市 宇佐文化会館　大ホール

豊後高田市 豊後高田市中央公民館　大ホール

杵築市 杵築市健康福祉センター　多目的ホール

宮崎県 串間市 串間市文化会館　小ホール

西都市 西都市文化ホール

鹿児島県 霧島市 霧島市民会館

徳之島町 徳之島町文化会館

沖縄県 石垣市 石垣市民会館　大ホール

名護市 名護市民会館　大ホール

４３都道府県 ５８事業 １１５団体

コンサート

コンサート

コンサート美里町 美里町文化交流センター　文化ホール
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講演会

バラエティー

演劇

4



平成２８年度文化公演事業
宝くじふるさとワクワク劇場実施計画

都道府県 市（区）町村 会場

北海道 江差町 江差町文化会館　大ホール

岩手県 奥州市 奥州市文化会館

群馬県 館林市 館林市文化会館　大ホール

千葉県 流山市 流山市文化会館　ホール

石川県 内灘町 内灘町文化会館

大阪府 泉大津市 泉大津市民会館

兵庫県 高砂市 高砂市文化会館　じょうとんばホール

広島県 呉市 呉市文化ホール

熊本県 水俣市 水俣市文化会館

宮崎県 延岡市 延岡総合文化センター

10道府県 10団体
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平成２８年度文化公演事業
宝くじまちの音楽会実施計画

演目：南こうせつwithウー・ファン　～心のうたコンサート～

都道府県 市（区）町村 会場

岩手県 岩手町
岩手町スポーツ文化センター「森のアリー
ナ」

福島県 田村市 田村市文化センター

茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市文化会館　大ホール

石川県 加賀市 加賀市文化会館

岐阜県 土岐市 土岐市文化プラザ　サンホール

奈良県 大和郡山市 やまと郡山城ホール　大ホール

鳥取県 鳥取市 鳥取市民会館

岡山県 倉敷市 マービーふれあいセンター　竹ホール

長崎県 対馬市 対馬市交流センター　イベントホール

鹿児島県 南九州市 南九州市コミュニティセンター川辺文化会館

10県 10団体
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平成２８年度文化公演事業
宝くじまちの音楽会実施計画

演目：岩崎宏美with宗次郎　～心のふるさとを求めて～

都道府県 市（区）町村 会場

宮城県 大和町 大和町ふれあい文化創造センター

三重県 四日市市 四日市市文化会館　第１ホール

和歌山県 紀の川市 紀の川市粉河ふるさとセンター　大ホール

山口県 光市 光市民ホール

高知県 宿毛市 宿毛市総合社会福祉センター

5県 5団体

演目：岡村孝子＆あみん　～未来へのメッセージ～

都道府県 市（区）町村 会場

埼玉県 飯能市 飯能市市民会館

静岡県 富士市 富士市文化会館　大ホール

京都府 宮津市 宮津会館

愛媛県 八幡浜市 八幡浜市文化会館ゆめみかん

4府県 4団体

合計

19府県 19団体
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平成２８年度文化公演事業
宝くじおしゃべり音楽館実施計画

都道府県 市（区）町村 会場

北海道 中標津町 中標津町総合文化会館　大ホール

山形県 酒田市 酒田市民会館

新潟県 長岡市 長岡リリックホール　コンサートホール

富山県 砺波市 砺波市文化会館　大ホール

岐阜県 羽島市 羽島市文化センター　スカイホール

滋賀県 東近江市 東近江市立八日市文化芸術会館

和歌山県 和歌山市 和歌山市民会館

高知県 土佐清水市 土佐清水市立市民文化会館　くろしおホール

福岡県 筑紫野市 筑紫野市文化会館

沖縄県 読谷村 読谷村文化センター　鳳ホール

10道県 10団体
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