芸術文化の展示・公演活動への助成 （音楽部門）

17th こーらす萌の会ファミリーコンサート

こーらす萌の会(鳥取市)
令和元年6月9日(日) 鳥取市民会館大ホール

第37回アザレア音楽祭2019

アザレア音楽祭企画実行委員会(倉吉市)
令和元年5月12日(日)～6月16日(日) 倉吉未来中心、倉吉交流プラザ、倉吉
博物館ほか

鳥取ジュニアオーケストラ 第23回定期演奏会

鳥取ジュニアオーケストラ(鳥取市)
令和元年8月25日(日) とりぎん文化会館 小ホール

第41回鳥取市交響楽団定期演奏会

鳥取市交響楽団(鳥取市)
令和元年10月14日(祝・月) とりぎん文化会館梨花ホール

鳥取市民合唱団 第36回定期演奏会

鳥取市民合唱団(鳥取市)
令和元年7月7日(日) 鳥取市民会館大ホール

浜田開府400年記念・住民参加創作ミュージカル
「群青 ～濱田誕生、そして明日へ～」

(公財)浜田市教育文化振興事業団(浜田市)
令和元年10月11日(金)・12日(土) 石央文化ホール 大ホール

ミュージカル 今、歩き出す。

石西ミュージカル実行委員会(益田市)
令和元年6月29日(土)・30日(日) 島根県芸術文化センター グラントワ いわ
み芸術劇場 小ホール

女声合唱団フィオーリ

女声合唱団フィオーリ(出雲市)
令和元年6月30日(日) 大社文化プレイスうらら館 だんだんホール

第30回記念 定期演奏会

第3回ノヴィー音楽祭
～ノヴィー爽やかに春をうたう～

(特非)松江サードプレイス研究会ノヴィープロジェクト(松江市)
平成31年4月12日(金)～16日(火) 興雲閣2F大広間、ごうぎんカラコロ美術
館

ミュージカル「あいと地球と競売人」

あいと地球と競売人自主企画実行委員会(松江市)
令和元年9月21日(土)～23日(祝・月) メテオプラザ

木下牧子作品を楽しむ会

ミシュマシュコア岡山、「木下牧子作品を楽しむ会」実行委員会フォルトゥーナ
(岡山市)
令和元年10月6日(日) 倉敷市民会館ホール

笠岡シンフォニックウィンズ2周年記念コンサート

笠岡シンフォニックウィンズ(笠岡市)
令和元年6月23日(日) 笠岡市民会館

女声合唱団萌え木
第4回定期演奏会 結成15周年記念Concert
『水のいのち～西日本豪雨災害からの
復興に願いをこめて～』

女声合唱団萌え木(岡山市)
令和元年5月19日(日) 岡山県立美術館ホール

倉敷管弦楽団 第45回定期演奏会

倉敷管弦楽団(倉敷市)
令和元年6月30日(日) 倉敷市民会館

岡山フィルハーモニック管弦楽団 第61回定期演奏会
夏色クラシック

(公財)岡山シンフォニーホール(岡山市)
令和元年7月21日(日) 岡山シンフォニーホール

第32回広島サマーコンサート

青の会(廿日市市）
令和元年8月12日(祝・月) 広島県民文化センターホール

第26回ふくやま琴まつり
第37回全国小・中学生箏曲コンクール

全国小・中学生箏曲コンクール実行委員会(福山市）
令和元年7月25日(木)・26日(金) ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ
大ホール

第19回レクイエム イン ヒロシマ

レクイエムインヒロシマ実行委員会(呉市）
令和元年8月4日(日) 広島県民文化センター ホール

三原シンフォニック・ウインド・アンサンブル
第48回定期演奏会 with 藤田真弓バレエ教室

三原シンフォニック・ウインド・アンサンブル(三原市)
令和元年8月18日(日) 三原市芸術文化センター ポポロ

コジマ・ムジカ・コレギア 第29回定期演奏会

コジマ・ムジカ・コレギア実行委員会(広島市)
令和元年8月29日(木) JMSアステールプラザ 大ホール

第7回 しまなみ音楽祭／5月の尾道音楽学校

しまなみ音楽祭実行委員会(尾道市）
令和元年5月2日(木)～5日(日) 尾道市民センター むかいしま文化ホール こ
ころ

音楽集団フェルマータ 第11回公演
エメラルドシティ ウィキッド オズの世界

音楽集団フェルマータ(広島県安芸郡)
令和元年8月31日(土)・9月1日(日) 広島市東区民文化センター 大ホール

さくらぴあ新人コンクール入賞者による演奏会
～華麗なる音色につつまれて～

(公財)廿日市市芸術文化振興事業団(廿日市市）
令和元年10月6日(日) はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 小ホール

コーロ・ヴェルデ
創立20周年記念コンサート

コーロ・ヴェルデ(広島市)
令和元年6月16日(日) 広島県民文化センター

第21回 さくらぴあ新人コンクール

広島西音楽家協会(廿日市市)
令和元年5月26日(日) はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ大ホール

安芸音楽祭 和太鼓

(公財)広島市文化財団(広島市）
令和元年9月8日(日) 安芸区民文化センター ホール

ひろしまオペラルネッサンス「魔笛」

ひろしまオペラ・音楽推進委員会(広島市)
令和元年9月28日(土)・29日(日) JMSアステールプラザ 大ホール

広島県地域文化功労者表彰受賞記念・広島ジュニアコーラス創
立40周年記念第23回広島ジュニアコーラス・フェミニンコール広
島定期演奏会

広島ジュニアコーラス(広島市)
平成31年4月7日(日) 広島市西区民文化センター 大ホール

広島シティーオペラ第11回公演
第一章「道化師」 第二章「ジャンニスキッキ」

広島シティーオペラ推進委員会(広島市)
令和元年8月10日(土)・11日(日) JMSアステールプラザ 大ホール

広島オペラアンサンブル
第44回公演オペラ「ねじの回転」

広島オペラアンサンブル(広島市)
令和元年5月11日(土)・12日(日) JMSアステールプラザ 大ホール

広島交響楽団
児童生徒を対象としたオーケストラ音楽鑑賞教室

(公社)広島交響楽協会(広島市)
令和元年5月～令和2年1月(22日間・27公演) 各公共ホールおよび学校体育
館

劇団・pfa集団【アトリエ/カンパーニュ～atelier/Campagne】第 劇団・pfa集団【アトリエ/カンパーニュ～atelier/Campagne】(広島市)
7回本公演 オリジナルミュージカル「ラブ?ヴァンパイア」
令和元年6月29日(土)・30日(日) 広島市安芸区民文化センター スタジオ

下関少年少女合唱隊 創立55周年記念 定期演奏会

下関少年少女合唱隊(下関市)
令和元年11月17日(日) 下関市民会館 大ホール

第51回山口県邦楽大会

第51回山口県邦楽大会実行委員会(長門市)
令和元年10月20日(日) 山口県立劇場 ルネッサながと

ひかり吹奏楽団演奏会
Rainbow Brass Show 2019

ひかり吹奏楽団(周南市)
令和元年11月3日(日) 光市民ホール 大ホール

創立45周年記念

合唱団まゆ

米子がいな太鼓保存会
45周年記念コンサート 鼓動心響

第40回定期演奏会

合唱団まゆ(鳥取県西伯郡)
令和元年11月10日(日) 米子市淀江文化センター さなめホール

米子がいな太鼓保存会(米子市)
令和元年11月16日(土) 米子市公会堂 大ホール

第20回 キラキラ☆コンサート

キラキラ☆楽団(鳥取市)
令和元年11月10日(日) 鳥取市文化ホール

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
創立60周年記念 第14回 定期演奏会

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス(米子市)
令和元年12月22日(日) 米子市公会堂

第25回定期演奏会 混声合唱団クリスタルコール平田
～ふるさとは今も変わらず～

混声合唱団クリスタルコール平田(出雲市)
令和元年11月10日(日) 平田文化会館プラタナスホール

大田ミュージカルスクール

大田ミュージカル実行委員会(大田市)
令和2年1月11日(土)・18日(土)・19日(日)・25日(土)、2月1日(土) 発表：
令和2年2月2日(日) 大田市民会館中ホール

「フレンズ」

しまねカンタート2020

しまねカンタート2020実行委員会(松江市)
令和2年1月11日(土)・12日(日) 松江市総合文化センター プラバホール
(1/11)、島根県民会館 大ホール(1/12)

第54回岡山県学生音楽コンクール入賞者記念演奏会

岡山県高等学校音楽協議会(岡山市)
令和元年10月5日(土) ルネスホール

女声コーラス アンコーラ
“ The 15th Anniversary Concert”

アンコーラ(倉敷市)
令和元年10月13日(日) 倉敷公民館 大ホール

25周年記念演奏会 コーロ グリーチネ

コーロ グリーチネ(倉敷市)
令和2年1月26日(日) 倉敷市民会館 大ホール

第5回記念 “ゆるび” ニューイヤーコンサート
YURUBI 祝祭室内管弦楽団演奏会2020

岡山県都窪郡早島町(岡山県都窪郡)
令和2年1月5日(日) 早島町町民総合会館「ゆるびの舎」文化ホール

落合シニアミュージカルそらさくら
第三作「旭川のどんぶら桃子」

落合シニアミュージカルそらさくら(真庭市)
令和元年11月10日(日) 落合総合センター 多目的ホール

アンサンブル早島 第20回 記念定期演奏会
ブラームス心魂

アンサンブル早島(岡山県都窪郡)
令和2年2月24日(祝・月) 倉敷市民会館

第15回

ふくやまリコーダー合奏団(福山市)
令和2年2月22日(土) ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 小ホール

ふくやまリコーダー合奏団演奏会

ミュージックシアターASAKITA
第25回記念公演「チャルダッシュの女王」

(公財)広島市文化財団(広島市)
令和元年11月23日(土)・24日(日) 広島市安佐北区民文化センター ホール

海を渡る祈りの響き

海を渡る祈りの響き公演実行委員会(広島市)
令和元年10月25日(金) カトリック幟町協会 世界平和記念聖堂

～シターと歌う平和への祈り～

広島きらきら母交響楽団

第12回定期演奏会

広島きらきら母交響楽団(廿日市市)
令和元年11月4日(祝・月) はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 大
ホール

くれまちかどコンサート

(公財)呉市文化振興財団(呉市)
令和元年11月10日(日)、12月7日(土)、令和2年1月26日(日)、2月16日
(日) 昭和まちづくりセンター、蒲刈まちづくりセンター、吉浦まちづくりセンター、
郷原まちづくりセンター

さくらぴあ市民オペラ 第22回コンサート
オペラ珠玉の名曲めぐり

さくらぴあ市民オペラ(廿日市市)
令和2年2月23日(日) はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 大ホール

第8回 ミュージックフェステイバル イン クレ

ミュージックフェステイバル イン クレ実行委員会(呉市)
令和元年12月1日(日) 呉信用金庫ホール(呉市文化ホール)

ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ
第17回公演 「歌劇 アイーダ」

第18回

縮景園邦楽鑑賞会

広島少年合唱隊

オペラ実行委員会 ヴィータ◆ムジカーレ◆東広島(東広島市)
令和2年2月8日(土)・9日(日) 東広島芸術文化ホールくらら 大ホール

曲に秘められた日本の歴史

創立60周年記念定期演奏会

広島邦楽連盟(広島市)
令和元年10月20日(日) 広島県縮景園 清風館

広島少年合唱隊(広島市)
令和元年11月30日(土) 広島県民文化センター

広島プロミシングコンサート2019

(公財)広島市文化財団(広島市)
令和元年12月11日(水) JMSアステールプラザ 大ホール

広島ジュニアオーケストラ第18回定期演奏会

広島ジュニアオーケストラ定期演奏会実行委員会(広島市)
令和元年12月15日(日) 広島市西区民文化センター

ひろしまチェンバーソロイスツコンサートVOL.17

ひろしまチェンバーソロイスツコンサート実行委員会(広島市)
令和元年11月12日(火) 広島県民文化センター

合唱団ぽっきりコンサート?

合唱団ぽっきり(広島市)
令和2年2月23日(日) 広島市西区民文化センター ホール

難聴児のための音楽会

でんでん虫の会(広島市)
令和元年10月6日(日) エリザベト音楽大学ザビエルホール

広島吹奏楽団 第85回定期演奏会
～常任指揮者 小川秀樹 退任記念演奏会～

広島吹奏楽団(広島市)
令和2年2月16日(日) 上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

合唱団Yu 第1回定期コンサート
-ひろしまドイツクリスマスマーケットコラボ企画-

Hiroshima 宗教音楽アカデミー 合唱団Yu(広島市)
令和元年12月13日(金) 日本基督教団 広島教会

Brilliant Harmony＆Men's Vocal Ensemble 寺漢
Joint Concert

Men's Vocal Ensemble 寺漢(広島市)
令和2年1月13日（祝・月） エリザベト音楽大学セシリアホール

子どものための音楽プロジェクト

(特非)心豊かな家庭環境をつくる広島21(広島市)
令和元年10月～12月(計8回) 広島市内の保育園・児童館(計8箇所)

第24回定期公演 ファミリーミュージカル
「風の電話」～あなたの想いを伝えてください～

ミュージカル山陽ありすの家(山陽小野田市)
令和元年11月17日(日) 不二輸送機ホール(山陽小野田市文化会館)大ホー
ル

柳井吹奏貘団 第20回定期演奏会

柳井吹奏貘団(山口県大島郡)
令和2年2月16日(日) アクティブやない

