
 

2008年～2021年 

トイピアノコンサート 上演実績 

 

各種主催・イベント・フェスティバル公演 

 

2009 年 東京都 国立オリンピック記念青少年センター ＮＰＯ法人日本青少年音楽芸能協会主催 

2010 年 東京都 国立オリンピック記念青少年センター ＮＰＯ法人日本青少年音楽芸能協会主催 

 東京都 深川江戸資料館 日心会主催 

 埼玉県 工房・集 川口太陽の家主催 

 埼玉県 古民家ギャラリーかぐや 古民家ギャラリーかぐや主催 

 愛媛県 仙遊寺 今治おやこ劇場主催 

 栃木県 川上澄生美術館 美術館友の会主催 

 埼玉県 カフェ“寧”  〔扉の向こう〕実行委員会主催 

 東京都 桜花亭 桜花亭主催 

 茨城県 茨城県近代美術館 茨城県近代美術館主催 

2011 年 三重県 パラミタミュージアム パラミタミュージアム主催 

 東京都 東京江戸博物館 ふれあいこどもまつり実行委員会主催 

 愛媛県 西条市総合文化会館 西条市総合文化会館主催 

 愛媛県 カフェ・コンチェルト ＮＰＯ法人自遊楽校あるここ主催 

 愛媛県 ギャラリーなーや ＮＰＯ法人自遊楽校あるここ主催 

 長野県 軽井沢ル・ヴァン美術館 軽井沢ル・ヴァン美術館主催 

 愛媛県 さまーでぃほーる 浄明寺主催 

 愛媛県 西條神社参集殿 ＮＰＯ法人自遊楽校あるここ主催 

 愛媛県 村の駅 五本松ギャラリー アクティオ主催 

 愛媛県 西条市立大町小学校 西条市総合文化会館主催 

 埼玉県 アウトレットモール・リズム 子育て支援ネットワーク主催 

2012 年 愛媛県 ミュゼ里山房 アクティオ主催 

 埼玉県 上福岡西公民館 ふじみ野市主催 

 愛媛県 砥部町文化会館 砥部町文化会館主催 

 埼玉県 新座体育館 子ども家庭相談室主催 

 埼玉県 平林寺睡足軒 睡足軒で芝居を見る会主催 

 埼玉県 ライフコミューンふじみ野 ライフコミューンふじみ野主催 

 埼玉県 さいたま文学館 埼玉詩人の会主催 

 愛媛県 新居浜市民文化センター 新居浜芸術文化市民の会主催 

 埼玉県 上福岡公民館 上福岡公民館主催 

 高知県 旧松岡酒造蔵 高知県古民家再生協会主催 

 高知県 百年舎 高知県古民家再生協会主催 

 愛媛県 愛媛県総合科学博物館 ＮＰＯ法人自遊楽校あるここ主催 

 愛媛県 浄明寺 ＮＰＯ法人自遊楽校あるここ主催 

2013 年 埼玉県 りとるかりんホール あさか文化広場主催 

 愛媛県 文教会館 愛媛県女性指導者の会主催 

 東京都 カフェギャラリー縁 布ｆｕ工房主催 

 福島県 大和川酒造北方風土館 喜多方発 21 世紀シアター実行委員会主催 



 

 ２013 年 兵庫県 宝塚ホテル 武庫川倶楽部主催 

 埼玉県 古民家ギャラリーかぐや 古民家ギャラリーかぐや主催 

 東京都 東京おもちゃ美術館 四谷ひろば ぷらびだ事務局主催 

 埼玉県 難波田城公園 難波田城資料館主催 

 愛媛県 アルチザン 創作家具の店アルチザン主催 

 高知県 旧松岡酒造蔵 高知県古民家再生協会主催 

 高知県 百年舎 高知県古民家再生協会主催 

 兵庫県 谷上の家 神戸ヴィレッジ＆兵庫県古民家再生協会主催 

 東京都 カフェ桜宮巣鴨 カフェ桜宮巣鴨主催 

 香川県 渡邊邸 香川県古民家再生協会主催 

 滋賀県 安土町文芸の郷・信長の館 安土町文芸の郷振興事業団主催 

 埼玉県 プラザノース プラザノース主催 

2014 年 滋賀県 古ゞ屋 未来へつなぐ古民家サポーターズ主催 

 埼玉県 久喜市菖蒲文化会館 アートクラフトフェス主催 

 愛媛県 西条市丹原文化会館 西条市ＰＴＡ連合主催 

 愛媛県 アンデルセンホール ＮＰＯ法人自遊楽校あるここ主催 

 愛媛県 西条神社 ＮＰＯ法人自遊楽校あるここ主催 

 愛媛県 西条市総合福祉センター 子育て支援ひだまり主催 

 愛媛県 西条市立吉井小学校 文化庁主催 

 埼玉県 リリックおがわホール 小川町教育委員会主催 

 栃木県 川上澄生美術館 川上澄生美術館友の会主催 

2015 年 長野県 軽井沢ル・ヴァン美術館 軽井沢ル・ヴァン美術館主催 

 埼玉県 ＪＵＮホール ＪＵＮホールサポーターの会主催 

 東京都 ホテルグランドパレス カポニー産業主催 

 高知県 土佐ドラゴン広場 とさ野菜ソムリエの会主催 

 愛媛県 カープランニング・メンドリ カープランニング・メンドリ主催 

 高知県 チミポンサ ファーム輝主催 

 滋賀県 米原保育園 米原市保育協議会主催 

 埼玉県 川越西文化会館 たかはしべん音楽事務所主催 

 愛媛県 ユアーズ 新居浜ライオンズクラブ主催 

2016 年 埼玉県 所沢椿峰会館 所沢こども劇場主催 

 東京都 文京シビックホール いろり会主催 

 東京都 ハートストリングス ハートストリングス主催 

2017 年 神奈川県 ホテル横浜ガーデン カポニー産業主催 

 愛媛県 宇和島太宰家 與那原浩建築設計室主催 

 埼玉県 ふじみ野産業文化センター アートフェスタふじみ野 2017 主催 

 愛媛県 成龍酒造 成龍酒造（株）主催 

 埼玉県 らんちカフェ木ぐらし らんちカフェ木ぐらし主催 

 埼玉県 スタジオ✱千ひろば スタジオ✱千ひろば主催 

 高知県 すさきまちかどギャラリー すさき七夕かざり実行委員会主催 

2018 年 福島県 蔵の里 喜多方発 21 世紀シアター実行委員会主催 

 長野県 飯田中央公民館 いいだ人形劇フェスタ 2018 主催 

 埼玉県 広瀬小学童保育室 埼玉県文化育成事業主催 

 東京都 音楽堂 anoano サンパティック・カフェ主催 



 

 埼玉県 久喜公民館 久喜おやこ劇場主催 

 愛媛県 吉野生地区体育館 吉野生地区主催 

 愛媛県 正木酒造 伊予美人ライブ実行委員会主催  

 埼玉県 美楽居 サンパティック・カフェ主催 

 愛媛県 あかがねミュージアム あかがねミュージアム主催 

 愛媛県 萬翠荘 ふるさとコンサート実行委員会主催 

 愛媛県 伊吹幼稚園ホール 伊吹幼稚園主催 

 東京都 文京シビックホール 出版記念実行委員会主催 

 愛媛県 西条市総合文化会館 ヒカリノオト応援団主催 

2019 年 愛媛県 岩松よろづ屋 じゃこ天句会主催 

 愛媛県 放課後デイ☆あいあむ 放課後デイ☆あいあむ主催 

 愛媛県 村上記念病院 村上記念病院主催 

 埼玉県 こすず幼稚園 埼玉文化ふれあい体験事業主催 

 東京都 日本青年館ホテル 関東道前会主催 

 埼玉県 クラッセ川越 食の会歌の会主催 

 愛媛県 西条市総合文化会館 リベラルアートフェスティバル実行委員会主催 

 東京都 吉祥寺 STAR PINE’S CAFE サンパティック・カフェ主催 

 埼玉県 ギャラリー恵風 いなおけんじ主催 

2020 年 埼玉県 伊奈ゆたか保育園 埼玉文化ふれあい体験事業主催 

 埼玉県 ゆうりん保育園 埼玉文化ふれあい体験事業主催 

 埼玉県 嵐山町図書館 嵐山町図書館主催 

2021 年 栃木県 足利短期大学付属高校 足利短期大学付属高校主催 

 東京都 成瀬公民館 白ゆりの会主催 

 東京都 新宿 Dolce Bass Flute Night vol.9 主催 

 埼玉県 キラリ☆ふじみマルチホール ピアニッシモあ～と主催 

 埼玉県 ギャラリー恵風 いなおけんじ主催 

 埼玉県 伊奈ゆたか保育園 埼玉文化ふれあい体験事業主催 

 埼玉県 鴻巣市公民館 花咲く音楽室主催 

 東京都 Artistic Studio LaLaLa Artistic Studio LaLaLa 主催 

 

他、人権・福祉関連イベントや、人権授業などでも多数上演 


