
令和元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 深川市 令和2年 2月 8日（土） 深川市文化交流ホールみ・らい 398

富良野市 令和2年 2月 9日（日） 富良野演劇工場 320

青森県 平川市 令和元年 7月14日（日） 平川市文化センター 705

六ヶ所村 令和元年 7月13日（土） 六ヶ所村文化交流プラザスワニー 625

岩手県 盛岡市 令和元年11月 9日（土） 盛岡劇場メインホール 460

奥州市 令和元年11月10日（日） 奥州市文化会館（Zホール） 455

秋田県 横手市 令和元年11月 9日（土） 秋田ふるさと村ドーム劇場 920

大館市 令和元年11月 8日（金） 大館市民文化会館 1,136

山形県 大石田町 令和元年10月19日（土） 大石田町町民交流センター「虹のプラザ」 315

白鷹町 令和元年10月20日（日） 白鷹町文化交流センターAYu：M 189

福島県 伊達市 令和2年 2月16日（日） 伊達市ふるさと会館 316

富岡町 令和2年 2月15日（土） 富岡町文化交流センター 228

茨城県 常陸太田市 令和元年10月20日（日） 常陸太田市民交流センター（パルティホール） 652

取手市 令和元年10月19日（土） 取手市立市民会館 825

栃木県 真岡市 令和元年 8月10日（土） 市民“いちご”ホール（真岡市民会館） 658

矢坂市 令和元年 8月11日（日） 矢坂市文化会館 562

群馬県 安中市 令和元年 8月10日（土） 安中市松井田文化会館 434

大泉町 令和元年 8月11日（日） 大泉町文化むら 716

埼玉県 川越市 令和元年 8月18日（日） 川越市やまぶき会館 463

志木市 令和元年 8月17日（土） 志木市民会館パルシティ 517

東京都 町田市 令和元年11月15日（金） 町田市民ホール 835

羽村市 令和元年11月16日（土） 羽村市生涯学習センターゆとろぎ 794

新潟県 加茂市 令和元年 6月11日（火） 加茂市文化会館 831

魚沼市 令和元年 6月12日（水） 魚沼市小出郷文化会館 773

富山県 滑川市 令和元年12月15日（日） 滑川市民会館大ホール 660

南砺市 令和元年12月14日（土） 井波総合文化センター 610

福井県 南越前町 令和元年12月15日（日） 南条文化会館 256

高浜町 令和元年12月14日（土） 高浜町文化会館　小ホール 173

山梨県 富士吉田市 令和元年 9月 6日（金） ふじさんホール：富士吉田市民会館 695

甲斐市 令和元年 9月 7日（土） 双葉ふれあい文化館 460

長野県 飯山市 令和元年11月 4日（月･祝） 飯山市文化交流館 429

東御市 令和元年11月 3日（日） 東御市文化会館 546

岐阜県 羽島市 令和元年 8月31日（土） 不二羽島文化センタースカイホール 958

飛騨市 令和元年 9月 1日（日） 飛騨市文化交流センタースピリットガーデンホール 521

静岡県 三島市 令和元年 7月31日（水） 三島市民文化会館　大ホール 1,138

御前崎市 令和元年 8月 1日（木） 御前崎市民会館 641

由紀さおり・安田祥子コンサート

ウィーン少年合唱団コンサート

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

絵本ライブショー　しげちゃん一座

悪魔の森の音楽会

上妻宏光"Standard Songs"feat.佐藤竹善2019

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

ナプア・グレイグ　presents　ハワイアン・フ
ラ・ダンサーズ

演劇「男の純情」

オーケストラで歌う青春ポップスコンサート

演劇「虹のかけら～もうひとりのジュディ」

海援隊トーク＆ライブ2019

朝倉さや feat. 中孝介コンサート

ミュージカル「ジパング青春記」慶長遣欧使節
団出帆

オリジナルミュージカル　ザ・デイサービス・
ショー　～It's Only Rock'n Roll～

ファミリーミュージカル「シンデレラ」

群馬交響楽団コンサート

ファミリーミュージカル「シンデレラ」



都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

愛知県 春日井市 令和2年 2月16日（日） ホテルプラザ勝川 197

豊川市 令和2年 2月15日（土） 豊川市文化会館中ホール 141

三重県 玉城町 令和元年 7月24日（水） 玉城町保健福祉会館 330

南伊勢町 令和元年 7月25日（木） ふれあいセンターなんとう 417

滋賀県 米原市 令和元年 8月31日（土） 米原市伊吹薬草の里文化センター 252

愛荘町 令和元年 9月 1日（日） ハーティーセンター秦荘 415

京都府 宮津市 令和元年11月10日（日） 宮津会館 537

八幡市 令和元年11月 9日（土） 八幡市文化センター 1,108

兵庫県 加東市 令和2年 2月15日（土） やしろ国際学習塾 514

太子町 令和2年 2月16日（日） 太子町立文化会館 744

奈良県 葛城市 令和元年 9月 7日（土） 新庄文化会館マルベリーホール 347

川西町 令和元年 9月 8日（日） 川西文化会館コスモスホール 253

和歌山県 田辺市 令和元年 9月28日（土） 紀南文化会館大ホール 1,064

かつらぎ町 令和元年 9月29日（日） かつらぎ総合文化会館 684

鳥取県 北栄町 令和元年10月26日（土） 北栄町大栄農村環境改善センター 330

伯耆町 令和元年10月27日（日） 鬼の館 280

島根県 益田市 令和元年12月 8日（日） ふれあいホールみと 433

江津市 令和元年12月 7日（土） 江津市総合市民センター 659

岡山県 和気町 令和2年 2月 1日（土） 学び館「サエスタ」 437

勝央町 令和2年 2月 2日（日） 勝央文化ホール 641

広島県 福山市 令和元年11月 9日（土） 福山市神辺文化会館 790

庄原市 令和元年11月10日（日） 庄原市東城文化ホール 327

山口県 下関市 令和元年12月15日（日） 下関市生涯学習プラザ 775

萩市 令和元年12月14日（土） 萩市民会館大ホール 884

徳島県 小松島市 令和2年 2月15日（土） 小松島市ミリカホール 274

牟岐町 令和2年 2月16日（日） 海の総合文化センター 401

香川県 三木町 令和2年 1月31日（金） 三木町文化交流プラザ 731

宇多津町 令和2年 1月30日（木） ユープラザうたづ 580

愛媛県 八幡浜市 令和元年10月 6日（日） 八幡浜市文化会館ゆめみかん 511

愛南町 令和元年10月 5日（土） 愛南町御荘文化センター 522

高知県 宿毛市 令和元年 8月17日（土） 宿毛市総合社会福祉センター 389

本山町 令和元年 8月18日（日） 本山町プラチナセンター 207

福岡県 篠栗町 令和2年 2月16日（日） 篠栗町総合センター（クリエイト篠栗） 386

香春町 令和2年 2月15日（土） 香春町町民センター　町民ホール 342

佐賀県 佐賀市 令和2年 1月19日（日） 佐賀市立東与賀文化ホール 460

白石町 令和2年 1月18日（土） 白石町有明スカイパーク　ふれあい郷自有館ホール 672

悪魔の森の音楽会

上妻宏光"Standard Songs"feat.佐藤竹善2019

絵本ライブショー　しげちゃん一座

チャーリー西村サイエンスショー

海援隊トーク＆ライブ2019

絵本ライブショー　しげちゃん一座

吉田兄弟＆レ・フレール　スペシャルコラボコ
ンサート

上妻宏光"Standard Songs"feat.佐藤竹善2019

千住真理子と大阪交響楽団の仲間たち

朝倉さや feat. 中孝介コンサート

元気が出る！オーケストラコンサート

文化講演会　齋藤孝（明治大学文学部教授）

由紀さおり・安田祥子コンサート

森山良子コンサート～Sing My Life～

体験参加型リズムアトラクション　ドラミング
ハイ！

元気が出る！オーケストラコンサート

東京名人会

石井正則～Sound of Story～　言葉と音楽で綴
るコンサート



都道府県 市（区）町村 開催日 会場 公演内容 入場者数

長崎県 平戸市 令和元年 7月13日（土） 平戸市生月町開発総合センター大ホール 220

南島原市 令和元年 7月12日（金） 南島原市ありえコレジョホール 186

熊本県 水俣市 令和元年 9月22日（日） 水俣市文化会館 794

山鹿市 令和元年 9月21日（土） 八千代座 459

大分県 中津市 令和元年12月15日（日） 中津文化会館　大ホール 590

竹田市 令和元年12月14日（土） 竹田市総合文化ホール＜グランツたけた＞廉太郎ホール 466

鹿児島県 志布志市 令和元年12月15日（日） コミュニティセンター志布志市文化会館 617

さつま町 令和元年12月14日（土） 宮之城文化センター 503

40都道府県 43,083４０事業 ８０団体

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

日本舞踏公演『コノカイズム』

アニソンBIG３　スーパーライブ

アントネッロ　天正遣欧少年使節の物語



令和元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

北海道 岩内町 令和元年 8月31日（土） 岩内地方文化センター 421

福島県 南相馬市 令和2年 2月15日（土） 南相馬市民文化会館 大ホール 776

東京都 小平市 令和2年 2月 8日（土） ルネこだいら 大ホール 979

新潟県 糸魚川市 令和元年11月 9日（土） 糸魚川市民会館 269

富山県 魚津市 令和元年12月15日（日） 新川文化ホール 大ホール 913

長崎県 川棚町 令和元年11月24日（日） 川棚町公会堂 656

大分県 臼杵市 令和元年 9月15日（日） 臼杵市民会館 大ホール 539

７都道県 ７団体 4,553



令和元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

宮城県 岩沼市 令和元年11月14日（木） 岩沼市民会館大ホール 930

山形県 山形市 令和元年 7月25日（木） 山形テルサホール 946

福島県 白河市 令和元年11月29日（金） 白河文化交流館 1,020

茨城県 常総市 令和元年 9月10日（火） 常総市地域交流センター　豊田城 920

三重県 御浜町 令和元年10月22日（火・祝） 御浜町中央公民館 677

兵庫県 宍粟市 令和元年11月22日（金） 山崎文化会館 628

奈良県 生駒市 令和元年 7月19日（金） たけまるホール 904

宮崎県 門川町 令和元年 6月 1日（土） 門川町総合文化会館 634

８県 ８団体 6,659

演目：南こうせつwithウー・ファン　～心のうたコンサート～



都道府県 市（区）町村 開催日 会場 入場者数

青森県 弘前市 令和元年11月 8日（金） 弘前市民会館 1,250

秋田県 大仙市 令和元年10月31日（木） 大曲市民会館 934

滋賀県 甲賀市 令和2年 2月 1日（土） 甲賀市あいこうか市民ホール 728

岡山県 吉備中央町 令和2年 1月11日（土） ロマン高原かよう総合会館 758

長崎県 時津町 令和2年 1月19日（日） とぎつカナリーホール 730

沖縄県 読谷村 令和2年 1月25日（土） 読谷村文化センター鳳ホール 651

６県 ６団体 5,051

１４県 １４団体 11,710

演目：岩崎宏美with宗次郎　～心のふるさとを求めて～



令和元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 七飯町 令和元年 8月24日（土） 七飯町文化センター 585

群馬県 みどり市 令和元年11月 9日（土） 笠懸野文化ホール 507

静岡県 島田市 令和2年 2月15日（土） 島田市民総合施設プラザおおるり 400

京都府 京丹後市 令和元年10月20日（日） 京都府丹後文化会館 305

奈良県 大和郡山市 令和元年12月21日（土）
DMG MORIやまと郡山城ホール　大
ホール

475

和歌山県 橋本市 令和元年 8月18日（日） 橋本市民会館 383

山口県 山口市 令和元年10月12日（土） 山口市民会館　大ホール 784

福岡県 飯塚市 令和元年10月13日（日）
飯塚市文化会館（イイヅカコスモ
スコモン　大ホール）

538

鹿児島県 阿久根市 令和元年 6月30日（日）
風テラスあくね（阿久根市民交流
センター）

439

９道府県 ９団体 4,416


