
令和２年度宝くじ文化公演事業
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

伊達市 だて歴史の杜カルチャーセンター

鷹栖町 たかすメロディーホール

斜里町 斜里町公民館ゆめホール知床

岩手県 一関市 一関文化センター大ホール

釜石市 釜石市民ホールTETTOホールA

宮城県 七ヶ浜町 七ヶ浜町国際村ホール

仙南地域広域
行政事務組合

仙南芸術文化センター（えずこホール）

秋田県 能代市 能代市文化会館

鹿角市 鹿角市文化の杜交流館

大館市 ほくしか鹿鳴ホール（大館市民文化会館　大ホール）

湯沢市 湯沢文化会館　大ホール

山形県 山形市 山形テルサ

酒田市 酒田市民会館

福島県 二本松市 二本松市東和センター

国見町 国見町観月台文化センター

茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市文化会館

東海村 東海文化センター

群馬県 玉村町 玉村町文化センター

大泉町 大泉町文化むら

埼玉県 蓮田市 蓮田市総合文化会館

上里町 上里町総合文化センター

千葉県 神崎町 神崎ふれあいプラザ

東庄町 東庄町公民館

東京都 狛江市 狛江市民ホール（エルコマ）

武蔵村山市 武蔵村山市民会館　大ホール

富山県 高岡市 富山県高岡文化ホール

入善町 入善町民会館（入善コスモホール）

石川県 輪島市 輪島市文化会館

白山市 白山市鶴来総合文化会館

福井県 永平寺町 上志比文化会館サンサンホール

若狭町 パレア若狭音楽ホール

山梨県 北杜市 長坂コミュニティ・ステーション

笛吹市 笛吹市スコレーセンター

ファミリーコンサートオーケストラで聴くジブリ音楽

東京名人会

アンサンブル金沢with石丸幹二

漫才のDENDO全国ツアー

森本レオ　音楽付き朗読公演

バイオリンと和楽器の世界

群馬交響楽団コンサート

吉田兄弟×レ・フレール スペシャルコラボコンサート

海援隊トーク＆ライブ2020

悪魔の森の音楽会

55th Anniversary 加藤登紀子コンサート2020

大野雄二＆ルパンティック・シックス（Lupintic Jazz
Live）

ウィーン少年合唱団コンサート

元気が出る！オーケストラコンサート

グレーのこと

しあわせの雨傘

東京名人会
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令和２年度宝くじ文化公演事業
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

長野県 千曲市 千曲市上山田文化会館

岡谷市 岡谷市文化会館カノラホール 大ホール

東御市 東御市文化会館

木曽広域連合 木曽文化公園文化ホール

静岡県 沼津市 沼津市民文化センター（大ホール）

焼津市 焼津市大井川文化会館ミュージコ

三重県 多気町 多気町民文化会館

紀北町 海山公民館

滋賀県 米原市 米原市伊吹薬草の里文化センター

愛荘町 ハーティー センター秦荘

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 東大阪市 東大阪市文化創造館

阪南市 阪南市文化センター

兵庫県 伊丹市 伊丹市立文化会館（東リ いたみホール）

加東市 東条文化会館（コスミックホール）

奈良県 大和高田市 大和高田市文化会館 大和高田さざんかホール

宇陀市 宇陀市文化会館 かぎろひホール

和歌山県 橋本市 橋本市産業文化会館

上富田町 上富田文化会館

鳥取県 智頭町 智頭町総合センター

八頭町 八東体育文化センター

島根県 浜田市 石央文化ホール

大田市 大田市民会館

岡山県 井原市 井原市民会館

美作市 美作文化センター

広島県 世羅町 せらにしタウンセンター

神石高原町 さんわ総合センターやまなみ文化ホール

山口県 下松市 スターピアくだまつ（下松市文化会館）

長門市 ルネッサながと（山口県民芸術文化ホールながと）

徳島県 阿南市 阿南市文化会館「夢ホール」

阿波市 阿波市交流防災拠点施設アエルワ

吉野川市 吉野川市鴨島公民館

藍住町 藍住町総合文化ホール
80`sアイドルヒットステージ

クリヤ・マコトTRIO ジャズコンサートwith 森口博子・神
野美伽

森公美子コンサート「カモナ・マイ・ドリーム」

ファミリーミュージカル「白雪姫」

菊池桃子 文化講演会

吉田兄弟×レ・フレール スペシャルコラボコンサート

東京名人会

元気が出る！オーケストラコンサート

テレマン室内オーケストラ

ブラザーズ5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

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

ズーラシアンブラスと大阪交響楽団によるクラシックコン
サート

名曲歌酔いコンサート

ファミリーミュージカル「白雪姫」

名曲歌酔いコンサート

キエフ・クラシック・バレエ　チャイコフスキー夢の3大バ
レエ名場面
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令和２年度宝くじ文化公演事業
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

香川県 さぬき市 さぬき市志度音楽ホール

三豊市 三豊市文化会館

愛媛県 四国中央市 四国中央市土居文化会館（ユーホール）

松前町 松前総合文化センター

高知県 香南市 のいちふれあいセンター

田野町 田野町ふれあいセンター

福岡県 大川市 大川市文化センター　大ホール

朝倉市 朝倉市総合市民センター　中ホール

佐賀県 神埼市 神埼市千代田文化会館「はんぎーホール」

有田町 炎の博記念堂　文化ホール

長崎県 雲仙市 愛の夢未来センター

時津町 とぎつカナリ－ホール

熊本県 宇土市 宇土市民会館

あさぎり町 須恵文化ホール

大分県 大分市 J：COMホルトホール大分　大ホール

佐伯市 さいき城山桜ホール　大ホール

宮崎県 小林市 小林市文化会館

門川町 門川町総合文化会館

沖縄県 浦添市 浦添市てだこホール

名護市 名護市民会館大ホール

合計 ４４事業８８団体

元気が出る！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

海援隊トーク＆ライブ2020

ズーラシアンブラス 音楽の絵本 吹奏楽部

名曲歌酔いコンサート

渡辺真知子コンサート

吉田兄弟コンサート

上妻宏光"Standard Songs"佐藤竹善2020コンサート

エビケン ザ エンターテイメント2020
（EBIKEN THE ENTERTAINMENT2020）

海援隊トーク＆ライブ2020
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令和２年度宝くじ文化公演事業
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 根室市 根室市総合文化会館　大ホール

茨城県 土浦市 土浦市民会館　大ホール

栃木県 野木町 野木町文化会館

千葉県 東金市 東金文化会館　大ホール

兵庫県 尼崎市 あましんアルカイックホール・オクト

香川県 丸亀市 丸亀市綾歌総合文化会館（アイレックス）

佐賀県 唐津市 唐津市民会館

長崎県 五島市 五島市福江文化会館

鹿児島県 長島町 長島町文化ホール

合計 ９団体
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令和２年度宝くじ文化公演事業
宝くじまちの音楽会実施計画

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（まほろば
ホール）

群馬県 館林市 館林市文化会館カルピスⓇホール（大ホール）

新潟県 村上市 村上市民ふれあいセンター

山梨県 富士吉田市 ふじさんホール

滋賀県 近江八幡市 近江八幡市文化会館

兵庫県 太子町 太子町立文化会館

奈良県 田原本町 田原本青垣生涯学習センター　弥生の里ホール

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

島根県 雲南市 雲南市三刀屋文化体育館アスパル

広島県 熊野町 熊野町民会館

愛媛県 新居浜市 新居浜市市民文化センター大ホール

沖縄県 宮古島市 マティダ市民劇場

小計 １２団体

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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令和２年度宝くじ文化公演事業
宝くじまちの音楽会実施計画

都道府県 市（区）町村 会場

山形県 新庄市 新庄市民文化会館

福島県 川俣町 川俣町中央公民館

栃木県 鹿沼市 鹿沼市民文化センター大ホール

富山県 黒部市 黒部市国際文化センター

京都府 舞鶴市 舞鶴市総合文化会館　大ホール

福岡県 久留米市 石橋文化ホール

宮崎県 延岡市 延岡総合文化センター　大ホール

小計 ７団体

合計 １９団体

演目：岩崎宏美with宗次郎　～心のふるさとを求めて～
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令和２年度宝くじ文化公演事業
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 網走市 網走市民会館　大ホール

岩手県 矢巾町 矢巾町文化会館（田園ホール）

埼玉県 秩父市 秩父宮記念市民会館　大ホールフォレスタ

東京都 立川市 たましんRISURUホール（立川市市民会館）

新潟県 長岡市 長岡リリックホール

福井県 越前市 越前市文化センター

愛知県 田原市 渥美文化会館

岡山県 倉敷市 倉敷市玉島文化センターホール

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

合計 ９団体
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