北海道上川合同庁舎大雪カムイミンタラホールコンサート開催状況一覧
年度

開催
回数

H11

1

H12.03.30 (木) 揚原祥子ピアノリサイタル

揚原祥子【ﾋﾟｱﾉ】

2

H12.05.22 (月) 旭川フィルメンバーによるヴァイオリンミニコンサート

旭川ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団// 鳥海尚久【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/赤間知佳子【ﾋﾟｱﾉ】

3

H12.09.04 (月) 昼休みやすらぎコンサート

小林史真【ﾊｰﾓﾆｶ】※ﾋﾟｱﾉ伴奏付き

4

H12.09.25 (月) 旭川フィルメンバーによるヴァイオリンミニコンサート

鳥海尚久【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/赤間知佳子【ﾋﾟｱﾉ】

5

H12.10.05 (木) ソプラノ今井愛乃

今井愛乃【ｿﾌﾟﾗﾉ】/井 詩乃【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

6

H12.10.27 (金) ウィーン国立音楽大学奨学生 田園コンサート

ｳｨｰﾝ国立音楽大学奨学生// ｴｯｸﾞﾅｰﾄﾘｵ【ﾋﾟｱﾉ･ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ﾁｪﾛ】/ｼﾞｭﾘｱ･ﾏﾝ【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/ﾚｲﾁｪﾙ･ｱｰﾐﾝｸﾞ【ﾁｪﾛ】

7

H12.12.13 (水) クリスマス･コンサート

旭川ﾌｨﾙ(弦楽五重奏)// 根本夏恵･鳥海尚久【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/澤渡敬子【ｳﾞｨｵﾗ】/井川貴行【ﾁｪﾛ】/赤間知佳子【ﾋﾟｱﾉ】

8

H13.01.10 (水) 箏と尺八による箏曲「新春のしらべ」

生田流箏曲大塚社中【箏3･尺八2】

9

H13.02.22 (木) オーボエのコンサート

岩崎弘昌【ｵｰﾎﾞｴ】※ﾋﾟｱﾉ伴奏付き

10

H13.03.22 (木) ピアノ連弾コンサート

及川由華･三浦由香【ﾋﾟｱﾉ】

11

H13.04.03 (火) 子供とお母さんのためのコンサート

旭川ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団// 鳥海尚久【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/赤間知佳子【ﾋﾟｱﾉ】

12

H13.04.27 (金) ２本のフルートとピアノによるSPRING CONCERT

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ･ﾁﾄﾞ// 水野貴子･藤井留美子【ﾌﾙｰﾄ】/中山郁子【ﾋﾟｱﾉ】

13

H13.05.22 (火) ２人のピアニストのコンサート

成川昌子･ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ･ﾋﾞﾀ【ﾋﾟｱﾉ】

14

H13.06.04 (月) 遠藤圭子ソプラノリサイタル

遠藤圭子【ｿﾌﾟﾗﾉ】※ﾋﾟｱﾉ伴奏付き

15

H13.06.22 (金) アコースティック･ギター･コンサート 岡崎倫典

岡崎倫典【ｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰ】

16

H13.07.27 (金) にほんのうた 夏

銀の鈴// 田中千壽子【司会】/井関英津子【ｿﾌﾟﾗﾉ】/新町 由美･前川泰子【ﾋﾟｱﾉ】

17

H13.08.10 (金) メゾ･ソプラノ＆室内楽コンサート

中川遊子【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】/山口健【ﾁｪﾛ】/柳野健吾【ﾌﾙｰﾄ】/平川直子【ﾋﾟｱﾉ】

18

H13.09.03 (月) ピアノコンサート 安田里沙

安田里沙【ﾋﾟｱﾉ】

19

H13.09.17 (月) ソプラノリサイタル 今井愛乃

今井愛乃【ｿﾌﾟﾗﾉ】/岡 理香子【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

20

H13.09.25 (火) 北海道御神乗太鼓保存会出演 国際交流記念演奏会

北海道御神乗太鼓保存会

21

H13.10.19 (金) 赤いくつコンサート

四ツ葉会(女声合唱)// 小田一也【指揮】/藤原吏衣【ﾋﾟｱﾉ】/小林早百合【ﾌﾙｰﾄ】

22

H13.11.02 (金) ジークフリート･ホルン合奏団

ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄﾎﾙﾝ合奏団(日本ﾎﾙﾝ協会所属)【ﾎﾙﾝ】

23

H13.11.07 (水) 2001旭川･ウィーン国際弦楽セミナー記念 田園コンサート

旭川ｳｨｰﾝ国際弦楽ｾﾐﾅｰ講師// 北本秀樹【ﾁｪﾛ】/ｳｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ･ｳﾞｪﾙﾌｧｰ【ｳﾞｨｵﾗ】
同受講生(ｳｨｰﾝ国立音楽大学生)// ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾔﾎﾞﾙｶｲ【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/ｱﾝﾅ･ﾐﾘｱﾆﾁ【ｳﾞｨｵﾗ】/ｱﾀﾞﾑ･ﾔﾎﾞﾙｶｲ【ﾁｪﾛ】

24

H13.12.11 (火) ピアノと歌でつづる クリスマスコンサート

菊入三恵【ｿﾌﾟﾗﾉ】/田中三佳【ﾋﾟｱﾉ】

25

H13.12.25 (火) 年の瀬にちょっと一息 フルート＆ピアノクリスマスコンサート

小林早百合【ﾌﾙｰﾄ】/大滝雅子【ﾋﾟｱﾉ】

26

H14.01.09 (水) 新春コンサート

岡 理香子【ﾋﾟｱﾉ】

27

H14.02.01 (金) ホルンとピアノのコンサート

萩原顕彰【ﾎﾙﾝ】/阪本実樹子【ﾋﾟｱﾉ】

28

H14.03.11 (月) 春のフレッシュコンサート

北海道教育大学旭川校学生// 中川遊子【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】/菅原香織【ﾋﾟｱﾉ】/斉藤智恵【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

29

H14.03.13 (水) かみかわ･田園の文化首都づくりコンサート ふるさとの響き心の響き

遠藤郁子【ﾋﾟｱﾉ】

30

H14.05.10 (金) なでしこコーラス お花見コンサート

末広公民館 なでしこｺｰﾗｽ(女声合唱)

31

H14.06.11 (火) マティアス･オリベイラ･ピント チェロコンサート

ﾏﾃｨｱｽ･ｵﾘﾍﾞｲﾗ･ﾋﾞﾝﾄ【ﾁｪﾛ】/新町由美【ﾋﾟｱﾉ】

32

H14.07.12 (金)

33

H14.07.23 (火) ～たった一人のオーケストラ～ 稲田志保子 電子ピアノコンサート

稲田志保子【電子ﾋﾟｱﾉ】

34

H14.08.07 (水) 七夕ピアノコンサート 安田里沙

安田里沙【ﾋﾟｱﾉ】

35

H14.08.30 (金) 和太鼓･しの笛 風流者 姫雅（ふうりゅうざ ひなび）

中条きのこ･藤野佳代【和太鼓】/松尾 慧【しの笛】

36

H14.09.17 (火) 大正琴アンサンブル ミニコンサート

ｾﾌﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ【大正琴】/能登みきひろ【ﾏﾘﾝﾊﾞ】

37

H14.10.29 (火) 陸上自衛隊第二音楽隊 ソロ＆アンサンブルコンサート

自衛隊第二音楽隊

38

H14.11.05 (火) 鳥居大祐 ピアノコンサート

鳥居大祐【ﾋﾟｱﾉ】

39

H14.11.22 (金) 池田千鶴子 ハープを詩う

池田千鶴子【ﾊｰﾌﾞ】

40

H14.12.06 (金) 佐藤珠美フルートコンサート － X'mas Present for you －

佐藤珠美【ﾌﾙｰﾄ】/工藤美智子【ﾋﾟｱﾉ】

41

H14.12.25 (水) 福地章江＆中川遊子 ジョイントコンサート

福地章江【ﾋﾟｱﾉ】/中川遊子【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】

42

H15.01.09 (木) 新春コンサート 木村善幸

木村善幸【津軽三味線･和太鼓】

43

H15.02.07 (金) 春に羽ばたく前に ～教育大学音楽科4年目によるサロンコンサート～

教育大旭川校４年生【ﾋﾟｱﾉ･声楽･ｻｷｿﾌｫﾝ･合唱】

44

H15.03.26 (水) フルートとチェンバロによるバロックの調べ ～３００年の時を越えて～

池野麻里【ﾁｪﾝﾊﾞﾛ】/小林早百合【ﾌﾙｰﾄ】

H12

H13

H14

開催日

出演者

タイトル

'02ホルンフェスティバルin北海道 プレコンサート

ﾎﾙﾝﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞG.S.D.F【ﾎﾙﾝ】/工藤美智子【ﾋﾟｱﾉ】/中川遊子【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】
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北海道上川合同庁舎大雪カムイミンタラホールコンサート開催状況一覧
年度

開催
回数

開催日

出演者

タイトル

45

H15.04.25 (金) 陸上自衛隊第二音楽隊 アンサンブルコンサート

自衛隊第二音楽隊ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

46

H15.05.30 (金) 三本の篠笛の織りなす和の世界 篠笛コンサート

山口千壽･山口千翠･山口千那【篠笛】

47

H15.06.25 (水) 蘇る和布 リフォームファッションショー

美深町文化協会【着物ﾘﾌｫｰﾑﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ】

48

H15.07.24 (木) ハンガリーからの風 ピアノ 安田里沙

安田里沙【ﾋﾟｱﾉ】

49

H15.07.30 (水) ３本のフルートとピアノによるアンサンブルの調べ

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ･ｱﾙﾃ// 菊池一実･菊池貴子･藤井留美子【ﾌﾙｰﾄ】/中山郁子【ﾋﾟｱﾉ】

50

H15.08.12 (火) 50回記念 ピアノ揚原祥子

揚原祥子【ﾋﾟｱﾉ】

51

H15.08.29 (金) 大正琴アンサンブルコンサート

琴美会ｾﾌﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

52

H15.09.12 (金) 心にひびくやさしいおと ふたつのオカリナコンサート

松沢幸司【ﾌﾙｰﾄ･ｵｶﾘﾅ】/中山妙子【ﾋﾟｱﾉ･ｵｶﾘﾅ】/遠藤麻里【ﾋﾟｱﾉ】

53

H15.10.07 (火) ～生きる力を伝えたい～ こころンピック

豊島雄一【ﾊﾞﾘﾄﾝ】/新町由美【ﾋﾟｱﾉ】

54

H15.11.07 (金) ソプラノ 今井愛乃

今井愛乃【ｿﾌﾟﾗﾉ】/今井詩乃【ﾋﾟｱﾉ】

55

H15.12.17 (水) 池田敏美 ヴァイオリンコンサート

池田敏美【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/田中三佳【ﾋﾟｱﾉ】

56

H16.01.08 (木) 新春コンサート メゾソプラノ 中川遊子

中川遊子【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】/斉藤智恵【ﾋﾟｱﾉ】

57

H16.02.19 (木) ピアノ弾き語り 吉田朋代

吉田朋代【ﾋﾟｱﾉ･ｳﾞｫｰｶﾙ】

58

H16.03.30 (火) 和太鼓 木村善幸・アコースティックギター 谷本 光

59

H16.04.20 (火) 音の輪 コンサート

音の輪（ﾋﾟｱﾉ･声楽･ﾁｪﾛ等）

60

H16.05.21 (金) 上川合同庁舎道民ホール寄席

旭笑長屋【落語】

61

H16.06.25 (金) 蘇る和布 リフォームファッションショー

呼布(こふ)の会

62

H16.07.20 (火) フルート 田尻淳子・トロンボーン 萩原靖弥

63

H16.08.27 (金) リコーダー・チェンバロコンサート

浅川哲弥【ﾘｺｰﾀﾞｰ】/浅川広子【ﾁｪﾝﾊﾞﾛ】

64

H16.09.27 (月) 東京メトロポリタン･ブラスクィンテット ミニコンサート

東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ･ﾌﾞﾗｽｸｨﾝﾃｯﾄ

65

H16.10.20 (水) 池田敏美 ヴァイオリンコンサート

池田敏美【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/田中三佳【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

66

H16.11.26 (金) ホルンプレーヤーズ Ｇ.Ｓ.Ｄ.Ｆコンサート ～伊藤泰世氏を迎えて～

ﾎﾙﾝﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞG.S.D.F

67

H16.12.21 (火) 南 加奈子 フルートコンサート

南 加奈子【ﾌﾙｰﾄ】

68

H17.01.28 (金) 相澤千春 ピアノコンサート

相澤千春【ﾋﾟｱﾉ】

69

H17.02.14 (月) 針生美智子 ソプラノコンサート

針生美智子【ｿﾌﾟﾗﾉ】/中島幸恵【ﾋﾟｱﾉ】

70

H17.03.18 (金) 旭川放送合唱団コンサート

旭川放送合唱（混声合唱）

71

H17.04.15 (金) 中川遊子 メゾソプラノコンサート

中川遊子【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】

72

H17.04.27 (水) 小林啓子コンサート with障子展

小林啓子【ﾌｫｰｸｼﾝｶﾞｰ】

73

H17.05.10 (火) 夢弦 大正琴コンサート

夢弦－むげん－【大正琴】

74

H17.06.24 (金) 蘇る和布 リフォームファッションショー

呼布(こふ)の会

75

H17.07.26 (火) 北川由美・小野寺治子 ピアノデュオコンサート

北川由美･小野寺治子【ﾋﾟｱﾉ】

76

H17.08.19 (金) 安田里沙 ピアノコンサート

安田里沙【ﾋﾟｱﾉ】

77

H17.09.30 (金) 福瀬餓鬼 meets 木村善幸 ～書と音「響」～

福瀬餓鬼【書家】/木村善幸【津軽三味線･和太鼓】

78

H17.10.14 (金) 池田敏美 ヴァイオリンコンサート

池田敏美【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】

79

H17.11.08 (火) 大正琴アンサンブルコンサート

ｾﾌﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ【大正琴】

80

H17.12.20 (火) チェロ＆ピアノ デュオコンサート

山口 健【ﾁｪﾛ】/新町由美【ﾋﾟｱﾉ】

81

H18.01.17 (火) 二人で一つのピアノコンサート

森永ｽｯﾋﾟﾝ【ﾋﾟｱﾉ】/森永治之介【ﾋﾟｱﾉ】

82

H18.02.07 (火) 菅野雅紀ピアノコンサート

菅野雅紀【ﾋﾟｱﾉ】

83

H18.03.09 (木) 針生美智子ソプラノコンサート

針生美智子【ｿﾌﾟﾗﾉ】/中島幸恵【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

84

H18.03.22 (水) ウィーン国立音大生 田園コンサート

ｳｨｰﾝ国立音大生4名【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/安田里沙【ﾋﾟｱﾉ】

H15

H16

H17

スーパーセッション

ジョイントコンサート

木村善幸【和太鼓】/谷本 光【ｷﾞﾀｰ】

田尻淳子【ﾌﾙｰﾄ】/萩原靖弥【ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ】
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北海道上川合同庁舎大雪カムイミンタラホールコンサート開催状況一覧
年度

H18

開催
回数

開催日

出演者

タイトル

85

H18.04.17 (月) 女声合唱団四ツ葉会 赤いくつコンサート ～みんなで歌おう心の歌～

四ツ葉会(合唱)

86

H18.05.09 (火) 北野紫帆ヴァイオリンコンサート

北野紫帆【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/岡理香子【ﾋﾟｱﾉ】

87

H18.06.23 (金) 蘇える和布 リフォームファッションショー

呼布(こふ)の会

88

H18.07.19 (水) 南 加奈子 フルートコンサート

南 加奈子【ﾌﾙｰﾄ】/菊地亜紀【ﾋﾟｱﾉ】

89

H18.08.04 (金) 思い出の昭和メロディー ＡＭＰ合唱団演奏会

AMP合唱団(混声合唱)

90

H18.09.04 (月) 木村善幸コンサート ～津軽三味線・和太鼓の鳴り～

木村善幸【津軽三味線･和太鼓】

91

H18.10.11 (水) 池田敏美ヴァイオリン＆池田弦カウンターテノールコンサート

池田敏美【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/池田 弦【ｶｳﾝﾀｰﾃﾉｰﾙ】/田中三佳【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

92

H18.11.01 (水) 大正琴アンサンブルコンサート

琴美会ｾﾌﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

93

H18.12.21 (木) 中川遊子 メゾソプラノコンサート

中川遊子【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】/松山佳澄【ﾋﾟｱﾉ】

94

H19.01.05 (金) North Trombonesコンサート

North Trombones// 杉山良･貝森康夫･板倉雄司･萩原靖弥

95

H19.01.09 (火) カムイミンタラ文化祭 山の寸劇＆塚田タカヤ アコースティックライブ

塚田ﾀｶﾔ【ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ】/旭岳FC【寸劇】

96

H19.02.09 (金) 菅原奈津子 ピアノコンサート

菅原奈津子【ﾋﾟｱﾉ】/中川遊子【司会(友情出演)】

97

H19.03.12 (月) 菅野雅紀 ピアノコンサート

菅野雅紀【ﾋﾟｱﾉ】

98

H19.04.17 (火) 関 治子 ピアノコンサート

関 治子【ﾋﾟｱﾉ】

99

H19.06.21 (木) 蘇える和布 リフォームファッションショー

呼布(こふ)の会

100 H19.07.27

(金) 100回記念 揚原祥子 ピアノコンサート

101 H19.08.07

(火)

北川由美・小野寺治子 ピアノデュオコンサート

北川由美･小野寺治子【ﾋﾟｱﾉ連弾】

102 H19.08.20

(月)

国立音楽大学北海道同調会コンサート

野坂廣子【ｿﾌﾟﾗﾉ】/綿貫美佳【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】/岡崎正治【ﾃﾉｰﾙ】/小部晴枝･紅林ゆりか･鈴木恵子【ﾋﾟｱﾉ】/永留淳也
【ｻｯｸｽ】/工藤久巳【ﾌﾙｰﾄ】/岩崎弘昌【ｵｰﾎﾞｴ】

H19

103
104
105
106
107
108
H20 109
110
111
112
113
114
115
116
H21
117
118
119
120
121
122
H22 123
124
125

揚原祥子【ﾋﾟｱﾉ】

H19.09.12 (水) 和島京都 Autumn Jazzコンサート

和島京都【jazzﾎﾞｰｶﾙ】/古川 整【ﾋﾟｱﾉ】/勝本宣夫【ﾍﾞｰｽ】

H19.10.30 (火) 池田敏美ヴァイオリン＆池田弦カウンターテノールコンサート

池田敏美【ｳﾞｧｲｵﾘﾝ】/池田 弦【ｶｳﾝﾀｰﾃﾉｰﾙ】/田中真理【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

H20.03.26 (水) 女声合唱団四ツ葉会の赤いくつコンサート

四ツ葉会(合唱)

H20.05.27 (火) 南 加奈子・土川 舞 フルート・デュオコンサート

南 加奈子･土川 舞【ﾌﾙｰﾄ2重奏】

H20.07.14 (月) ノコギリとクラリネットの不思議なハーモニー -sawla-ソラ- コンサート

工藤恵理【ﾉｺｷﾞﾘ】/平崎亜紀子【ｸﾗﾘﾈｯﾄ】/西村麻輝【ﾋﾟｱﾉ】

H20.08.19 (火) サマーコンサート ～教育大学旭川校学生・卒業生による～

坂口一花【ﾋﾟｱﾉ】/清水 馨【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】/中野映里【ﾌﾙｰﾄ】/本村夕美【ﾌﾙｰﾄ】

H20.09.05 (金) ～情熱と癒し～ ピアノとソプラノによる秋のランチタイムコンサート

花本千春【ｿﾌﾟﾗﾉ】/長田芙実【ﾋﾟｱﾉ】/安部綾子【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

H20.11.17 (月) 音の輪ファミリーコンサート ～名曲の花束～

大友ひろ世･野坂廣子【ｿﾌﾟﾗﾉ】/山中典子･田邊沙知･岸田周子【ﾋﾟｱﾉ】/中島幸恵･石橋克治【賛助出演】

H21.02.27 (金) 車椅子のピアニスト 山崎理恵コンサート

山崎理恵【ﾋﾟｱﾉ】※ﾋﾟｱﾉﾍﾟﾀﾞﾙｱｼｽﾄ装置

H21.03.24 (火) 菅野雅紀 ピアノコンサート

菅野雅紀【ﾋﾟｱﾉ】

H21.04.20 (月) レジェンドスプリングコンサート'09

LEGEND// 柿迫 秀･志村糧一･吉田知明【ﾃﾉｰﾙ】/内田智一･菅原浩史【ﾊﾞﾘﾄﾝ】/大井 健･中村匡弘【ﾋﾟｱﾉ】

H21.06.23 (火) ギター＆フルート ～魅惑のアンサンブル～

山本朝香【ｷﾞﾀｰ】/中野映里【ﾌﾙｰﾄ】

H21.08.13 (木) オジタス 夏の日コンサート

Ozitas(ｵｼﾞﾀｽ)// 小林早百合【ﾌﾙｰﾄ】/籠味正樹【ｷﾞﾀｰ】/藤井あずさ【ﾋﾟｱﾉ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ】

H21.09.01 (火) ダンスカンパニー セレノグラフィカ パフォーマンス

ｾﾚﾉｸﾞﾗﾌｨｶ// 隅地 茉歩【振り付け師･ﾀﾞﾝｻｰ】/阿比留修一【ﾀﾞﾝｻｰ】

H21.10.16 (金) 上川合同庁舎10周年記念 心にひびくやさしい音 ～ふたつのオカリナコンサート～

花とおじさん// 松沢幸司【ｵｶﾘﾅ･ﾌﾙｰﾄ】/山中妙子【ｵｶﾘﾅ】/遠藤麻里【ｴﾚｸﾄｰﾝ】

H21.12.14 (月) 明楽みゆきクリスマスコンサート

明楽みゆき【ﾁｪﾝﾊﾞﾛ】/永山保育園年長組の園児【合唱】

H22.01.22 (金) 鹿野誠一 ニューイヤー･ギターコンサート ＝アランフェス協奏曲をピアノ伴奏で＝

鹿野誠一【ｸﾗｯｼｯｸｷﾞﾀｰ】/稲葉夕真【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

H22.02.19 (金) 関博幸 電子オルガンコンサート

関 博幸【電子ｵﾙｶﾞﾝ】

H22.04.01 (木) メゾソプラノとピアノによるスプリングコンサート～音楽の花束をあなたに～

梅津理架子【ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ】/久保麻子【ﾋﾟｱﾉ】

H22.07.14 (水) 伊藤嘉彦 サクソフォーンコンサート

伊藤嘉彦【ｻｸｿﾌｫｰﾝ】/田辺沙知【ﾋﾟｱﾉ】

H22.09.17 (金) 菅野雅紀ロマン派を弾く

菅野雅紀【ﾋﾟｱﾉ】

H22.12.21 (火) あさひかわ第九の会コンサート「歓喜と感謝の調べ」

あさひかわ第九の会

H23.02.28 (月) 銀のすずコンサート 音楽物語「木彫りのオオカミ」

銀のすず
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北海道上川合同庁舎大雪カムイミンタラホールコンサート開催状況一覧
年度

H23

H24

H25

H26

H27

H28

開催
回数

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

開催日

出演者

タイトル

H23.09.07 (水) 中村育 ピアノリサイタル

中村育【ﾋﾟｱﾉ】

H23.10.14 (金) 三木多恵子 ファゴットコンサート

三木多恵子【ﾌｧｺﾞｯﾄ】

H23.11.29 (火) 本間将大 サクソフォーン･コンサ-ト

本間将大【ｻｯｸｽ】

H23.12.21 (水) 和島京都 クリスマスJazzコンサート

和島京都【ｳﾞｫｰｶﾙ】/吉田達庵【ｷﾞﾀｰ】/渡部【ﾋﾟｱﾉ】

H24.02.15 (水) 鹿野誠一 クラシックギター･コンサート

鹿野誠一【ｸﾗｯｼｯｸｷﾞﾀｰ】/稲毛聡美【歌】

H24.03.13 (火) 大正琴 クラシカルコンサート

満月美奈華･仁木奈々華･南和華奈【大正琴】

H24.05.09 (水) sawla ランチタイムコンサート

sawla// 工藤恵理【ｸﾗﾘﾈｯﾄ･ﾋﾟｱﾉ】/平崎亜希子【ﾐｭｰｼﾞｶﾙｿｳ･ﾋﾟｱﾉ】

H24.08.10 (金) 菅野孝山親子三代揃い踏み

初代 菅野孝山【三味線･唄】/2代目 菅野孝山【三味線】/菅野優斗【三味線】/菅野琴音【三味線･唄】

H24.09.11 (火) 「四月は君の嘘」－菅野雅紀 ピアノリサイタル－

菅野雅紀【ﾋﾟｱﾉ】

H24.10.10 (水) 昼下がり フルートアンサンブルの響き

五十嵐彩子･菊池貴子･中野映里･太田由貴子【ﾌﾙｰﾄ】

H25.01.18 (金) 陸上自衛隊第２音楽隊 アンサンブル・コンサート

陸上自衛隊第２音楽隊[ホルン四重奏・打楽器三重奏・クラリネット六重奏・サックス四重奏]

H25.06.12 (水) 初夏のクラシックコンサート 中村幸ピアノリサイタル

中村幸【ﾋﾟｱﾉ】

H25.07.24 (水) 踊らにゃ損損！名寄市『風舞連』阿波踊り演舞

風舞連（鳴り物踊り子併せて２０名）

H25.08.27 (火) 神々のあそぶ庭 ホルンコンサート

石川政子･小野高幸･片桐沙織･小林弘典･橋本豊･水野晴久【ﾎﾙﾝ】/工藤美智子【ﾋﾟｱﾉ伴奏】

H25.10.11 (金) 江崎泉 ピアノリサイタル

江崎泉【ﾋﾟｱﾉ】

H25.11.13 (水) 三木多恵子 ファゴットコンサート

三木多恵子【ﾌｧｺﾞｯﾄ】/田邊沙知【ﾋﾟｱﾉ】

H25.12.18 (水) 伊藤嘉彦 クラシカル･サクソフォーンコンサート

伊藤嘉彦【ｻｸｿﾌｫｰﾝ】/田邊沙知【ﾋﾟｱﾉ】

H26.04.24 (木) Concierto de Primavera（ｺﾝｼｪﾙﾄ･ﾌﾟﾘﾏｳﾞｪﾗ）～クラッシックギターデュオコンサート～

山本朝香・亀岡三典【ｷﾞﾀｰ】

H26.05.16 (金) 鷲見真生子・浜上恵梨子ピアノリサイタル

鷲見真生子・浜上恵梨子【ﾋﾟｱﾉ】

H26.07.31 (木) 佐藤淳一

佐藤淳一【サクソフォン】/長堀拓斗【ピアノ伴奏】

サクソフォンコンサート

H26.08.19 (火) 北川由美・小野寺治子 ピアノデュオコンサート

北川由美・小野寺治子【ピアノ】

H26.10.28 (火) 演歌フルート×ピアノコンサート

小林早百合【フルート】/鈴木祥子【ピアノ伴奏】

H26.12.17 (水) 木管五重奏

菊地貴子【フルート】/成田佳予【オーボエ】/岳葉子【ホルン】/岡田恵美【ファゴット】/竹澤仁美【クラリネット】

hime(ひめ)

クリスマスコンサート

H27.02.06 (金) 和島京都・吉田達庵バレンタインジャズコンサート

和島京都【ジャズボーカル】/吉田達庵【ギター】

H27.04.23 (木) 150回記念

陸上自衛隊第２音楽隊[金管十一重奏・クラリネット四重奏・バリチュ－バ四重奏・サクソフォン四重奏・木管五重奏・金管五重奏]

陸上自衛隊第２音楽隊

アンサンブルコンサート

H27.07.03 (金) 「悪魔の飽食」合唱公演

北海道「悪魔の飽食をうたう」合唱団

H27.08.04 (火) 北海道教育大学旭川校音楽専攻生によるサマーコンサート

北海道教育大学旭川校音楽専攻生 佐藤友夏【声楽】/太田帆南【クラリネット】/菊地奈々恵【サクソフォン】/對島風花【ピアノ】

H27.09.09 (水) 菅野雅紀ピアノコンサート

菅野雅紀【ピアノ】

H27.10.08 (木) 加茂

加茂匡紘【ピアノ】

匡紘

H27.11.12 (木) （吉田

ランチタイムピアノコンサート

沙代）

フルートコンサート

H27.12.22 (火) フルートアンサンブル

グレーヌ

H28.02.19 (金) 打楽器ソロ・アンサンブル
H28.03.10 (木) 佐藤淳一

吉田沙代【フルート】、飯田千尋【ピアノ伴奏】

コンサート

コンサート

藤井留美子、中山耕一、佐藤良枝【フルート】
打楽器アンサンブルEsperanza（エスペランサ） 白戸達也・伊藤汐里・佐藤みゆき(パーカッション)・【賛助出演】佐藤奏子・鍋澤泰紀(パーカッション)・橋本理花(ピアノ)

サクソフォン・リサイタル

佐藤淳一【サクソフォン】/長堀拓斗【ピアノ伴奏】

159 H28.08.17

(水)

北海道教育大学旭川校音楽専攻生によるサマーコンサート

北海道教育大学旭川校音楽専攻生

160 H28.12.16

(金)

トリオ・フルール

江口奈々絵、中嶋由佳【フルート】/中田千翔【ピアノ】

161 H29.01.16

(月)

KOTO

162 H29.03.07

(火)

敦賀ひろきピアノ弾き語りコンサート

敦賀ひろき【ピアノ弾き語り】

163 H29.05.31

(水)

大雪カムイミンタラホール

日本詩吟学院認可

164 H29.06.28

(水)

橋本理花オーボエ

165 H29.08.10

(木)

北海道教育大学旭川校音楽分野学生によるクラシックコンサート～SUMMER CONCERT～

北海道教育大学旭川校音楽分野学生

166 H29.09.29

(金)

やまざき・なお

やまざき・なお【ペダル ピアノ】

167 H29.12.21

(木)

陸上自衛隊 第２音楽隊クリスマス アンサンブル コンサート

陸上自衛隊 第２音楽隊（サックス四重奏・木管五重奏・金管五重奏）

168 H30.01.19

(金)

菅野雅紀ピアノコンサート

菅野雅紀【ピアノ】

169 H30.02.16

(金)

和島京都 ＪＡＺＺ コンサート

和島京都【ヴォーカル】/井上恵子【ピアノ】/金野俊秀【ベース】/佐藤

170 H30.03.09

(金)

佐藤淳一サクソフォン・コンサート

佐藤淳一【サクソフォン】/大牧

クリスマスコンサート

アンサンブル夢絃

コンサート

吟詠

～新春の調べ～

コンサート

コンサート

Pedal Piano ライブ♪

秋葉真世[フルート]/吉田涼乃[声楽]/佐藤里歩[クラリネット]/大牧彩[ピアノ]

松浦百洋、上原香、小川香寿美【箏・17絃】（夢絃）/坂本秀山【尺八】

北・北海道岳風会【詩吟】

橋本理花【オーボエ】/和田香緒里【ピアノ伴奏】
佐藤礼実[ﾋﾟｱﾉ]/遠藤さくら[フルート]/山田風香[サクソフォン]/工藤寛之[声楽]/田島優花.垂水智哉[ピアノ伴奏]

H29

旭【ドラムス】

彩【ピアノ伴奏】
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