
平成３０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30年12月17日（月） 北見芸術文化ホール 367

長万部町 平成30年12月15日（土） 長万部町学習文化センター 181

池田町 平成30年 5月13日（日） 池田町田園ホール 424

中標津町 平成30年 5月12日（土） 中標津町総合文化会館　しるべっとホール 728

青森県 平川市 平成30年10月28日（日） 平川市文化センター 690

六ヶ所村 平成30年10月27日（土） 六ヶ所村文化交流プラザ　スワニー 612

岩手県 宮古市 平成31年 1月25日（金） 宮古市民文化会館 608

滝沢市 平成31年 1月26日（土） 滝沢市交流拠点複合施設　ビックルーフ滝沢 423

宮城県 白石市 平成30年10月27日（土）
ホワイトキューブ
（白石市文化体育活動センター）

588

加美町 平成30年10月28日（日） 中新田バッハホール（加美町中新田文化会館） 643

秋田県 大仙市 平成30年12月 9日（日） 大仙市中仙市民会館ドンパル 506

北秋田市 平成30年12月 8日（土） 北秋田市文化会館 538

山形県 新庄市 平成30年10月18日（木） 新庄市民文化会館 976

高畠町 平成30年10月17日（水） 高畠町文化ホール 712

福島県 本宮市 平成30年 7月 1日（日） サンライズもとみや 350

三春町 平成30年 6月30日（土） 三春交流館まほら 306

茨城県 日立市 平成31年 2月24日（日） 日立シビックセンター　音楽ホール 800

結城市 平成31年 2月23日（土） 結城市民文化センター　アクロス 917

栃木県 足利市 平成30年11月 9日（金） 足利市民プラザ文化ホール 718

大田原市 平成30年11月11日（日） 那須野が原ハーモニーホール　大ホール 446

群馬県 前橋市 平成30年10月19日（金） 昌賢学園まえばしホール 846

館林市 平成30年10月20日（土） 館林市文化会館 576

埼玉県 吉見町 平成31年 2月 9日（土） 吉見町民会館 523

上里町 平成31年 2月10日（日） 上里町総合文化センター 455

千葉県 神崎町 平成31年 2月24日（日） 神崎ふれあいプラザ 372

東庄町 平成31年 2月23日（土） 東庄町公民館 332

東京都 板橋区 平成31年 2月 1日（金） 板橋区立文化会館　大ホール 925

調布市 平成31年 2月 2日（土） 調布市グリーンホール　大ホール 874

新潟県 長岡市 平成30年 7月 6日（金） 長岡リリックホール 580

上越市 平成30年 7月 5日（木） 上越文化会館大ホール 751

富山県 射水市 平成30年 8月 3日（金） アイザック小杉文化ホール 665

入善町 平成30年 8月 2日（木） 入善町民会館コスモホール 511

ザ・デイサービス・ショウ
2018
～It's Only Rock'n Roll～

秋川雅史コンサートWithス
ペシャルゲスト川井郁子

元気が出る！オーケストラ
コンサート

演劇　ONEOR８「ゼブラ」

森公美子コンサート　カモ
ナ・マイ・ドリーム

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２
０１８

ミュージカルKINJIRO!～本
当はおもしろい二宮金次郎
～

東京フィルハーモニー交響
楽団 特別演奏会

佐藤しのぶ「カルメン・
ファンタジー」

フランシス・レイ・オーケ
ストラ

ハートフルコンサート

青島広志の音楽の時間です
よ！～世界の名曲を一挙に
ご紹介SP～

悪魔の森の音楽会

ビリー・ヴォーン・オーケ
ストラ

イルカ　ほのぼのコンサー
ト～We Love You Planet！
～
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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 津幡町 平成30年11月 9日（金） 津幡町文化会館「シグナス」 579

中能登町 平成30年11月10日（土） 生涯学習センター「ラピア鹿島」 433

福井県 坂井市 平成30年 5月24日（木） ＹＵＲＩ文化情報交流館（ハートピア春江） 607

若狭町 平成30年 5月25日（金） パレア若狭音楽ホール 434

山梨県 北杜市 平成30年11月24日（土）
須玉ふれあい館（北杜市須玉農村総合交流ター
ミナル）

220

笛吹市 平成30年11月23日（金･祝） 笛吹市スコレーセンター 288

長野県 飯島町 平成31年 1月19日（土） 飯島町文化館　大ホール 430

木曽
広域連合

平成31年 1月20日（日） 木曽文化公園文化ホール 466

岐阜県 中津川市 平成30年 7月22日（日） 中津川文化会館ホール 838

羽島市 平成30年 7月21日（土） 不二羽島文化センタースカイホール 1,036

静岡県 掛川市 平成30年11月24日（土） 掛川市文化会館シオーネ大ホール 608

函南町 平成30年11月23日（金･祝） 函南町文化センター大ホール 587

愛知県 小牧市 平成30年11月25日（日） 小牧市市民会館 651

幸田町 平成30年11月24日（土） 幸田町民会館 608

三重県 伊賀市 平成30年 9月29日（土） 伊賀市文化会館
オーケストラで歌う青春
ポップスコンサート

1,142

滋賀県 長浜市 平成31年 1月19日（土） 長浜文化芸術館 268

野洲市 平成31年 1月20日（日） 野洲文化ホール 522

京都府 綾部市 平成30年10月31日（水） 京都府中丹文化会館 677

城陽市 平成30年11月 1日（木） 文化パルク城陽 637

大阪府 大阪狭山市 平成30年 9月29日（土） 大阪狭山市文化会館SAYAKAホール
熱帯ＪＡＺＺ楽団コンサー
ト

801

兵庫県 相生市 平成31年 3月10日（日） 相生市文化会館扶桑電通なぎさホール 573

神河町 平成31年 3月 9日（土） 神河町中央公民館グリンデルホール 378

奈良県 奈良市 平成30年 6月24日（日） 都祁交流センター 377

三郷町 平成30年 6月23日（土） 三郷町文化センター 372

和歌山県 紀の川市 平成30年 7月21日（土） 粉河ふるさとセンター 454

上富田町 平成30年 7月22日（日） 上富田文化会館 437

鳥取県 境港市 平成30年12月16日（日） 境港市文化ホール　シンフォニーガーデン 385

湯梨浜町 平成30年12月15日（土） ハワイアロハホール 471

島根県 松江市 平成31年 1月26日（土） メテオプラザ 236

川本町 平成31年 1月27日（日） 悠邑ふるさと会館 490

岡山県 津山市 平成30年 9月24日（月･祝） 音楽文化ホール・ベルフォーレ津山 415

総社市 平成30年 9月23日（日） 総社市民会館 601

ビリー・ヴォーン・オーケ
ストラ

オペラ「カルメン」

上妻宏光"Standard Songs"
feat.佐藤竹善2018
－三味線とＰＩＡＮＯで奏
でる名曲達－

熱帯ＪＡＺＺ楽団コンサー
ト

書道の力×和太鼓の響き×
若き日本の技

フランシス・レイ・オーケ
ストラ

上妻宏光"Standard Songs"
feat.佐藤竹善2018
－三味線とＰＩＡＮＯで奏
でる名曲達－

漫才のＤＥＮＤＯ

演劇「男の純情」

森山良子コンサートツアー
2018～2019
アコースティックバージョン

上妻宏光"Standard Songs"
feat.佐藤竹善2018
－三味線とＰＩＡＮＯで奏
でる名曲達－

ミュージカル「人魚姫」

オーケストラで歌う青春
ポップスコンサート

オオサカ・シオン・ウイン
ド・オーケストラ

大阪交響楽団と若き俊英ピ
アニスト・牛田智大による
名曲コンサート
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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

広島県 安芸太田町 平成30年 9月20日（木） 戸河内ふれあいセンター　メイプルホール 419

北広島町 平成30年 9月21日（金） 千代田開発センター 600

山口県 下松市 平成31年 2月 7日（木） スターピアくだまつ 963

長門市 平成31年 2月 6日（水） ルネッサながと 774

徳島県 海陽町 平成30年 8月25日（土） 海南文化会館 350

藍住町 平成30年 8月26日（日） 藍住町民会館 417

香川県 さぬき市 平成31年 3月 2日（土） さぬき市志度音楽ホール 482

多度津町 平成31年 3月 3日（日） サクラートたどつ（多度津町民会館） 936

愛媛県 宇和島市 平成30年 9月28日（金） 宇和島市南予文化会館 531

内子町 平成30年 9月29日（土） 内子座 303

高知県 四万十市 平成30年 6月30日（土） 西土佐ふれあいホール 502

四万十町 平成30年 7月 1日（日） 窪川四万十会館 383

福岡県 大牟田市 平成30年10月 8日（月･祝） 大牟田文化会館　大ホール 996

那珂川町 平成30年10月 7日（日） ミリカローデン那珂川　文化ホール 445

佐賀県 鳥栖市 平成31年 2月14日（木） 鳥栖市民文化会館　小ホール 377

武雄市 平成31年 2月13日（水） 武雄市文化会館　小ホール 413

長崎県 波佐見町 平成30年11月10日（土） 波佐見町総合文化会館 397

佐々町 平成30年11月11日（日） 佐々町文化会館 454

熊本県 大津町 平成30年11月17日（土） 大津町生涯学習センター 441

菊陽町 平成30年11月18日（日） 菊陽町図書館ホール 474

大分県 豊後高田市 平成30年 9月19日（水） 豊後高田市中央公民館 381

杵築市 平成30年 9月20日（木） 杵築市文化体育館 416

宮崎県 日南市 平成31年 1月20日（日） 日南市文化センター 441

川南町 平成31年 1月19日（土） サンA川南文化ホール 398

鹿児島県 姶良市 平成30年10月10日（水） 姶良市文化会館 509

徳之島町 平成30年10月12日（金） 徳之島町文化会館 543

45都道府県 49,30946事業 90団体

東京フィルハーモニー交響
楽団アンサンブルによるコ
ンサート

元気が出る！オーケストラ
コンサート

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

東儀秀樹×古澤巌×coba
TFC55

チャーリー西村サイエンス
ショー

東京オーケストラMIRAIが奏
でる～オーケストラって楽
しいな！～

春風亭昇太　林家たい平
二人会

由紀さおり・安田祥子コン
サート～童謡１００年～

三遊亭円楽　春風亭昇太
二人会

ミュージカル「白雪姫」

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とともに
～

前進座「柳橋物語」

アニソンＢＩＧ３スーパー
ライブ２０１８
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平成３０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

岩手県 洋野町 平成30年12月 9日（日） 洋野町民文化会館 709

栃木県 高根沢町 平成30年 9月 2日（日） 高根沢町町民ホール 729

石川県 輪島市 平成30年11月25日（日） 輪島市文化会館 614

長野県 下諏訪町 平成30年 9月22日（土） 下諏訪総合文化センター 534

滋賀県 東近江市 平成31年 1月27日（日） 八日市文化芸術会館 557

京都府 京丹後市 平成30年 8月18日（土） 京都府丹後文化会館 511

広島県 庄原市 平成31年 2月23日（土） 庄原市民会館 661

長崎県 南島原市 平成31年 3月 9日（土） 南島原市ありえコレジヨホール 673

宮崎県 西都市 平成31年 2月10日（日） 西都市民会館 827

９府県 ９団体 5,815
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平成３０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

群馬県 中之条町 平成30年10月 5日(金)
バイテック文化ホール
（中之条町文化会館）

818

福井県 小浜市 平成30年 6月17日(日) 小浜市文化会館 753

山梨県 大月市 平成30年 6月10日(日) 大月市民会館 716

大阪府 箕面市 平成31年 2月 8日(金)
グリーンホール
（箕面市立市民会館）

912

奈良県 王寺町 平成31年 2月23日(土) 王寺町文化福祉センター 636

岡山県 新見市 平成31年 3月22日(金)
新見文化交流館大ホール
（まなび広場にいみ）

946

香川県 高松市 平成30年11月 2日(金)
高松市文化芸術ホール
（サンポート高松）

1,407

福岡県 小郡市 平成30年 8月24日(金) 小郡市文化会館 606

大分県 中津市 平成30年 8月11日(土) 中津市文化会館 852

９府県 ９団体 7,646

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

茨城県 常陸大宮市 平成30年11月15日(木) 常陸大宮市文化センター 947

富山県 南砺市 平成30年11月11日(日) 南砺市井波総合文化センター 628

三重県 志摩市 平成31年 1月10日(木) 阿児アリーナオーシャンホール 1,178

佐賀県 基山町 平成30年11月 7日(水) 基山町民会館 756

沖縄県 うるま市 平成31年 1月18日(金) うるま市民芸術劇場　響ホール 770

５県 ５団体 4,279

都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

埼玉県 深谷市 平成30年 9月29日(土) 深谷市民文化会館大ホール 930

千葉県 勝浦市 平成30年 9月 7日(金) 勝浦市芸術文化交流センター 436

岐阜県 瑞浪市 平成30年 9月13日(木)
瑞浪市総合文化センター文化ホー
ル

648

鹿児島県 垂水市 平成30年 9月22日(土) 垂水市文化会館 731

４県 ４団体 2,745

合計

１８府県 １８団体 14,670

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３０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

北海道 旭川市 平成30年10月24日(水) 旭川市民文化会館 815

秋田県 秋田市 平成30年11月10日(土) 秋田市文化会館 676

山形県 河北町 平成31年 2月23日(土) 河北町総合交流センター 458

福島県 福島市 平成31年 3月30日(土) 福島市音楽堂 842

神奈川県 茅ヶ崎市 平成31年 2月 9日(土) 茅ヶ崎市民文化会館 874

静岡県 菊川市 平成30年10月21日(日) 菊川文化会館　アエル 619

愛知県 飛島村 平成31年 2月 2日(土) 飛島村中央公民館ホール 959

兵庫県 三田市 平成31年 1月26日(土) 三田市総合文化センター 581

熊本県 玉名市 平成31年 2月17日(日) 玉名市民会館ホール 504

９道県 ９団体 6,328
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