
令和３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
状況

（入場者数）

北海道 七飯町 令和4年 1月22日（土） 七飯町文化センター 205

大空町 令和4年 1月24日（月） 大空町教育文化会館 185

青森県 弘前市 令和4年 2月12日（土） 弘前市民会館

八戸市 令和4年 2月13日（日） 八戸市公会堂

岩手県 一関市 令和3年12月 5日（日） 一関文化センター　大ホール 565

釜石市 令和3年12月 4日（土） 釜石市民ホールTETTO　ホールA 396

宮城県 七ヶ浜町 令和3年 6月27日（日） 七ヶ浜町国際村ホール 195

仙南地域広域
行政事務組合

令和3年 6月26日（土） 仙南芸術文化センター　えずこホール 374

秋田県 能代市 令和3年 8月22日（日） 能代市文化会館 513

鹿角市 令和3年 8月21日（土） 鹿角市文化の杜交流館 313

大館市 令和3年11月13日（土） ほくしか鹿鳴ホール　大ホール 576

湯沢市 令和3年11月14日（日） 湯沢文化会館　大ホール 579

山形県 山形市 令和4年 2月23日（水・祝） 山形テルサ 703

酒田市 令和4年 2月24日（木） 酒田市民会館 545

福島県 二本松市 令和4年 2月 3日（木） 二本松市東和センター

国見町 令和4年 2月 2日（水） 国見町観月台文化センター

茨城県 龍ケ崎市 令和4年 3月 6日（日） 龍ケ崎市文化会館 523

東海村 令和4年 3月 5日（土） 東海文化センター 359

埼玉県 蓮田市 令和4年 3月19日（土） 蓮田市総合文化会館 318

上里町 令和4年 3月20日（日） 上里町総合文化センター 219

千葉県 神崎町 令和3年10月16日（土） 神崎ふれあいプラザ 167

東庄町 令和3年10月17日（日） 東庄町公民館 157

東京都 町田市 令和3年 8月 1日（日） 町田市民ホール 407

羽村市 令和3年 7月31日（土） 羽村市生涯学習センターゆとろぎ 369

新潟県 長岡市 令和4年 1月22日（土） 長岡リリックホール 510

糸魚川市 令和4年 1月23日（日） 糸魚川市民会館 357

富山県 滑川市 令和3年12月12日（日） 滑川市民会館大ホール 347

南砺市 令和3年12月11日（土） 南砺市井波総合文化センター 309

石川県 輪島市 令和3年 6月20日（日） 輪島市文化会館 408

白山市 令和3年 6月19日（土） 白山市鶴来総合文化会館 380

福井県 永平寺町 令和3年12月 4日（土） 上志比文化会館サンサンホール 151

若狭町 令和3年12月 5日（日） パレア若狭音楽ホール 149

山梨県 北杜市 令和4年 3月24日（木） 須玉ふれあい館

笛吹市 令和4年 3月23日（水） 笛吹市スコレーセンター

二兎社「鴎外の怪談」

秋川雅史・夏川りみ　ハートフルコ
ンサート

元気が出る！オーケストラコンサー
ト

加藤登紀子コンサート2021　時には
昔の話を～生きるための歌～

ファミリーコンサートオーケストラ
で聴くジブリ音楽

渡辺徹　音楽付き朗読公演

大野雄二＆ルパンティック・シック
ス

ハッピー・ジャズ・アワー

東京名人会

吉田兄弟×レ・フレール　スペシャ
ルコラボコンサート

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2021

ファミリーコンサートオーケストラ
で聴くジブリ音楽

秋川雅史コンサート ウィズ　スペ
シャルゲスト川井郁子

香美別邸～広瀬香美　ピアノ弾き語
りライブ～

漫才のデンドウ

東京名人会

中止

中止

中止



令和３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
状況

（入場者数）

長野県 岡谷市 令和3年 9月18日（土） 岡谷市文化会館カノラホール 大ホール 652

千曲市 令和3年 9月19日（日） 千曲市上山田文化会館 436

静岡県 沼津市 令和3年 7月10日（土） 沼津市民文化センター　大ホール 693

焼津市 令和3年 7月11日（日） 焼津市大井川文化会館ミュージコ 507

愛知県 蒲郡市 令和4年 2月27日（日） 蒲郡市民会館 523

大府市 令和4年 2月26日（土） 愛三文化会館（大府市勤労文化会館） 398

三重県 多気町 令和3年 9月11日（土） 多気町民文化会館

紀北町 令和3年 9月12日（日） 海山公民館

滋賀県 米原市 令和3年 8月 8日（日・祝） 米原市伊吹薬草の里文化センター 136

愛荘町 令和3年 8月 7日（土） ハーティーセンター秦荘 200

京都府 綾部市 令和3年 9月 4日（土） 京都府中丹文化会館 399

城陽市 令和3年 9月 5日（日） 文化パルク城陽　プラムホール 473

大阪府 池田市 令和4年 3月27日（日） 池田市民文化会館 472

富田林市 令和4年 3月26日（土） すばるホール 310

兵庫県 伊丹市 令和3年11月28日（日） 伊丹市立文化会館（東リ いたみホール） 646

加東市 令和3年11月27日（土） 東条文化会館　コスミックホール 440

奈良県 大和高田市 令和4年 1月22日（土） 大和高田市文化会館 大和高田さざんかホール 309

宇陀市 令和4年 1月21日（金） 宇陀市文化会館 かぎろひホール 185

和歌山県 橋本市 令和3年11月28日（日） 橋本市産業文化会館 308

上富田町 令和3年11月27日（土） 上富田文化会館 327

鳥取県 智頭町 令和3年11月21日（日） 智頭町総合センター 122

八頭町 令和3年11月20日（土） 八東体育文化センター 141

島根県 浜田市 令和3年10月31日（日） 石央文化ホール 443

大田市 令和3年10月30日（土） 大田市民会館 456

岡山県 井原市 令和3年12月 9日（木） 井原市民会館 376

美作市 令和3年12月 8日（水） 美作文化センター 225

広島県 世羅町 令和3年11月25日（木） せらにしタウンセンター 134

神石高原町 令和3年11月24日（水） さんわ総合センター　やまなみ文化ホール 174

山口県 下松市 令和4年 3月17日（木） スターピアくだまつ（下松市文化会館） 934

長門市 令和4年 3月16日（水） ルネッサながと（山口県民芸術文化ホールながと） 739

徳島県 阿南市 令和3年 7月25日（日） 阿南市文化会館　夢ホール 266

阿波市 令和3年 7月24日（土） 阿波市交流防災拠点施設アエルワ 289

吉野川市 令和3年 5月23日（日） 吉野川市鴨島公民館 中止

藍住町 令和3年 5月22日（土） 藍住町総合文化ホール 265

名曲歌酔いコンサート

名曲歌酔いコンサート

秋川雅史・杜の音シンガーズ　ハー
トフルコンサート

ファミリーミュージカル「白雪姫」

クリヤ・マコト　トリオ ジャズコン
サート　ウィズ 森口博子・神野美伽

春風亭昇太　林家たい平　二人会

ファミリーミュージカル「白雪姫」

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

東京混声合唱団特別演奏会

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

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

中止

青春のアイドルヒットステージ80年
代
松本伊代・早見優・森口博子



令和３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
状況

（入場者数）

香川県 さぬき市 令和4年 1月30日（日） さぬき市志度音楽ホール 181

三豊市 令和4年 1月29日（土） 三豊市文化会館 465

愛媛県 四国中央市 令和3年10月31日（日） 四国中央市土居文化会館　ユーホール 202

松前町 令和3年10月30日（土） 松前総合文化センター 202

高知県 香南市 令和3年 9月18日（土） のいちふれあいセンター

田野町 令和3年 9月19日（日） 田野町ふれあいセンター

福岡県 大川市 令和3年 7月25日（日） 大川市文化センター　大ホール 388

朝倉市 令和3年 7月24日（土） 朝倉市総合市民センター　中ホール 512

佐賀県 神埼市 令和4年 1月23日（日） 神埼市千代田文化会館　はんぎーホール 209

有田町 令和4年 1月22日（土） 炎の博記念堂　文化ホール 287

長崎県 雲仙市 令和3年10月10日（日） 愛の夢未来センター 240

時津町 令和3年10月 9日（土） とぎつカナリ－ホール 343

熊本県 水俣市 令和4年 2月13日（日） 水俣市文化会館 572

宇土市 令和4年 2月12日（土） 宇土市民会館 292

大分県 竹田市 令和3年10月11日（月） 竹田市総合文化ホール＜グランツたけた＞廉太郎ホール 310

玖珠町 令和3年10月10日（日） くすまちメルサンホール 297

鹿児島県 曽於市 令和4年 1月15日（土） 曽於市末吉総合センター

中種子町 令和4年 1月16日（日） 種子島こり～な

沖縄県 浦添市 令和3年 9月26日（日） 浦添市てだこホール

名護市 令和3年 9月25日（土） 名護市民会館大ホール

４２都道府県 26,757４４事業 ８８団体（うち中止・・・１５団体）

渡辺真知子コンサート

吉田兄弟コンサート

メイ　ジェイ　コンサート

化粧二題

朝倉さや　フィート.中孝介

海援隊トーク＆ライブ2021 中止

中止

中止

上妻宏光　スタンダード　ソングス
佐藤竹善2021コンサート

エビケン ザ エンターテイメント

海援隊トーク＆ライブ2021

名曲歌酔いコンサート



令和３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
状況

（入場者数）

北海道 根室市 令和4年 2月13日（日） 根室市総合文化会館　大ホール 中止

岩手県 北上市 令和3年10月30日（土） 北上市文化交流センター　さくらホール 410

神奈川県 茅ヶ崎市 令和3年10月 2日（土） 茅ヶ崎市民文化会館　大ホール 636

長野県 長野市 令和4年 1月23日（日） 長野市芸術館　メインホール 327

三重県 伊勢市 令和4年 3月21日（月・祝）
シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢
（伊勢市観光文化会館）

468

兵庫県 尼崎市 令和4年 3月19日（土） あましんアルカイックホール・オクト 中止

福岡県 柳川市 令和4年 1月30日（日） 柳川市民文化会館 480

長崎県 佐世保市 令和3年12月18日（土） アルカスSASEBO　大ホール 354

８道県 ８団体 2,675うち中止・・・２団体



令和３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
状況

（入場者数）

宮城県 大和町 令和4年 2月10日（木）
大和町ふれあい文化創造センター
まほろばホール

247

群馬県 館林市 令和4年 2月18日（金）
館林市文化会館カルピスⓇホール
大ホール

445

新潟県 村上市 令和3年10月14日（木） 村上市民ふれあいセンター 中止

山梨県 富士吉田市 令和3年 6月18日（金） ふじさんホール 365

滋賀県 近江八幡市 令和3年10月21日（木） 近江八幡市文化会館 423

兵庫県 太子町 令和3年 7月 3日（土） 太子町立文化会館 353

奈良県 田原本町 令和4年 3月25日（金）
田原本青垣生涯学習センター　弥
生の里ホール

321

和歌山県 紀の川市 令和4年 1月21日（金）
紀の川市粉河ふるさとセンター
大ホール

中止

島根県 雲南市 令和3年10月28日（木） 雲南市三刀屋文化体育館アスパル 494

広島県 熊野町 令和4年 2月 6日（日） 熊野町民会館 中止

愛媛県 新居浜市 令和3年11月12日（金）
新居浜市市民文化センター　大
ホール

544

１１県 １１団体 3,192

演目：南こうせつwithウー・ファン　～心のうたコンサート～

うち中止・・・３団体



令和３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
状況

（入場者数）

山形県 新庄市 令和3年11月20日（土） 新庄市民文化会館 950

栃木県 鹿沼市 令和4年 1月15日（土） 鹿沼市民文化センター　大ホール 535

富山県 黒部市 令和3年10月 9日（土） 黒部市国際文化センター 388

京都府 舞鶴市 令和3年11月26日（金） 舞鶴市総合文化会館　大ホール 661

香川県 観音寺市 令和3年 8月29日（日）
ハイスタッフホール（観音寺市民
会館）

571

福岡県 久留米市 令和4年 1月30日（日） 石橋文化ホール 411

６府県 ６団体 3,516

１７府県 １７団体 6,708

演目：岩崎宏美with宗次郎　～心のふるさとを求めて～

うち中止・・・３団体



令和３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
状況

（入場者数）

北海道 網走市 令和3年 6月20日（日） 網走市民会館　大ホール 中止

岩手県 矢巾町 令和3年 6月26日（土） 矢巾町文化会館（田園ホール） 267

茨城県 取手市 令和4年 1月30日（日） 取手市民会館 474

栃木県 芳賀町 令和4年 1月23日（日） 芳賀町民会館 283

埼玉県 秩父市 令和3年12月25日（土）
秩父宮記念市民会館　大ホールフォ
レスタ

410

千葉県 君津市 令和3年 8月 1日（日） 君津市民文化ホール　大ホール 387

愛知県 田原市 令和3年 7月17日（土） 渥美文化会館 240

鹿児島県 南九州市 令和3年12月12日（日）
南九州市コミュニティセンター川辺
文化会館

375

８道県 ８団体 2,436うち中止・・・１団体


