
平成２７年度文化公演事業
宝くじ文化公演

都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

北海道 七飯町 平成27年10月 8日(木) 七飯町文化センター　パイオニアホール 383

池田町 平成27年10月 9日(金) 池田町田園ホール　オークプラザ 196

美幌町 平成27年10月13日(火) 美幌町民会館「びほーる」 384

湧別町 平成27年10月12日(月) 湧別町文化センターさざ波　大ホール 163

深川市 平成28年 2月23日(火) 深川市文化交流ホール「み・らい」 388

中標津町 平成28年 2月26日(金) 中標津町総合文化会館　大ホール 472

岩手県 大船渡市 平成27年 8月23日(日) 大船渡市民文化会館　大ホール 438

奥州市 平成27年 8月22日(土) 奥州市文化会館　大ホール 594

宮城県 気仙沼市 平成27年 8月 6日(木) 気仙沼市はまなすの館　はまなすホール　 422

登米市 平成27年 8月 7日(金) 登米祝祭劇場　大ホール 861

大崎市 平成27年12月12日(土) 大崎市岩出山文化会館 474

大和町 平成27年12月13日(日) 大和町ふれあい文化創造センター　大ホール 668

秋田県 大仙市 平成27年12月 1日(火) 大仙市中仙市民会館 475

北秋田市 平成27年11月30日(月) 北秋田市文化会館 559

山形県 米沢市 平成27年 7月28日(火) 米沢市市民文化会館 927

新庄市 平成27年 7月29日(水) 新庄市民文化会館　大ホール 974

福島県 伊達市 平成28年 1月31日(日) 伊達市ふるさと会館 440

矢吹町 平成28年 1月30日(土) 矢吹町文化センター　大ホール 553

演劇「燃えよ剣　～土方歳
三に愛された女、お雪～」

オペラ「カルメン」

演劇「そして母はキレイに
なった」

ミュージカル「白雪姫」

落語二人会（三遊亭円楽・
林家たい平）

吉田正記念オーケストラコ
ンサート

ミュージカル「クリスマ
ス・キャロル」

ＤＲＵＭ　ＴＡＯ公演

森麻季＆新ヴィヴァル
ディ・アンサンブルコン
サート
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都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

茨城県 日立市 平成27年 7月23日(木) 日立市十王総合健康福祉センター　多目的ホール 500

小美玉市 平成27年 7月24日(金) 小美玉市四季文化館　森のホール 557

龍ケ崎市 平成27年11月28日(土) 龍ケ崎市文化会館　大ホール 636

常陸大宮市 平成27年11月29日(日) 常陸大宮市文化センター　大ホール 821

群馬県 太田市 平成27年 9月19日(土) 太田市新田文化会館　 765

玉村町 平成27年 9月18日(金) 玉村町文化センター　大ホール 861

埼玉県 入間市 平成27年12月12日(土) 入間市産業文化センター 419

久喜市 平成27年12月13日(日) 久喜市栗橋文化会館 319

千葉県 東金市 平成28年 1月 6日(水) 東金文化会館　大ホール 721

君津市 平成28年 1月 7日(木) 君津市民文化ホール　大ホール 773

東京都 国立市 平成27年 7月12日(日) くにたち市民芸術小ホール 289

羽村市 平成27年 7月11日(土) 羽村市生涯学習センターゆとろぎ　小ホール 193

神奈川県 藤沢市 平成27年 8月21日(金) 藤沢市民会館　大ホール 553

小田原市 平成27年 8月22日(土) 小田原市民会館　大ホール 344

富山県 高岡市 平成27年12月12日(土) 高岡市生涯学習センター　ホール 362

入善町 平成27年12月11日(金) 入善町民会館　コスモホール 535

石川県 金沢市 平成27年 9月29日(火) 石川県立音楽堂　コンサートホール 1,335

珠洲市 平成27年 9月28日(月) 珠洲市多目的ホール　大ホール 508

「華麗なるクラシックバレ
エ・ハイライト」

グローリー・ゴスペル・シ
ンガーズコンサート

アルフレッド・ハウゼ・タ
ンゴオーケストラコンサー
ト

川畠成道・東京弦楽アンサ
ンブルコンサート

「華麗なるウィンナーワル
ツの祭典」

人形劇「お花のハナックの
物語」

神奈川フィルハーモニー管
弦楽団「～名作アニメを観
ながら聴く名曲の数々～」

海援隊コンサート

アルフレッド・ハウゼ・タ
ンゴ・オーケストラコン
サート
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都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

石川県 輪島市 平成27年12月 6日(日) 輪島市文化会館　大ホール　 1,132

野々市市 平成27年12月 5日(土) 野々市市文化会館　大ホール 669

福井県 大野市 平成27年11月22日(日) 大野市文化会館 571

美浜町 平成27年11月21日(土) 美浜町生涯学習センター　なびあすホール 449

山梨県 甲斐市 平成27年 9月20日(日) 甲斐市双葉ふれあい文化館 475

笛吹市 平成27年 9月19日(土) 笛吹市スコレーセンター 470

長野県 岡谷市 平成27年 9月13日(日) 岡谷市文化会館　大ホール 960

須坂市 平成27年 9月14日(月) 須坂市文化会館　大ホール 767

岐阜県 大垣市 平成27年10月18日(日) 大垣市スイトピアセンター　音楽堂 290

山県市 平成27年10月17日(土) 山県市文化の里花咲きホール 303

高山市 平成27年12月10日(木) 高山市民文化会館　大ホール 912

多治見市 平成27年12月 9日(水) 多治見市文化会館　大ホール 844

静岡県 島田市 平成28年 1月31日(日) 島田市川根文化センターチャリム２１　ホール 690

伊豆の国市 平成28年 1月30日(土) 伊豆の国市長岡総合会館　大ホール 750

愛知県 田原市 平成27年12月19日(土) 田原市渥美文化会館　文化ホール 615

扶桑町 平成27年12月20日(日) 扶桑文化会館 682

三重県 松阪市 平成27年11月20日(金) 松阪市民文化会館 1,211

亀山市 平成27年11月21日(土) 亀山市文化会館　大ホール 869

倭－YAMATO公演

海援隊コンサート

高嶋ちさ子ピアノクイン
テットコンサート

アルフレッド・ハウゼ・タ
ンゴ・オーケストラコン
サート

森麻季＆新ヴィヴァル
ディ・アンサンブルコン
サート

グローリー・ゴスペル・シ
ンガーズコンサート

米村でんじろうサイエンス
ショー

森公美子コンサート

東儀秀樹×古澤巌×ｃｏｂ
ａコンサート
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都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

滋賀県 米原市 平成27年12月10日(木) 米原市伊吹薬草の里文化センター　ジョイホール 198

愛荘町 平成27年12月11日(金) 愛荘町立ハーティーセンター秦荘　大ホール 304

京都府 舞鶴市 平成27年 8月 5日(水) 舞鶴市総合文化会館　大ホール 1,078

城陽市 平成27年 8月 4日(火) 文化パルク城陽　プラムホール 911

大阪府 池田市 平成28年 3月21日(月) 池田市民文化会館　アゼリアホール 611

羽曳野市 平成28年 3月20日(日) 羽曳野市立生活文化情報センター　ホールＭ 409

枚方市 平成28年 3月12日(土) 枚方市市民会館　大ホール 1,330

箕面市 平成28年 3月13日(日) 箕面市立市民会館 946

兵庫県 養父市 平成27年 6月20日(土) 養父市立ビバホール 318

佐用町 平成27年 6月21日(日) さよう文化情報センター 274

奈良県 大和郡山市 平成27年11月 7日(土) やまと郡山城ホール　大ホール 598

宇陀市 平成27年11月 8日(日) 宇陀市文化会館　かぎろひホール 433

川西町 平成27年 6月27日(土) 川西文化会館　コスモスホール 307

王寺町 平成27年 6月28日(日) 王寺町文化福祉センター　大ホール 520

和歌山県 橋本市 平成27年 7月 8日(水) 橋本市産業文化会館 629

田辺市 平成27年 7月 7日(火) 紀南文化会館　大ホール 1,083

鳥取県 智頭町 平成27年11月22日(日) 智頭町総合センター 242

八頭町 平成27年11月23日(月) 八東体育文化センター 266

「クリスマス／アヴェ・マ
リア」サンクトペテルブル
グ室内合奏団

夏川りみと京フィルコン
サート

大阪交響楽団コンサート

西本智実・ロイヤルチェン
バーオーケストラコンサー
ト

人形劇「お花のハナックの
物語」

ミュージカル「白雪姫」

打打打団 天鼓公演

ＤＲＵＭ　ＴＡＯ公演

講演会（草野仁）
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都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

島根県 松江市 平成27年12月 6日(日) 松江市美保関海の学苑ふるさと創生館　メテオホール 314

雲南市 平成27年12月 5日(土) 加茂文化ホール　大ホール 609

浜田市 平成27年11月14日(土) 石央文化ホール　大ホール 531

大田市 平成27年11月15日(日) 大田市民会館　大ホール 541

岡山県 井原市 平成28年 1月 9日(土) アクティブライフ井原 377

真庭市 平成28年 1月10日(日) 真庭市久世エスパスセンター　エスパスホール 430

広島県 尾道市 平成27年 9月18日(金) しまなみ交流館 646

三次市 平成27年 9月17日(木) 三次市民ホール 854

庄原市 平成27年 9月 2日(水) 庄原市民会館 761

安芸高田市 平成27年 9月 3日(木) 安芸高田市民文化センター　文化ホール　　 633

山口県 宇部市 平成28年 1月17日(日) 宇部市渡辺翁記念会館 1,065

下松市 平成28年 1月16日(土) 下松市文化会館　大ホール 927

光市 平成27年 6月28日(日) 光市民ホール　大ホール 765

長門市 平成27年 6月27日(土) 山口県民芸術文化ホールながと 611

徳島県 小松島市 平成27年11月25日(水) 小松島市ミリカホール 294

牟岐町 平成27年11月26日(木) 牟岐町海の総合文化センター 216

香川県 三木町 平成27年12月 9日(水) 三木町文化交流プラザ　メタホール 765

宇多津町 平成27年12月10日(木) ユープラザうたづ　ハーモニーホール 615

小曽根真　featuring　No
Name Horsesコンサート

オペレッタ「こうもり」

宮川彬良＆アンサンブル・
ベガコンサート

夏川りみと京フィルコン
サート

由紀さおり・安田祥子ファ
ミリーコンサート

桂文枝　独演会

「音楽の絵本」

東京名人会

夏川りみと京フィルコン
サート
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都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

愛媛県 宇和島市 平成27年 9月20日(日) 宇和島市立南予文化会館　中ホール 525

内子町 平成27年 9月19日(土) 内子座 298

高知県 土佐清水市 平成27年 7月28日(火) 土佐清水市立市民文化会館 671

香南市 平成27年 7月29日(水) 香南市夜須中央公民館　マリンホール 581

福岡県 小郡市 平成27年 9月26日(土) 小郡市文化会館　大ホール 502

添田町 平成27年 9月27日(日) オークホール 481

遠賀町 平成28年 3月12日(土) 遠賀町中央公民館 392

香春町 平成28年 3月13日(日) 香春町町民センター　町民ホール 341

佐賀県 多久市 平成27年10月10日(土) 多久市中央公民館　大ホール 325

伊万里市 平成27年10月11日(日) 伊万里市民センター　文化ホール 464

上峰町 平成28年 1月24日(日) 上峰町民センター　ホール 664

有田町 平成28年 1月23日(土)  の博記念堂　文化ホール 437

長崎県 大村市 平成27年11月28日(土) 大村市民会館 772

時津町 平成27年11月27日(金) とぎつカナリーホール 718

松浦市 平成27年11月29日(日) 松浦市文化会館　ゆめホール 492

雲仙市 平成27年11月28日(土) 国見町文化会館　多目的ホール 394

熊本県 八代市 平成27年12月 5日(土) 八代市厚生会館 912

宇城市 平成27年12月 6日(日) 宇城市松橋総合体育文化センター　文化ホール 710

演劇「芝浜の革財布」

キエフ・クラシック・バレ
エ「チャイコフスキー３大
バレエ・ハイライト」

打打打団 天鼓公演

桂文枝　独演会

人形劇「お花のハナックの
物語」

海援隊コンサート

大野雄二＆ルパンティッ
ク・ファイブコンサート

米村でんじろうサイエンス
ショー

吉田正記念オーケストラコ
ンサート
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都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

熊本県 長洲町 平成27年10月28日(水) ながす未来館　文化ホール 458

御船町 平成27年10月27日(火) 御船町カルチャーセンター 338

大分県 中津市 平成27年 9月 6日(日) コアやまくに　シアター 277

玖珠町 平成27年 9月 5日(土) くすまちメルサンホール 680

宮崎県 小林市 平成28年 1月29日(金) 小林市文化会館　大ホール 641

門川町 平成28年 1月30日(土) 門川町総合文化会館 609

鹿児島県 曽於市 平成27年 9月 6日(日) 財部きらめきセンター 539

さつま町 平成27年 9月 5日(土) さつま町宮之城文化センター 645

沖縄県 読谷村 平成27年10月24日(土) 読谷村文化センター　鳳ホール 417

北谷町 平成27年10月25日(日) ちゃたんニライセンター　カナイホール 346

44都道府県 68,56159事業 118団体

米村でんじろうサイエンス
ショー

演劇「南阿佐ヶ谷の母」

宝塚ＯＧレビュー「さくら
美しき日本」

吉田兄弟コンサート

森公美子コンサート
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平成２７年度文化公演事業
宝くじふるさとワクワク劇場

都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

山形県 南陽市 平成28年3月5日（土） 南陽市文化会館 708

栃木県 鹿沼市 平成28年2月14日（日） 鹿沼市民文化センター大ホール 414

千葉県 勝浦市 平成27年11月29日（日） 勝浦市芸術文化交流センター 515

新潟県 魚沼市 平成28年3月20日（日） 魚沼市小出郷文化会館大ホール 689

愛知県 知多市 平成27年9月27日（日） 知多市勤労文化会館つつじホール 743

島根県 江津市 平成27年8月9日（日） 江津市総合市民センター 532

徳島県 吉野川市 平成27年12月20日（日） 吉野川市鴨島公民館 525

熊本県 菊池市 平成27年11月22日（日） 菊池市文化会館大ホール 532

鹿児島県 肝付町 平成28年1月31日（日） 肝付町文化センター 505

9県 9団体 5,163
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平成２７年度文化公演事業
宝くじまちの音楽会

都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

北海道 根室市 平成28年3月15日（火） 根室市総合文化会館大ホール 660

千葉県 香取市 平成27年7月26日（日） 香取市佐原文化会館 697

新潟県 胎内市 平成27年11月15日（日） 胎内市産業文化会館 673

長野県 山形村 平成27年7月23日（木）
山形村農業者トレーニングセン
ター

1,137

愛知県 小牧市 平成28年2月27日（土） 小牧市市民会館 1,212

京都府 京丹後市 平成27年8月29日（土） 京都府丹後文化会館 819

兵庫県 香美町 平成28年3月26日（土） 香住区中央公民館文化ホール 677

和歌山県 上富田町 平成28年1月30日（土） 上富田文化会館 746

岡山県 勝央町 平成27年9月10日（木） 勝央文化ホール 642

広島県 福山市 平成28年1月23日（土） 福山市神辺文化会館大ホール 775

10道府県 10団体 8,038

演目：南こうせつwithウー・ファン　～心のうたコンサート～
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都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

宮城県 岩沼市 平成28年1月17日（日） 岩沼市民会館大ホール 936

富山県 上市町 平成27年6月23日（火） 北アルプス文化センター 940

沖縄県 宮古島市 平成27年6月28日（日） マティダ市民劇場 842

3県 3団体 2,718

都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

福島県 南会津町 平成27年7月18日（土） 御蔵入交流館南会津町文化ホール 692

埼玉県 加須市 平成27年7月20日（月） パストラルかぞ大ホール 930

石川県 羽咋市 平成28年3月19日（土） コスモアイル羽咋 765

静岡県 掛川市 平成28年3月21日（月） 掛川市生涯学習センター 796

4県 4団体 3,183

合計

17道府県 17団体 13,939

演目：岩崎宏美with宗次郎　～心のふるさとを求めて～

演目：岡村孝子＆あみん　～未来へのメッセージ～
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平成２７年度文化公演事業
宝くじおしゃべり音楽館

都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

青森県 むつ市 平成27年8月23日（日） 下北文化会館 754

岩手県 矢巾町 平成27年11月3日（火） 矢巾町文化会館 679

秋田県 湯沢市 平成27年10月18日（日） 湯沢文化会館大ホール 917

東京都 日野市 平成28年1月9日（土） ひの煉瓦ホール 1,057

奈良県 橿原市 平成28年2月28日（日） かしはら万葉ホール 639

鳥取県 米子市 平成28年3月20日（日） 米子市公会堂 826

山口県 山口市 平成28年3月5日（土） 山口市民会館大ホール 1,057

香川県 多度津町 平成27年11月21日（土） 多度津町民会館 734

長崎県 平戸市 平成27年10月10日（土） 平戸文化センター 785

9都県 9団体 7,448
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