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＜被災地に音楽を＝東京編＞ 荻窪音楽祭みらい夢コンサート 「エールをおくろう チカラをもらおう」 
 

杉並公会堂のステージに南相馬「原一中」吹奏楽部が出演 
 

昨年11 月8 日、福島県南相馬市立原町第一中学校（以下、原一中）吹奏

楽部を招いて荻窪音楽祭「みらい夢コンサート」が行われました。南相馬市

は沿岸部の津波被害と同時に、隣接する福島第一原発の事故で、一時は全市

に避難命令が出されるなど、二重の悲劇を背負った町です。学校が再開され

たのは 1 ケ月後、放射線量の少ない地区の小学校に 3 つの学校がひしめく

ように間借りしました。あの日を境に、生徒たちはチリジリとなり、再開後

の生徒数は半分となってしいました。もともと福島県の浜通りは吹奏楽の盛

んな地域で、原一中も吹奏楽コンクールで輝かしい受賞歴を持っている学校

でした。日本フィルの本拠地杉並区と南相馬市は、災害相互協定を結んでお

り、震災後日本フィルは 3 年連続で、南相馬市の 4 つの中学校へクリニッ

クに行っています。 

「みらい夢コンサート」には、実際に同校に指導に行ったトランペット

橋本、ホルン伊藤、トロンボーン岸良、クラリネット楠木、ファゴット鈴木、   

打楽器遠藤の6 名が友情出演（ユーホニアム黒沢が賛助出演）しました。 

 

震災後も全国大会に 2 年連続出場の原一中はＲ・シュトラウスの「ドン・ファン」を演奏。「ブラボー」

の声が飛び交うすばらしい演奏でした。 

 顧問の阿部先生は「避難して1 ケ月後にやっと学校が再開された。授業さえもまともにできないような混

乱のなかで、生徒たちから真っ先に聞いた言葉が『先生、部活をやりたい』だった。どうしようと思ったが、

必死で場所を確保し軽トラックを運転して楽器を運び部活を再開した。60 人いた部員は 20 人に減ってい

た。部員たちはバラバラになり、その後も部員の出入りが多い中、吹奏楽部を維持するのは本当に大変だっ

た。これまで何度も心がくじけることがあったけど、音楽と子どもたちに支えられてきた。そして全国から

のたくさんの支援に支えられた。」と語りました。 

 

音楽がつなぐ人と人、場と場。輝く子どもたち 

「荻窪音楽祭」は《クラシックの街づくり》をめざして行われているボランティア主導の

音楽祭です。「みらい夢コンサート」は地元の天沼小、沓掛小、天沼中、松渓中の 4 つの学

校の合唱団と吹奏楽部も出演しました。休憩後は地元の2 つの学校と原一中の120 人によ

る合同演奏、指揮は藤岡幸夫さんが友情出演しました 。杉並公会堂はほぼ満席。 

 終演後は、子どもたちの交流を目的とした打ち上げが行なわれ、楽器ごとに写真をとった

りアドレスの交換をしたり、プレゼントをもらったりと、中学生たちは友情の交換をしまし

た。 

このコンサートのサブタイトルは「エールを送ろう、チカラをもらおう」。大人たちのつく

った不条理の中でも、音楽をすることで輝く子どもたち。音楽が人と人、場と場をつなぎ、

たくさんの感動を生むチカラとなりました。杉並区の大人たちが子どもたちに教わることの多いコンサートでした。 

 

 
福島からの避難者が江東区に１０００名 
江東区カトリック潮見教会で「クリスマスコンサート」 
 

福島の放射能汚染地域から東京都江東区に現在でも約 1000 名の方が避難されています。一番大き

な受け入れ先が国家公務員宿舎東雲住宅で、近隣のカトリック潮見教会を舞台に12 月20 日に「避難

されている方と結ぶ江東の会」と「東北サポーターズ」が中心となって、「こどもクリスマス会」が行わ

れました。日本フィルは3 回目の出演。カトリック潮見教会は、戦後の混乱期に献身的に貧しい人々を

助けた北原玲子の名「蟻の町のマリア」を冠としている教会です。教会は今でも広く人々に開かれてい

て、近隣に住むフィリピン人や韓国人の信者さんたちの心の拠り所になっています。 

日本フィルメンバー６名と、指揮の藤岡幸夫さんも友情出演 



オルガンとチェロの

暮れの第９公演の続く中、オーケストラコンサートでもソリスト

として第

美さんが、ふたつ返事で出演を快諾してくださり、福島県三春出身

のチェロの山田智樹と共演しました。会場のお堂の中はとてもよい

響きで、ヘンデル「パッサカリア」やサン・サーンス「白鳥」はじ

め、バッハ「トッカータトフーガ」などのオルガンソロも演奏され、

クリスマスにふさわしい神々しい雰囲気に包まれました。

 

コンサート後は信徒会館会場

は、ボランティアの方

があると好評でした。

いきなり東京に放り出され不安の中での

ます。」というお母さんの声もありました。
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オルガンとチェロの

暮れの第９公演の続く中、オーケストラコンサートでもソリスト

として第 9 公演の前プロに出演いただいているオルガンの長井浩

美さんが、ふたつ返事で出演を快諾してくださり、福島県三春出身

のチェロの山田智樹と共演しました。会場のお堂の中はとてもよい

響きで、ヘンデル「パッサカリア」やサン・サーンス「白鳥」はじ

め、バッハ「トッカータトフーガ」などのオルガンソロも演奏され、

クリスマスにふさわしい神々しい雰囲気に包まれました。

コンサート後は信徒会館会場

は、ボランティアの方

があると好評でした。

いきなり東京に放り出され不安の中での

ます。」というお母さんの声もありました。

2011 年】 
 6 日二本松市東和文化センター
 4 日会津若松市文化センター
 6 日埼玉県加須市騎西小学校

(福島県双葉町児童対象
 8 日宮城県名取市増田西小

同市閖上地区日和山
同市文化会館

 9 日気仙沼市階上中学校
同市松岩公民館
同市面瀬中学校

10 日石巻市石巻高校
同市湊小学校
同市門脇中学校
同市石巻中学校
同市北上子育てセンター

12 日埼玉県加須市騎西中学校
(福島県双葉町生徒対象

 4 日花巻市山の神温泉「幸迎館」
 5 日釜石市甲子中学校

大船渡市リアスホール
福島県三春町田園生活館

 6 日福島県三春町営体育館
同町三春小学校避難所

25 日二本松市
JICA 二本松研修センター
同市あだたら体育館
南相馬市鹿島保険センター

26 日福島県大玉村
フォレストパークあだたら
南相馬市原町第二中学校
道の駅南相馬
原町第一小学校体育館

10 日宮城県
ホテル観洋

11 日同町志津川中学校
 6 日気仙沼市日本バプテスト教会

同市小泉中学校
月4 日東松島市立鳴瀬第一中学校

石巻市北上中学校
5 日石巻専修大学

石巻市「あとりえ
同市追分温泉旅館

 6 日仙台市｢泉白陵会｣
月 7 日同市「愛泉会」
月20 日いわき市江名中学
月 6 日同市下神白第一集会所
月21 日同市内郷第二中学校
月26 日東茨城郡
月 6 日大洗町南中学校
月 6 日第一中学校
月21 日陸前高田市第一中学校

   22 日花巻市山の神温泉
24 日福島市松川町

   25 日同市松陵中学校
南体育館研修室

オルガンとチェロの神々

暮れの第９公演の続く中、オーケストラコンサートでもソリスト

公演の前プロに出演いただいているオルガンの長井浩

美さんが、ふたつ返事で出演を快諾してくださり、福島県三春出身

のチェロの山田智樹と共演しました。会場のお堂の中はとてもよい

響きで、ヘンデル「パッサカリア」やサン・サーンス「白鳥」はじ

め、バッハ「トッカータトフーガ」などのオルガンソロも演奏され、

クリスマスにふさわしい神々しい雰囲気に包まれました。

コンサート後は信徒会館会場

は、ボランティアの方20 人ほどの実行委員会が準備を行い、コンサートだけでなく、ご馳走もすべて手づくり。避難されている方にも暖かみ

があると好評でした。 

いきなり東京に放り出され不安の中での

ます。」というお母さんの声もありました。

日二本松市東和文化センター
日会津若松市文化センター
日埼玉県加須市騎西小学校

福島県双葉町児童対象
日宮城県名取市増田西小

同市閖上地区日和山
同市文化会館 

日気仙沼市階上中学校
同市松岩公民館 
同市面瀬中学校 

日石巻市石巻高校 
同市湊小学校 
同市門脇中学校 
同市石巻中学校 
同市北上子育てセンター

日埼玉県加須市騎西中学校
福島県双葉町生徒対象

日花巻市山の神温泉「幸迎館」
日釜石市甲子中学校 

大船渡市リアスホール
福島県三春町田園生活館

日福島県三春町営体育館
同町三春小学校避難所

日二本松市 
二本松研修センター

同市あだたら体育館
南相馬市鹿島保険センター

日福島県大玉村 
フォレストパークあだたら
南相馬市原町第二中学校
道の駅南相馬 
原町第一小学校体育館
宮城県南三陸町志津川高校
ホテル観洋 

日同町志津川中学校 
日気仙沼市日本バプテスト教会

同市小泉中学校／階上小学校
日東松島市立鳴瀬第一中学校

石巻市北上中学校) 
日石巻専修大学 

市「あとりえD
同市追分温泉旅館  

日仙台市｢泉白陵会｣
日同市「愛泉会」 
日いわき市江名中学
同市下神白第一集会所

日同市内郷第二中学校
日東茨城郡 
大洗町南中学校 
第一中学校 

日陸前高田市第一中学校
日花巻市山の神温泉
日福島市松川町 みず和の郷

飯野学習センター
日同市松陵中学校 

南体育館研修室 

神々しい響

暮れの第９公演の続く中、オーケストラコンサートでもソリスト

公演の前プロに出演いただいているオルガンの長井浩

美さんが、ふたつ返事で出演を快諾してくださり、福島県三春出身

のチェロの山田智樹と共演しました。会場のお堂の中はとてもよい

響きで、ヘンデル「パッサカリア」やサン・サーンス「白鳥」はじ

め、バッハ「トッカータトフーガ」などのオルガンソロも演奏され、

クリスマスにふさわしい神々しい雰囲気に包まれました。

コンサート後は信徒会館会場を移し、食事会、ビンゴゲームも楽しみのひとつ、子どもたちはたくさんのプレゼントをもらいました。この会

人ほどの実行委員会が準備を行い、コンサートだけでなく、ご馳走もすべて手づくり。避難されている方にも暖かみ

いきなり東京に放り出され不安の中での

ます。」というお母さんの声もありました。

日二本松市東和文化センター 
日会津若松市文化センター 
日埼玉県加須市騎西小学校 

福島県双葉町児童対象) 
日宮城県名取市増田西小 

同市閖上地区日和山 

日気仙沼市階上中学校 

同市北上子育てセンター 
日埼玉県加須市騎西中学校 

福島県双葉町生徒対象) 
日花巻市山の神温泉「幸迎館」 

 
大船渡市リアスホール 
福島県三春町田園生活館 

日福島県三春町営体育館 
同町三春小学校避難所 

二本松研修センター 
同市あだたら体育館 
南相馬市鹿島保険センター 

フォレストパークあだたら 
南相馬市原町第二中学校 

原町第一小学校体育館 
南三陸町志津川高校  

 
日気仙沼市日本バプテスト教会 

階上小学校 
日東松島市立鳴瀬第一中学校 

 

DａDａ」 
   

日仙台市｢泉白陵会｣ 
 

日いわき市江名中学 吹奏楽指導
同市下神白第一集会所 

日同市内郷第二中学校  

 

日陸前高田市第一中学校 
日花巻市山の神温泉[幸迎館] 

みず和の郷 
飯野学習センター 

 
 

響きが心

暮れの第９公演の続く中、オーケストラコンサートでもソリスト

公演の前プロに出演いただいているオルガンの長井浩

美さんが、ふたつ返事で出演を快諾してくださり、福島県三春出身

のチェロの山田智樹と共演しました。会場のお堂の中はとてもよい

響きで、ヘンデル「パッサカリア」やサン・サーンス「白鳥」はじ

め、バッハ「トッカータトフーガ」などのオルガンソロも演奏され、

クリスマスにふさわしい神々しい雰囲気に包まれました。

を移し、食事会、ビンゴゲームも楽しみのひとつ、子どもたちはたくさんのプレゼントをもらいました。この会

人ほどの実行委員会が準備を行い、コンサートだけでなく、ご馳走もすべて手づくり。避難されている方にも暖かみ

いきなり東京に放り出され不安の中での 3 年

ます。」というお母さんの声もありました。 

 日本フィル「被災地に音楽を」

 

 

 
 

 

吹奏楽指導 

 

心にしみる

暮れの第９公演の続く中、オーケストラコンサートでもソリスト

公演の前プロに出演いただいているオルガンの長井浩

美さんが、ふたつ返事で出演を快諾してくださり、福島県三春出身

のチェロの山田智樹と共演しました。会場のお堂の中はとてもよい

響きで、ヘンデル「パッサカリア」やサン・サーンス「白鳥」はじ

め、バッハ「トッカータトフーガ」などのオルガンソロも演奏され、

クリスマスにふさわしい神々しい雰囲気に包まれました。 

を移し、食事会、ビンゴゲームも楽しみのひとつ、子どもたちはたくさんのプレゼントをもらいました。この会

人ほどの実行委員会が準備を行い、コンサートだけでなく、ご馳走もすべて手づくり。避難されている方にも暖かみ

年 8 ケ月、「この会に

日本フィル「被災地に音楽を」

【2012 年】
1 月20 日久慈市山村文化交流センター
     
1 月21 日久慈市文化会館
1 月22 日同上
3 月27 日
3 月28 日伊達市桃陵中学校
3 月29 日南相馬市鹿島中学校
3 月30 日同市原町第二中学校
3 月28 日福島県三春町

5 月20 日南三陸町志津川中学校
     
3 月21 日同町南方仮設住宅集会
6 月17 日米沢市八幡原体育館
     
8 月 7 日石巻市

 8 日同校体育館
     

9 日
9 月19 日福島市立平野中学校
     
3 月20 日福島市松川工業団地
     
3 月21 日福島市立飯野中学校
3 月30 日東京都江東区カトリック潮見教会
10 月24
10 月24
10 月25
10 月24

26
10 月24

27

12月14

10 月15

     
 
【2013 年】
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にしみる 

暮れの第９公演の続く中、オーケストラコンサートでもソリスト

公演の前プロに出演いただいているオルガンの長井浩

美さんが、ふたつ返事で出演を快諾してくださり、福島県三春出身

のチェロの山田智樹と共演しました。会場のお堂の中はとてもよい

響きで、ヘンデル「パッサカリア」やサン・サーンス「白鳥」はじ

め、バッハ「トッカータトフーガ」などのオルガンソロも演奏され、

 

を移し、食事会、ビンゴゲームも楽しみのひとつ、子どもたちはたくさんのプレゼントをもらいました。この会

人ほどの実行委員会が準備を行い、コンサートだけでなく、ご馳走もすべて手づくり。避難されている方にも暖かみ

ケ月、「この会に 1

日本フィル「被災地に音楽を」

年】 
日久慈市山村文化交流センター
 県立久慈病院
日久慈市文化会館
日同上 
日南相馬市原町第一中学校
日伊達市桃陵中学校
日南相馬市鹿島中学校
日同市原町第二中学校
日福島県三春町

埼玉県加須市騎西コミュニティ
日南三陸町志津川中学校

     同町ホテル観洋ロビー
日同町南方仮設住宅集会
日米沢市八幡原体育館

      同市体育館ほか
日石巻市北上中学校
日同校体育館

     同市「あとりえ
日同市「こ～ぷのお家

日福島市立平野中学校
     福島市商工会

日福島市松川工業団地
     第一・第二

日福島市立飯野中学校
日東京都江東区カトリック潮見教会

24 日南相馬市立鹿島小学校
24 日農家民宿いちばん星
25 日南相馬市民文化会館「ゆめはっと」
24 日ウェルカムコンサート

26 日南相馬市
24 日いわき市立江名中学校
27 日いわき市立内郷第二中学校

14日茨城町立明光中学校

15 日双葉高校、双葉翔陽高校、

富岡高校サテライト校

     小名浜市民会館

年】 
3 日石巻市役所

4 日同市「こ～ぷのお家

      同市女川野球場仮設住宅

 5 日同市みなと荘

21 日南三陸町志津川中学校
22 日同町南方仮設住宅集会所

3 日南相馬市原町第
4 日同市鹿島中学校
5 日同市石神中学校
6 日同市原町第

16 日岩手県大船渡
17 日同市気仙光陵支援学校

        同市上平応急仮設住宅
18 日同市御喜来小学校
23 日宮城県石巻市総合体育館
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日本フィル「被災地に音楽を」 訪問コンサー
 
 

日久慈市山村文化交流センター
県立久慈病院 

日久慈市文化会館 

南相馬市原町第一中学校
日伊達市桃陵中学校 
日南相馬市鹿島中学校 
日同市原町第二中学校 
日福島県三春町 三春小学校

加須市騎西コミュニティ
日南三陸町志津川中学校 

ホテル観洋ロビー 
日同町南方仮設住宅集会所
日米沢市八幡原体育館 

同市体育館ほか クリニック
北上中学校 

日同校体育館(岡崎市立城北中
同市「あとりえDａDａ」

こ～ぷのお家 いしのまき

日福島市立平野中学校 
福島市商工会 福島市音楽堂

日福島市松川工業団地 
二仮設住宅集会所

日福島市立飯野中学校 
日東京都江東区カトリック潮見教会

日南相馬市立鹿島小学校
農家民宿いちばん星 
南相馬市民文化会館「ゆめはっと」
ウェルカムコンサート 

南相馬市立三春小学校
いわき市立江名中学校

日いわき市立内郷第二中学校

日茨城町立明光中学校／

日双葉高校、双葉翔陽高校、

富岡高校サテライト校

小名浜市民会館 

日石巻市役所 

こ～ぷのお家 

同市女川野球場仮設住宅

日同市みなと荘     

日南三陸町志津川中学校
日同町南方仮設住宅集会所
日南相馬市原町第二中学校
日同市鹿島中学校 
日同市石神中学校 
日同市原町第一中学校 
日岩手県大船渡市宮田応急仮設住宅
日同市気仙光陵支援学校

同市上平応急仮設住宅
日同市御喜来小学校 

石巻市総合体育館
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南相馬市原町第一中学校 

 
 

三春小学校 
加須市騎西コミュニティC 

 
 
所 

 
クリニック 

岡崎市立城北中) 
ａ」  

いしのまき」  

 
福島市音楽堂 

 
仮設住宅集会所 

 
日東京都江東区カトリック潮見教会 

日南相馬市立鹿島小学校 
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三春小学校 
いわき市立江名中学校 

日いわき市立内郷第二中学校 

／梅香中学校

日双葉高校、双葉翔陽高校、 

富岡高校サテライト校 吹奏楽指導

 いしのまき

同市女川野球場仮設住宅  

        

日南三陸町志津川中学校 
日同町南方仮設住宅集会所 

中学校 

 
宮田応急仮設住宅

日同市気仙光陵支援学校 
同市上平応急仮設住宅 

 
石巻市総合体育館 
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南相馬市民文化会館「ゆめはっと」 

梅香中学校4日 

吹奏楽指導 
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宮田応急仮設住宅 
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ト実施一覧  

10 月22 日福島県南相馬市原町第一中学校
10 月23 日同市高平小学校
10 月24 日同市原町第三小学校
          
10 月25 日同市原町第二小学校
11 月15 日岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」
11 月16 日岩手県立陸前高田第一中学校・
      高田東中学校
11 月17 日県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック
11 月29 日岩手県久慈市立宇部小学校コンサート
      久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック
11 月30 日久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク

リニック
12 月01 日洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部
      合
12 月 9 日東京都江東区潮見教会
 
【2014 年】
1 月14 日福島県三春町三春交流館「まほら」
       
   4 日 同
   5 日 同
４月28 日宮城県登米町
    29 日 石巻市
      こ～ぷのお家

30 日 ＮＰＯ気仙沼
6 月17 日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック
   18 日 大船渡東高校コンサート
   19 日 同市三陸町「さんりくの園」
       
   20 日 同市宮田仮設住宅集会所
       
７月１４日 釜石市唐丹中学校
７月１５日 旧釜石商業高校体育館
７月１６日 鵜住居東中学校

11 月2 日 名取市文化会館小ホール

3 日 福島テルサ

4 日 東松島コミュニティーセンター

8 日 杉並公会堂（荻窪音楽祭）

12 月20 日 
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11 月28 日 

   29 日 

   30 日 

12 月1 日   

   9 日  

   10 日 

   15 日 
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日福島県南相馬市原町第一中学校
日同市高平小学校
日同市原町第三小学校

       同市金房、福浦、鳩原小学校
日同市原町第二小学校

岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」
岩手県立陸前高田第一中学校・
高田東中学校
県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック
岩手県久慈市立宇部小学校コンサート
久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック
久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク
リニック／アン
洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部
合同クリニック

日東京都江東区潮見教会

年】 
日福島県三春町三春交流館「まほら」

       南相馬市原町第
同市石神中学校クリニック
同市原町第一

宮城県登米町 
石巻市女川町
こ～ぷのお家
ＮＰＯ気仙沼

日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック
大船渡東高校コンサート
同市三陸町「さんりくの園」
 同市大船渡リアスホール
同市宮田仮設住宅集会所
 大船渡高校クリニック
釜石市唐丹中学校
旧釜石商業高校体育館
鵜住居東中学校

名取市文化会館小ホール

福島テルサ 

東松島コミュニティーセンター

杉並公会堂（荻窪音楽祭）

 江東区カトリック潮見教会

以降で掲載予定）

 宮古市第一中学校

 同市港南中学校

 同市宮古小学校

   田老町サポートセンター

 釜石市東中学校

 同市養護学校

 福島県伊達市保原小学校

  同市保原町商工会

 南相馬市「
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日福島県南相馬市原町第一中学校
日同市高平小学校 
日同市原町第三小学校 

同市金房、福浦、鳩原小学校
日同市原町第二小学校 

岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」
岩手県立陸前高田第一中学校・
高田東中学校 吹奏楽部合同クリニック
県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック
岩手県久慈市立宇部小学校コンサート
久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック
久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク

／アンバーホールコンサート
洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部

同クリニック／種市中学校コンサート
日東京都江東区潮見教会 

日福島県三春町三春交流館「まほら」
南相馬市原町第三中学校クリニック

石神中学校クリニック
一中学校クリニック
 南方第２仮設住宅集会所
町野球場仮設住宅集会所

こ～ぷのお家 いしのまき
ＮＰＯ気仙沼ネットワークオレンジ

日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック
大船渡東高校コンサート
同市三陸町「さんりくの園」
同市大船渡リアスホール
同市宮田仮設住宅集会所

クリニック 
釜石市唐丹中学校／小佐野公民館
旧釜石商業高校体育館／釜石教会
鵜住居東中学校／栗林小学校

名取市文化会館小ホール 

 

東松島コミュニティーセンター

杉並公会堂（荻窪音楽祭）

江東区カトリック潮見教会

で掲載予定） 

第一中学校 

港南中学校／千徳小学校

宮古小学校 

田老町サポートセンター

東中学校 

同市養護学校 

福島県伊達市保原小学校

保原町商工会  

「ゆめはっと」
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岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」
岩手県立陸前高田第一中学校・ 

吹奏楽部合同クリニック
県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック
岩手県久慈市立宇部小学校コンサート
久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック
久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク

バーホールコンサート
洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部

種市中学校コンサート

日福島県三春町三春交流館「まほら」 
中学校クリニック

石神中学校クリニック 
中学校クリニック 
南方第２仮設住宅集会所
野球場仮設住宅集会所 
いしのまき  

ネットワークオレンジ 
日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック

大船渡東高校コンサート・クリニック
同市三陸町「さんりくの園」 
同市大船渡リアスホール 
同市宮田仮設住宅集会所 

 
小佐野公民館 

釜石教会 
栗林小学校 

 

東松島コミュニティーセンター 

杉並公会堂（荻窪音楽祭） 

江東区カトリック潮見教会 

千徳小学校 

田老町サポートセンター 

福島県伊達市保原小学校 

」    
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岩手県陸前高田市「朝日のあたる家」 

吹奏楽部合同クリニック 
県立陸前高田高校吹奏楽部クリニック 
岩手県久慈市立宇部小学校コンサート 
久慈市立久慈中学校吹奏楽部クリニック 
久慈市立長内中学校、夏井中学校吹奏楽ク

バーホールコンサート 
洋野町種市中学校、大野中学校吹奏楽部 

種市中学校コンサート 

中学校クリニック 

南方第２仮設住宅集会所  
 

 
日岩手県大船渡市立第一中学校クリニック 

クリニック 


