
平成２８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 士別市 平成28年10月13日(木) あさひサンライズホール 206

苫前町 平成28年10月12日(水) 苫前町公民館 191

北見市 平成28年10月24日(月) 北見芸術文化ホール　中ホール 381

長万部町 平成28年10月22日(土) 長万部町学習文化センター　文化ホール 203

伊達市 平成28年 7月21日(木) だて歴史の杜カルチャーセンター　大ホール 437

音更町 平成28年 7月24日(日) 音更町文化センター　大ホール 660

青森県 十和田市 平成28年 7月27日(水) 十和田市民文化センター　大ホール 978

平川市 平成28年 7月26日(火) 平川市文化センター　文化ホール 724

岩手県 盛岡市 平成28年 9月 6日(火) 盛岡劇場　メインホール 白石加代子朗読劇「百物語」 463

遠野市 平成28年10月30日(日) 遠野市民センター　大ホール 566

一関市 平成28年10月29日(土) 一関文化センター　大ホール 892

宮城県 塩竃市 平成28年 5月18日(水) 塩竈市民交流センター　遊ホール 375

登米市 平成28年 5月17日(火) 登米祝祭劇場　大ホール 876

秋田県 秋田市 平成28年11月26日(土) 秋田市文化会館　大ホール 1,120

湯沢市 平成28年11月27日(日) 湯沢文化会館　大ホール 1,165

横手市 平成28年12月10日(土) 横手市民会館 441

鹿角市 平成28年12月 9日(金) 鹿角市文化の杜交流館　文化ホール 232

山形県 米沢市 平成29年 3月19日(日) 米沢市市民文化会館 761

新庄市 平成29年 3月18日(土) 新庄市民文化会館　大ホール 980

福島県 二本松市 平成28年11月29日(火) 二本松市東和文化センター 463

国見町 平成28年11月30日(水) 国見町観月台文化センター 458

茨城県 高萩市 平成28年 8月 5日(金) 高萩市文化会館 649

小美玉市 平成28年 8月 4日(木) 小美玉市四季文化館　森のホール 563

群馬県 富岡市 平成29年 3月12日(日) 富岡市かぶら文化ホール 1,048

みどり市 平成29年 3月11日(土) 笠懸野文化ホール 739

埼玉県 志木市 平成28年 8月21日(日) 志木市民会館 709

松伏町 平成28年 8月20日(土) 松伏町中央公民館　田園ホール・エローラ 356

千葉県 神崎町 平成29年 2月 4日(土) 神崎ふれあいプラザ　 384

睦沢町 平成29年 2月 5日(日) 睦沢ゆうあい館 423

東京都 江東区 平成28年 8月 3日(水) 江東区文化センター　ホール 490

青梅市 平成28年 8月 4日(木) 青梅市民会館　ホール 556

立川市 平成29年 3月31日(金) 立川市市民会館　大ホール 851

小平市 平成29年 3月30日(木) 小平市民文化会館　大ホール 1,011

新潟県 加茂市 平成28年 6月 6日(月) 加茂文化会館　大ホール 1,071

糸魚川市 平成28年 6月 8日(水) 糸魚川市民会館　大ホール 672

富山県 射水市 平成28年 8月25日(木) 射水市新湊中央文化会館　小ホール 386

入善町 平成28年 8月24日(水) 入善町民会館　コスモホール 549

石川県 七尾市 平成28年11月15日(火) 能登演劇堂 613

能美市 平成28年11月16日(水) 根上総合文化会館　音楽ホール 557

福井県 勝山市 平成28年11月12日(土) 勝山市民会館　大ホール 494

越前市 平成28年11月13日(日) 越前市いまだて芸術館 542

南越前町 平成29年 2月12日(日) 南条文化会館　大ホール 495

若狭町 平成29年 2月11日(土) パレア若狭　音楽ホール 289

ミュージカル「ザ・デイサー
ビス・ショウ」

ミュージカル「ザ・デイサー
ビス・ショウ」

高嶋ちさ子ピアノクインテッ
トコンサート

ミュージカル「眠れる森の美
女」

「オーケストラで歌う青春
ポップス」

ペレス・プラード楽団コン
サート

東京交響楽団コンサート

ウィーン少年合唱団コンサー
ト

桂文枝　独演会

吉田正記念オーケストラコン
サート

演劇「たいこどんどん」

宝塚ＯＧレビュー「さくら
美しき日本」

森山良子コンサート

「華麗なるクラシックバレ
エ・ハイライト」

群馬交響楽団コンサート

演劇「燃えよ剣　～土方歳三
に愛された女、お雪～」

演劇「私は白い犬」

演劇「ザ・フルーツ」

高嶋ちさ子ピアノクインテッ
トコンサート

講演会（堀尾正明）

ウィーン少年合唱団コンサー
ト



都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

山梨県 北杜市 平成28年12月 7日(水) 北杜市高根ふれあい交流ホール 395

身延町 平成28年12月 6日(火) 身延町総合文化会館 377

甲斐市 平成28年12月 6日(火) 甲斐市双葉ふれあい文化館 284

笛吹市 平成28年12月 5日(月) 笛吹市スコレーセンター 343

長野県 諏訪市 平成28年11月 5日(土) 諏訪市文化センター 841

千曲市 平成28年11月 6日(日) 千曲市更埴文化会館　大ホール 702

岐阜県 中津川市 平成28年 7月21日(木) 中津川文化会館　ホール 750

羽島市 平成28年 7月22日(金) 羽島市文化センター　スカイホール 931

静岡県 御殿場市 平成28年 8月10日(水) 御殿場市民会館　大ホール 781

菊川市 平成28年 8月 9日(火) 菊川文化会館アエル　大ホール 882

三重県 亀山市 平成28年12月11日(日) 亀山市文化会館 866

伊賀市 平成28年12月10日(土) 伊賀市文化会館 1,054

志摩市 平成28年10月19日(水) 志摩市磯部生涯学習センター　多目的ホール 343

紀北町 平成28年10月20日(木) 紀北町立東長島公民館　 478

滋賀県 米原市 平成28年11月26日(土) 米原市伊吹薬草の里文化センター ジョイホール 312

愛荘町 平成28年11月27日(日) 愛荘町立ハーティーセンター秦荘　大ホール 425

京都府 綾部市 平成28年 7月24日(日) 京都府中丹文化会館 544

城陽市 平成28年 7月23日(土) 文化パルク城陽　プラムホール 684

大阪府 吹田市 平成29年 1月21日(土) 吹田市文化会館　大ホール 1,265

高石市 平成29年 1月22日(日) たかいし市民文化会館　大ホール 685

兵庫県 姫路市 平成29年 1月29日(日) 姫路市文化センター　小ホール 448

丹波市 平成29年 1月28日(土) 丹波市立ライフピアいちじま　大ホール　 434

小野市 平成29年 3月 5日(日) 小野市うるおい交流館　ホール 482

市川町 平成29年 3月 4日(土) 市川町文化センター　ホール 627

奈良県 葛城市 平成28年 6月17日(金) 新庄文化会館 703

三郷町 平成28年 6月18日(土) 三郷町文化センター　文化ホール 421

和歌山県 紀美野町 平成28年10月23日(日) 紀美野町文化センター 356

日高川町 平成28年10月22日(土) 日高川交流センター 459

かつらぎ町 平成28年12月10日(土) かつらぎ総合文化会館　大ホール 458

上富田町 平成28年12月11日(日) 上富田文化会館　文化ホール 548

鳥取県 日南町 平成28年10月27日(木) 日南町総合文化センター　さつきホール
落語二人会（三遊亭円楽・林
家たい平）

485

島根県 安来市 平成28年11月14日(月) 安来市民体育館 440

雲南市 平成28年11月13日(日) 雲南市加茂文化ホール　大ホール 690

広島県 尾道市 平成28年 6月25日(土) しまなみ交流館 462

世羅町 平成28年 6月26日(日) 世羅町せら文化センター　ホール 322

安芸太田町 平成28年12月15日(木) 安芸太田町戸河内ふれあいセンター 415

北広島町 平成28年12月14日(水) 千代田開発センター 543

山口県 下関市 平成28年 8月 7日(日) 下関市菊川ふれあい会館　多目的ホール 659

和木町 平成28年 8月 6日(土) 和木町文化会館 315

大阪交響楽団コンサート

演劇「正義の味方」

東京名人会

ミュージカル「白雪姫」

吉田正記念オーケストラコン
サート

上妻宏光・佐藤竹善コンサー
ト

「オーケストラで聴くジブリ
音楽」

夏川りみと京フィルコンサー
ト

海援隊コンサート

ミュージカル「ザ・デイサー
ビス・ショウ」

ペレス・プラード楽団コン
サート

「華麗なるクラシックバレ
エ・ハイライト」

「オーケストラで聴くジブリ
音楽」

落語二人会（春風亭昇太・林
家たい平）

由紀さおり・安田祥子ファミ
リーコンサート

ペレス・プラード楽団コン
サート

東儀秀樹×古澤巌×ｃｏｂａ
コンサート

演劇「挽歌（仮題）」

「オーケストラで聴くジブリ
音楽」



都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

徳島県 小松島市 平成29年 2月26日(日) 小松島市ミリカホール 269

海陽町 平成29年 2月25日(土) 海南文化館 380

阿南市 平成28年 9月17日(土) 阿南市文化会館 557

吉野川市 平成28年 9月18日(日) 吉野川市鴨島公民館 589

香川県 さぬき市 平成29年 1月22日(日) さぬき市志度音楽ホール　大ホール 473

多度津町 平成29年 1月21日(土) 多度津町民会館 933

東かがわ市 平成29年 1月22日(日) 東かがわ市交流プラザ　多目的ホール 218

三豊市 平成29年 1月21日(土) 三豊市文化会館　マーガレットホール 462

愛媛県 宇和島市 平成28年 9月 3日(土) 宇和島市立南予文化会館　中ホール 451

四国中央市 平成28年 9月 4日(日) 四国中央市土居文化会館 365

高知県 田野町 平成29年 2月25日(土) 田野町ふれあいセンター 340

四万十町 平成29年 2月26日(日) 窪川四万十会館 483

福岡県 太宰府市 平成29年 1月29日(日) 太宰府市中央公民館　ホール　 594

岡垣町 平成29年 1月28日(土) 岡垣サンリーアイ　ハミングホール 571

佐賀県 鳥栖市 平成29年 1月15日(日) 鳥栖市民文化会館　小ホール 367

武雄市 平成29年 1月14日(土) 武雄市文化会館　小ホール 401

神埼市 平成29年 2月 5日(日) 神埼市千代田文化会館 419

有田町 平成29年 2月 4日(土) の博記念堂　文化ホール 430

長崎県 平戸市 平成28年11月13日(日) 平戸市生月町開発総合センター　大ホール 393

川棚町 平成28年11月12日(土) 川棚町公会堂 906

熊本県 美里町 平成29年 2月 4日(土) 美里町文化交流センター　文化ホール 
吉田正記念オーケストラコン
サート

432

大分県 日田市 平成29年 2月 2日(木) 日田市民文化会館　大ホール 620

宇佐市 平成29年 2月 1日(水) 宇佐文化会館　大ホール 560

豊後高田市 平成28年 8月25日(木) 豊後高田市中央公民館　大ホール 387

杵築市 平成28年 8月26日(金) 杵築市健康福祉センター　多目的ホール 305

宮崎県 串間市 平成28年 7月30日(土) 串間市文化会館　小ホール 284

西都市 平成28年 7月31日(日) 西都市文化ホール 385

鹿児島県 霧島市 平成28年 6月 1日(水) 霧島市民会館 452

徳之島町 平成28年 6月 3日(金) 徳之島町文化会館 485

沖縄県 石垣市 平成28年 6月 2日(木) 石垣市民会館　大ホール 852

名護市 平成28年 6月 3日(金) 名護市民会館　大ホール 928

43都道府県 63,519

夏川りみと京フィルコンサー
ト

58事業 113団体

吉本バラエティーショー

上妻宏光・佐藤竹善コンサー
ト

創作歌舞伎「牛若丸」

講演会（的場浩司）

吉本バラエティーショー

演劇「正義の味方」

「オーケストラで奏でる　心
に響く　懐かしき名曲」

オペラ「カルメン」

大阪交響楽団コンサート

夏川りみと京フィルコンサー
ト

桂文枝　独演会

桂文枝　独演会

演劇「風の又三郎」

ミュージカル「白雪姫」



平成２８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

北海道 江差町 平成28年10月 1日（土） 江差町文化会館　大ホール 310

岩手県 奥州市 平成28年 9月17日（土） 奥州市文化会館 389

群馬県 館林市 平成29年 1月15日（日） 館林市文化会館　大ホール 713

千葉県 流山市 平成28年12月17日（土） 流山市文化会館　ホール 364

石川県 内灘町 平成28年 9月 4日（日） 内灘町文化会館 623

大阪府 泉大津市 平成28年12月25日（日） 泉大津市民会館 751

兵庫県 高砂市 平成29年 3月25日（土） 高砂市文化会館　じょうとんばホール 388

広島県 呉市 平成29年 2月19日（日） 呉市文化ホール 933

熊本県 水俣市 平成29年 3月18日（土） 水俣市文化会館 521

宮崎県 延岡市 平成28年 8月 7日（日） 延岡総合文化センター 917

10道府県 10団体 5,909



平成２８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

岩手県 岩手町 平成28年 7月29日(金)
岩手町スポーツ文化センター
「森のアリーナ」

876

福島県 田村市 平成29年 1月21日(土) 田村市文化センター 552

茨城県 龍ケ崎市 平成29年 3月24日(金) 龍ケ崎市文化会館　大ホール 948

石川県 加賀市 平成28年 9月29日(木) 加賀市文化会館 1,067

岐阜県 土岐市 平成29年 3月18日(土) 土岐市文化プラザ　サンホール 986

奈良県 大和郡山市 平成28年 9月 2日(金) やまと郡山城ホール　大ホール 961

鳥取県 鳥取市 平成29年 1月14日(土) 鳥取市民会館 831

岡山県 倉敷市 平成28年 8月19日(金)
マービーふれあいセンター
竹ホール

799

長崎県 対馬市 平成29年 2月11日(土) 対馬市交流センター　イベントホール 648

鹿児島県 南九州市 平成28年 6月 9日(木)
南九州市コミュニティセンター
川辺文化会館

841

１０県 １０団体 8,509

演目：南こうせつwithウー・ファン　～心のうたコンサート～



平成２８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

宮城県 大和町 平成28年 7月 9日(土) 大和町ふれあい文化創造センター 652

三重県 四日市市 平成28年 7月12日(火) 四日市市文化会館　第１ホール 1,716

和歌山県 紀の川市 平成28年 7月 6日(水)
紀の川市粉河ふるさとセンター
大ホール

706

山口県 光市 平成29年 1月18日(水) 光市民ホール 831

高知県 宿毛市 平成28年 7月21日(木) 宿毛市総合社会福祉センター 794

５県 ５団体 4,699

都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

埼玉県 飯能市 平成28年 8月28日(日) 飯能市市民会館 1,026

静岡県 富士市 平成29年 2月26日(日) 富士市文化会館　大ホール 1,479

京都府 宮津市 平成29年 3月11日(土) 宮津会館 706

愛媛県 八幡浜市 平成29年 3月 4日(土) 八幡浜市文化会館ゆめみかん 717

４府県 ４団体 3,928

合計

１９府県 １９団体 17,136

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～



平成２８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

北海道 中標津町 平成28年10月10日（月） 中標津町総合文化会館大ホール 584

山形県 酒田市 平成29年 3月20日（月） 酒田市民会館 1,165

新潟県 長岡市 平成29年 3月25日（土） 長岡リリックホールコンサートホール 667

富山県 砺波市 平成29年 3月12日（日） 砺波市文化会館大ホール 828

岐阜県 羽島市 平成29年 2月 4日（土） 羽島市文化センタースカイホール 989

滋賀県 東近江市 平成28年 7月24日（日） 東近江市立八日市文化芸術会館 642

和歌山県 和歌山市 平成29年 2月25日（土） 和歌山市民会館 1,140

高知県 土佐清水市 平成28年 9月25日（日）
土佐清水市立市民文化会館
くろしおホール

568

福岡県 筑紫野市 平成28年 7月18日（月） 筑紫野市文化会館 761

沖縄県 読谷村 平成29年 2月19日（日） 読谷村文化センター鳳ホール 460

１０道県 １０団体 7,804


