
平成２９年度宝くじ文化公演事業
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 北見市 平成29年11月 6日(月) 北見芸術文化ホール　中ホール 369

大空町 平成29年11月 5日(日) 大空町教育文化会館 457

稚内市 平成29年 7月28日(金) 稚内総合文化センター 725

幕別町 平成29年 7月30日(日) 幕別町百年記念ホール 574

美唄市 平成29年 8月 5日(土) 美唄市民会館 393

名寄市 平成29年 8月 6日(日) 名寄市民文化センター 512

青森県 弘前市 平成29年11月25日(土) 弘前文化センター 262

むつ市 平成29年11月26日(日) 下北文化会館 557

岩手県 奥州市 平成29年 7月 2日(日) 前沢ふれあいセンター 602

西和賀町 平成29年 7月 1日(土) 西和賀町文化創造館「銀河ホール」 245

宮城県 大崎市 平成29年 7月 1日(土) 大崎市岩出山文化会館（スコーレハウス） 402

蔵王町 平成29年 7月 2日(日) 蔵王町ふるさと文化会館 354

秋田県 大仙市 平成30年 3月21日(水) 大曲市民会館 981

羽後町 平成30年 3月20日(火) 美里音 341

山形県 酒田市 平成29年 8月 6日(日) 酒田市民会館「希望ホール」 734

川西町 平成29年 8月 4日(金) 川西町フレンドリープラザ 504

福島県 二本松市 平成29年11月11日(土) 二本松市東和文化センター 455

国見町 平成29年11月12日(日) 国見町観月台文化センター 458

茨城県 常陸太田市 平成29年 8月 5日(土) 常陸太田市民交流センター 877

取手市 平成29年 8月 6日(日) 取手市民会館 962

栃木県 矢板市 平成29年 7月29日(土) 矢板市文化会館 799

那須町 平成29年 7月30日(日) 那須町文化センター 288

群馬県 安中市 平成30年 3月10日(土) 安中市松井田文化会館 439

明和町 平成30年 3月11日(日) 明和町ふるさと産業文化館 447

埼玉県 飯能市 平成30年 2月 4日(日) 飯能市市民会館　大ホール 967

桶川市 平成30年 2月 3日(土) 響の森　桶川市民ホール 646

千葉県 船橋市 平成30年 3月11日(日) 船橋市民文化ホール 938

東金市 平成30年 3月 9日(金) 東金文化会館　大ホール 704

多古町 平成30年 2月25日(日) 多古町コミュニティプラザ文化ホール 584

長生村 平成30年 2月24日(土) 長生村文化会館 514

東京都 八王子市 平成30年 3月26日(月) オリンパスホール八王子 671

調布市 平成30年 3月27日(火) 調布市グリーンホール　大ホール 610

立川市 平成30年 2月24日(土) 立川市市民会館　大ホール 1,098

瑞穂町 平成30年 2月25日(日) 瑞穂町スカイホール　大ホール 483

新潟県 見附市 平成29年10月29日(日) 見附市文化ホールアルカディア 806

上越市 平成29年10月28日(土) 上越文化会館ホール 1,303

富山県 高岡市 平成29年11月 4日(土) 高岡市生涯学習センター　ホール 368

滑川市 平成29年11月 5日(日) 滑川市民会館分館（滑川西地区コミュニティホール) 300

石川県 七尾市 平成29年12月 5日(火) 能登演劇堂 589

能美市 平成29年12月 6日(水) 能美市根上総合文化会館音楽ホール「タント」 676

福井県 大野市 平成29年11月24日(金) 大野市文化会館 574

坂井市 平成29年11月23日(木) 坂井市みくに市民センター 330

越前市 平成30年 2月 3日(土) 越前市いまだて芸術館 531

美浜町 平成30年 2月 4日(日) 美浜町生涯学習センターなびあす 428

｢ドラムストラック｣コンサー
ト

ミュージカル「ＫＩＮＪＩＲ
Ｏ！～本当はおもしろい二宮
金次郎～」

ファミリーミュージカル「眠
れる森の美女」

演劇「関数ドミノ」

演劇「嫁も姑も皆幽霊」

演劇「たいこどんどん」

夏川りみと京フィルコンサー
ト

演劇「イヌの仇討」

吉田兄弟コンサート2017

ブロードウェイミュージカル
「フロッグとトード」

森山良子コンサートツアー2017～
2018 五十一番目の星に向かって～
Sing My Life～アコースティック
バージョン

森公美子コンサート『カモ
ナ・マイ・ドリーム』

秋川雅史コンサート

ファミリーミュージカル「眠
れる森の美女」

群馬交響楽団コンサート

国府弘子×川井郁子スペシャ
ルコンサート～東京オーケス
トラMIRAIと共に

森麻季＆新ヴィヴァルディ・
アンサンブルコンサート

東京オーケストラMIRAI 小山
実稚恵華麗なるコンチェルト

東京交響楽団・ズーラシアン
ブラス　ファミリーコンサー
ト

元気が出る！オーケストラコ
ンサート

森山良子コンサートツアー2017～
2018 五十一番目の星に向かって～
Sing My Life～アコースティック
バージョン

吉本バラエティーショー
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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

山梨県 富士吉田市 平成29年12月 5日(火) ふじさんホール 740

甲斐市 平成29年12月 6日(水) 双葉ふれあい文化館 460

長野県 須坂市 平成29年10月 8日(日) 須坂市文化会館　メセナホール 776

伊那市 平成29年10月 9日(月) 伊那文化会館 918

岐阜県 羽島市 平成29年 7月24日(月) 不二羽島文化センター　スカイホール 971

飛騨市 平成29年 7月25日(火) 文化交流センター　スピリットガーデンホール 587

静岡県 三島市 平成29年10月 5日(木) 三島市民文化会館 900

菊川市 平成29年10月 4日(水) 菊川文化会館アエル 874

愛知県 知立市 平成29年11月 7日(火) 知立市文化会館かきつばたホール 169

東郷町 平成29年11月 8日(水) 東郷町民会館　ホール 185

三重県 鈴鹿市 平成29年 9月 3日(日) 鈴鹿市文化会館けやきホール 337

いなべ市 平成29年 9月 2日(土) 北勢市民会館さくらホール 480

玉城町 平成29年11月19日(日) 中央公民館多目的ホール 403

南伊勢町 平成29年11月18日(土) 町民文化会館　大ホール 466

滋賀県 彦根市 平成29年 9月17日(日) みずほ文化センター 164

守山市 平成29年 9月18日(月) 守山市民ホール　小ホール 269

京都府 城陽市 平成29年 7月22日(土) 文化パルク城陽 879

京丹後市 平成29年 7月23日(日) 京都府丹後文化会館 434

大阪府 枚方市 平成30年 3月11日(日) 枚方市市民会館　大ホール 1,392

八尾市 平成30年 3月10日(土) 八尾市文化会館　大ホール 1,359

兵庫県 洲本市 平成29年 9月22日(金) 洲本市文化体育館しばえもん座 536

篠山市 平成29年 9月23日(土) 篠山市立たんば田園交響ホール 781

佐用町 平成29年 7月30日(日) さよう文化情報センター 271

新温泉町 平成29年 7月29日(土) 新温泉町文化体育館　夢ホール 295

奈良県 生駒市 平成30年 3月 3日(土) たけまるホール 418

大淀町 平成30年 3月 4日(日) 大淀町文化会館　あらかしホール 314

和歌山県 日高川町 平成29年 7月 2日(日) 日高川交流センター 466

串本町 平成29年 7月 1日(土) 串本町文化センター 594

鳥取県 三朝町 平成29年11月16日(木) 三朝町総合文化ホール 375

日南町 平成29年11月15日(水) 日南町総合文化センター　さつきホール 487

島根県 浜田市 平成29年 5月28日(日) 石央文化ホール　 1,047

雲南市 平成29年 5月27日(土) 雲南市木次経済文化会館チェリヴァホール 439

岡山県 総社市 平成30年 1月28日(日) 総社市民会館 445

和気町 平成30年 1月27日(土) 学び館「サエスタ」 209

真庭市 平成30年 1月13日(土) 久世エスパスセンター 457

勝央町 平成30年 1月14日(日) 勝央文化ホール 619

広島県 庄原市 平成29年11月25日(土) 庄原市民会館 730

廿日市市 平成29年11月26日(日) はつかいち文化ホール（さくらぴあ） 1,034

安芸高田市 平成29年 6月 9日(金) 安芸高田市民文化センター　クリスタルアージョ 696

坂町 平成29年 6月10日(土) 坂町立町民交流センター（Sunstar　Hall） 913

山口県 宇部市 平成29年10月18日(水) 宇部市渡辺翁記念会館 1,252

岩国市 平成29年10月17日(火) 岩国市周東文化会館 444

徳島県 阿波市 平成29年 9月10日(日) 阿波市交流防災拠点施設アエルワ 612

牟岐町 平成29年 9月 9日(土) 牟岐町海の総合文化センター 413

ロシア国立サンクトペテルブ
ルグ・アカデミー・バレエ
「くるみ割り人形」

ポール・モーリア・リメン
バー・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

ミュンヘン・バッハ管弦楽団

ＮＨＫ交響楽団コンサート
「名曲の森」

関西二期会presents
「映画音楽とオペラアリアへ
の誘い」

東儀秀樹×古澤巌×coba　全
国ツアー2017 TFC55 LEVELⅣ

ファミリーミュージカル「人
魚姫」

吉田兄弟コンサート2017

藤原道山＆SHINSUKE

アルフレッド・ハウゼ・タン
ゴ・オーケストラコンサート

ファミリーコンサート「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

絵本ライブショー　しげちゃ
ん一座

関西二期会presents
「映画音楽とオペラアリアへ
の誘い」

「オーケストラで歌う青春
ポップスコンサート」

三遊亭円楽・春風亭昇太　二
人会

「オーケストラで歌う　青春
ポップスコンサート」

関西二期会presents
「映画音楽とオペラアリアへ
の誘い」

吉田兄弟コンサート2018

元気が出る！オーケストラコ
ンサート

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

香川県 三木町 平成29年10月24日(火) 三木町文化交流プラザ 522

宇多津町 平成29年10月25日(水) ユープラザうたづ 478

愛媛県 四国中央市 平成29年 8月22日(火) 四国中央市土居文化会館（ユーホール） 477

松前町 平成29年 8月23日(水) 松前総合文化センター 641

高知県 須崎市 平成29年11月 5日(日) 須崎市立市民文化会館 692

宿毛市 平成29年11月 4日(土) 宿毛市総合社会福祉センター 602

福岡県 飯塚市 平成30年 1月21日(日) 飯塚市文化会館（イイヅカコスモスコモン　中ホール） 523

築上町 平成30年 1月20日(土) 築上町文化会館・コマーレ 347

中間市 平成29年12月23日(土) なかまハーモニーホール　大ホール 680

新宮町 平成29年12月24日(日) そぴあしんぐう　大ホール 571

佐賀県 佐賀市 平成29年10月28日(土) 佐賀市立東与賀文化ホール 434

鹿島市 平成29年10月29日(日) 鹿島市民会館 599

嬉野市 平成29年 8月 6日(日) リバティ文化ホール 387

基山町 平成29年 8月 5日(土) 基山町民会館　大ホール 630

長崎県 松浦市 平成30年 2月18日(日) 松浦市文化会館　ゆめホール 478

時津町 平成30年 2月17日(土) とぎつカナリーホール 739

熊本県 菊池市 平成29年12月 3日(日) 菊池市文化会館 409

益城町 平成29年12月 2日(土) 益城町文化会館 775

長洲町 平成30年 2月11日(日) ながす未来館 572

津奈木町 平成30年 2月10日(土) つなぎ文化センター 390

大分県 中津市 平成29年10月15日(日) コアやまくに　 275

玖珠町 平成29年10月14日(土) くすまちメルサンホール 661

豊後高田市 平成29年11月22日(水) 豊後高田市中央公民館 181

国東市 平成29年11月23日(木) 武蔵中央公民館 165

宮崎県 都城市 平成29年 9月 2日(土) 都城市総合文化ホール　中ホール 636

日向市 平成29年 9月 3日(日) 日向市文化交流センター 617

鹿児島県 龍郷町 平成29年12月 5日(火) 龍郷町体育文化センター　りゅうゆう館 496

知名町 平成29年12月 6日(水) おきえらぶ文化ホール　あしびの郷ちな 389

沖縄県 宜野座村 平成29年12月16日(土) かでな文化センター 780

嘉手納町 平成29年12月17日(日) 宜野座村文化センター　がらまんホール 401

46都道府県 68,01459事業　118団体

クリスマスファミリーコン
サート「オーケストラで聴く
ジブリ音楽」

講演会（三遊亭円楽）

ブロードウェイミュージカル
「フロッグとトード」

三遊亭歌之介 林家三平 二人
会

海援隊トーク＆ライブ2017

元気が出る！オーケストラコ
ンサート

林家正蔵・三平兄弟会

由紀さおり・安田祥子コン
サート

クリスマスファミリーコン
サート「オーケストラで聴く
ジブリ音楽」

海援隊トーク＆ライブ2018

大野雄二&ルパンティック・
シックス　 Lupintic Jazz
Night 

由紀さおり・安田祥子コン
サート

オーケストラで歌う青春ポッ
プスコンサート

海援隊トーク＆ライブ2017

講演会（草野仁）
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平成２９年度宝くじ文化公演事業
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

宮城県 角田市 平成30年 3月 4日（日）
角田市市民センター
かくだ田園ホール

537

埼玉県 上尾市 平成30年 2月10日（土） 上尾市文化センター 869

新潟県 十日町市 平成30年 3月18日（日） 越後妻有文化ホール「段十ろう」 585

静岡県 御殿場市 平成29年 7月 9日（日） 御殿場市民会館 449

奈良県 斑鳩町 平成29年 8月26日（土）
斑鳩町文化振興センター
（いかるがホール）大ホール

561

和歌山県 有田市 平成29年11月19日（日） 有田市民会館　紀文ホール 649

徳島県 三好市 平成29年10月22日（日） 三好市池田総合体育館 287

高知県 四万十市 平成29年11月26日（日） 西土佐ふれあいホール 532

長崎県 雲仙市 平成29年10月 7日（土） ハマユリックスホール 416

沖縄県 宮古島市 平成29年 7月16日（日） マティダ市民劇場 502

10県 10団体 5,387
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平成２９年度宝くじ文化公演事業
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 網走市 平成29年 7月 8日(土) 網走市民会館　大ホール 715

青森県 八戸市 平成29年 8月25日(金) 八戸市公会堂 1,568

埼玉県 秩父市 平成29年 9月 9日(土)
秩父宮記念市民会館
（大ホール　フォレスタ）

975

岐阜県 美濃加茂市 平成30年 3月21日(水) 美濃加茂市文化会館 792

静岡県 伊豆の国市 平成29年10月13日(金)
長岡総合会館
アクシスかつらぎ

932

愛知県 蒲郡市 平成30年 3月30日(金) 蒲郡市民会館 1,224

京都府 八幡市 平成30年 1月20日(土) 八幡市文化センター 1,146

岡山県 吉備中央町 平成29年 5月17日(水) ロマン高原かよう総合会館 708

山口県 萩市 平成30年 2月24日(土) 萩市民館 859

福岡県 八女市 平成29年 6月11日(日)
八女市民会館おりなす八女
ハーモニーホール

748

10道府県 10団体 9,667

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

岩手県 一関市 平成29年11月15日(水) 一関文化センター　大ホール 1,105

福島県 喜多方市 平成30年 1月10日(水)
喜多方市喜多方プラザ文化セン
ター

903

福井県 鯖江市 平成29年11月 4日(土) 鯖江市文化センター 949

島根県 出雲市 平成29年11月10日(金) 出雲市民会館 1,139

熊本県 宇城市 平成29年11月 7日(火)
宇城市松橋総合体育文化センター
ウイングまつばせ

751

５県 ５団体 4,847

都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

北海道 北斗市 平成29年 9月16日(土) 北斗市総合文化センター 679

新潟県 村上市 平成29年 9月18日(月) 村上市民ふれあいセンター 879

滋賀県 日野町 平成29年10月 4日(水) 日野町町民会館わたむきホール虹 704

鹿児島県 中種子町 平成29年10月 1日(日) 種子島こりーな 640

４道県 ４団体 2,902

合計

19府県 19団体 17,416

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２９年度宝くじ文化公演事業
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

秋田県 由利本荘市 平成29年11月18日(土) 由利本荘市文化交流館カダーレ 905

山形県 山形市 平成30年 1月28日(日) 山形テルサ　テルサホール 721

茨城県 土浦市 平成30年 1月14日(日) 土浦市民会館 979

栃木県 真岡市 平成30年 2月17日(土) 真岡市民会館　大ホール 743

富山県 黒部市 平成30年 2月25日(日) 黒部市国際文化センター 804

石川県 野々市市 平成30年 1月21日(日) 野々市市文化会館 611

長野県 長野市 平成29年11月11日(土) 長野市芸術館メインホール 1,032

京都府 綾部市 平成29年12月 2日(土) 京都府中丹文化会館 520

大阪府 大阪狭山市 平成30年 2月 3日(土) 大阪狭山市文化会館　大ホール 878

宮崎県 宮崎市 平成29年11月20日(月) 宮崎市民文化ホール　大ホール 880

10府県 10団体 8,073

7


