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関係各位 

〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 

                           

                                             （コード番号：6963） 

「被災地に音楽を」 
ローム ミュージック ファンデーション 

東日本大震災 被災地支援コンサート 助成先＜第２弾＞  決定 
 

  半導体メーカーのローム株式会社（本社：京都市）が支援する公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーシ

ョン（京都市）は、現在、東日本大震災により被災された皆様に音楽を届け、希望を持っていただける活動を支援する

ため「被災地支援コンサートへの助成」を実施しております。この度、助成第２弾として新たに下記１５団体（追加申請

含む）の３８公演に対して５３，３００千円の助成を決定しました。 

なお、ローム株式会社は本事業に対して協賛をしております。 

（別紙資料「＜第２弾＞被災地支援ンコンサートへの助成課題一覧」順）     

1 大阪交響楽団 8 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

2 シエナ・ウインド・オーケストラ 9 九州交響楽団 

3 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 

（追加） 

10 群馬交響楽団 

11 神戸室内合奏団 

4 札幌交響楽団 12 新日本フィルハーモニー交響楽団 

5 仙台フィルハーモニー管弦楽団 13 ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 

6 東京交響楽団 14 東京フィルハーモニー交響楽団 

7 東京都交響楽団 15 室内合奏団THE STRINGS 

   詳細は別紙資料「＜第２弾＞被災地支援コンサートへの助成課題一覧」及び「被災地支援コンサート実施予定表」を 

ご覧ください。ホームページでもコンサートの予定表とコンサートの様子を掲載しております。 

（ローム ミュージック ファンデーションのトップページから「被災地に音楽を」をクリック） 
 

 今回の決定を経て、「被災地支援コンサートへの助成」として開催が決定したコンサートは、 

全２７団体の８３公演、助成金総額は１１０，４００千円 

コンサートの来場予定者総数は約３万人に上り、ローム ミュージック ファンデーションと同じ思いを持つ全国各地の

演奏団体によって、被災地の皆様に数多くの心温まる音楽が届くこととなりました。すでに２月２１日現在までに３０件

の助成公演が被災地で実施され、「初めて生の楽器の音を聞き、勇気をもらった。」、「砂漠化した心が潤った」等、好

評をいただいており、普段クラシック音楽に接する機会が無い方にもご来場いただいています。 

被災地の皆様に心温まる音楽が届くと共に、被災地の復興を、心よりお祈り申し上げます。 
 

以上 

 

＜この件に関するお問合せ先＞ 
ローム株式会社 メセナ推進室 

〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 

TEL(075)311-2121、FAX(075)311-1248 

〒615-8585 
京都市右京区西院溝崎町21 

TEL: 075-311-2121 
FAX: 075-311-1248 

http://www.rohm.co.jp 



＜第２弾＞被災地支援コンサート助成課題一覧 1/3

（助成団体名：五十音順）
＜ご参考＞第1弾助成決定　被災地支援コンサート助成課題数：１３団体４５公演（５７，１００千円）

1 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月29日　（１公演）　

場　所 福島県郡山市：郡山女子大学（14：00～）

お問合せ先※

2 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月24日　（１公演）　

場　所 宮城県名取市：名取市文化会館（15：00～）

お問合せ先※

3 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月20日　（１公演）　

場　所 宮城県大河原町：えずこホール（14：00～）

お問合せ先※

4 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月5日　（１公演）　

場　所 福島県いわき市：高坂小学校（10：30～）

日　時 2012年3月6日　（１公演）　

場　所 福島県いわき市：永井小・中学校（13：00～）

お問合せ先※

5 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年2月8日　（１公演）　

場　所 宮城県七ヶ浜町：七ヶ浜国際ホール（19：00～）

日　時 2012年2月9日　（１公演）　

場　所 福島県相馬市：総合福祉ｾﾝﾀｰ（19：00～）

日　時 2012年3月25日　（１公演）　

場　所 宮城県多賀城市：山王地区公民館（13：30～）

お問合せ先※

6 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月31日　（１公演）　

場　所 岩手県釜石市：釜石高校（13：30～）

お問合せ先※

いま、ここ、みんな　希望をつなぐ音楽会(オーケストラメンバーによるクラシック・コンサートVol.3）

②

一般社団法人ジャパン・シンフォニック・ウィンズ（シエナ・ウインド・オーケストラ）

シエナ・ウインド・オーケストラ名取公演

①

出演：57名（ｳｲﾝﾄﾞ・ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：陽はまた昇る、「火の鳥」より　他

一般社団法人東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団　※追加申請

①

出演：35名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：G線上のｱﾘｱ、ｱﾙﾙの女より　他

公益財団法人札幌交響楽団

札幌交響楽団　福島復興支援コンサート

仙台フィルハーモニー管弦楽団被災地復興「絆」コンサート

ＴＥＬ：03-3766-0876

ローム ミュージック ファンデーション
＜第２弾＞被災地支援コンサート助成課題一覧

大阪交響楽団“ともに奏でる明日への旋律”～大阪交響楽団と福島の小中学生が大合奏～

①

出演：54名（ｵｰｹｽﾄﾗ） 、現地小・中学校管弦楽部／ 曲目：弦楽のためのｱﾀﾞｰｼﾞｮ、ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲　他

一般財団法人大阪シンフォニカー協会（大阪交響楽団）

出演：4名（弦楽四重奏） ／ 曲目：ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ、ﾘｳﾞｪﾙﾀﾝｺﾞ　他

③

出演：4名（弦楽四重奏）、山王小学校合唱部 参加／ 曲目：愛の挨拶、東北民謡によるﾒﾄﾞﾚｰ　他

出演：16名（小編成ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：G線上のｱﾘｱ、ふるさと　他

公益財団法人東京交響楽団

東京交響楽団　東日本大震災・被災地支援コンサート

①

出演：57名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：喜歌劇「こうもり」序曲、ﾋﾟｯﾂｨｶｰﾄ･ﾎﾟﾙｶ　他

①

出演：65名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ﾌｨｶﾞﾛの結婚、交響曲第9番「新世界より」　他

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団

①

ＴＥＬ：072-226-5533

ＴＥＬ：03-3577-4870

ＴＥＬ：011-520-1771

ＴＥＬ：022-225-3934

ＴＥＬ：044-520-1518
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（助成団体名：五十音順）

ローム ミュージック ファンデーション
＜第２弾＞被災地支援コンサート助成課題一覧

7 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年2月23日　（２公演）　

場　所 福島県いわき市：いわき芸術文化交流館ALIOS（11：00～、14：45～）

お問合せ先※

8 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月17日　（１公演）　

場　所 岩手県大船渡市：ﾘｱｽﾎｰﾙ(14：00～）

お問合せ先※

9 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月28日　（2公演）　

場　所 宮城県仙台市：あすと長町仮設住宅(15：00～）、卸町5丁目仮設住宅（17：00～）

日　時 2012年3月28日　（2公演）　

場　所 宮城県仙台市：卸町2丁目仮設住宅(15：00～）、中嶋病院（17：00～）

日　時 2012年3月29日　（１公演）　

場　所 宮城県仙台市：仙台青年文化ｾﾝﾀｰ（13：00～）

お問合せ先※

10 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月25日　（１公演）　

場　所 宮城県石巻市：開北小学校（14：00～）

お問合せ先※

11 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月12日　（１公演）　

場　所 宮城県仙台市：大沢小学校（時間未定）

日　時 2012年3月13日　（2公演）　

場　所 宮城県仙台市：鹿野小学校、郡山小学校（時間未定）

日　時 2012年3月14日　（2公演）　

場　所 宮城県仙台市：三条中学校、荒巻小学校（時間未定）

お問合せ先※

①

出演：45名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：動物の謝肉祭、乾杯の歌、ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲　他

財団法人九州交響楽団

公益財団法人東京都交響楽団

『ボクとわたしとオーケストラ』～音の輪でつながろう♪～

九州交響楽団ふれあいコンサート～音楽でつなぐ絆～

ＴＥＬ：045-226-5045

財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団

たのしっくコンサート・神奈川フィル＆ユニフィル・合同演奏会

ＴＥＬ：03-3822-0726

①

出演：75名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲、「新世界」より第4楽章　他

①

出演：4名（弦楽四重奏） ／ 曲目：ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ、四季より「春」　他

②

出演：5名（木管五重奏） ／ 曲目：ｾｳﾞｨﾘｱの理髪師より、ﾄﾙｺ行進曲　他

財団法人神戸市演奏協会（神戸室内合奏団）

ＴＥＬ：027-322-4316

③

出演：35名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ﾛﾏﾝｽ第2番、ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ　他

ＴＥＬ：092-822-8855

財団法人群馬交響楽団

がんばれ宮城応援コンサート

①

出演：33名（弦楽合奏、打楽器、ｿﾌﾟﾗﾉ、合唱団） ／ 曲目：ｱﾘｱ、荒城の月、ふるさと　他

神戸から　元気もりもりコンサート

①

出演：13名（弦楽四重奏、ｿﾌﾟﾗﾉ、ｱﾙﾄ、ﾃﾉｰﾙ、ﾊﾞｽ、ﾋﾟｱﾉ） ／ 曲目：G線上のｱﾘｱ、愛をこめて　他

ＴＥＬ：078-361-7241
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（助成団体名：五十音順）

ローム ミュージック ファンデーション
＜第２弾＞被災地支援コンサート助成課題一覧

12 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年1月30日　（３公演）　

場　所 岩手県宮古市：山口小学校（10：40～、11：45～）、豊間根小学校（14：00～）

助成課題名

内　容 日　時 2012年2月16日　（2公演）　

場　所 宮城県小牛田町：南郷幼稚園（9：40～）、ふどうどう幼稚園（11：00～）

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月10日　（１公演）　

場　所 宮城県多賀城市：東北歴史博物館（14：00～）

日　時 2012年3月11日　（１公演）　

場　所 福島県相馬市：相馬市総合福祉ｾﾝﾀｰ（13：00～）

お問合せ先※

13 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年2月22日　（２公演）　

場　所 宮城県石巻市：門脇小学校（11：30～）、石巻専修大学（16：00～）

日　時 2012年2月23日　（１公演）　

場　所 宮城県女川町：女川第二小学校（10：30～）

お問合せ先※

14 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月17日　（１公演）　

場　所 岩手県岩泉町：岩泉町民会館（14：00～）

お問合せ先※

15 助成団体名

助成課題名

内　容 日　時 2012年3月15日、17日、18日　（３公演）　

場　所 宮城県仙台市：ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨｰ寺岡（15日）、ｷﾞｬﾗﾘｰ杜の音（17日）、ﾈｸｻｽｺｰﾄ泉中央（18日）（13：30～）

日　時 2012年3月16日　（１公演）　

場　所 宮城県利府町：ｻﾝ･ﾊﾟﾚ加瀬（13：30～）

お問合せ先※

※問合せ先は各助成団体の電話番号。
◆コンサートの内容等は止むを得ない事情により変更される場合がございます。

NPO法人室内合奏団THE STRINGS特別公演 がんばろう東北！～ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾟﾜｰ!一日も早い復興のために

①

出演：4名（弦楽四重奏） ／ 曲目：G線上のｱﾘｱ、ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾒﾄﾞﾚｰ　他

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団

新日本フィルのメンバーによる被災地支援コンサートVol.1

新日本フィルのメンバーによる被災地支援コンサートVol.3

出演：８名（弦楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ） ／ 曲目：G線上のｱﾘｱ、ふるさと、そりすべり　他

ＴＥＬ：03-5353-9521

①

出演：4名（弦楽四重奏） ／ 曲目：ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ、童謡　他

①

出演：9名（歌手、弦楽四重奏、ﾌﾙｰﾄ、ｵｰﾎﾞｴ、ﾊｰﾌﾟ） ／ 曲目：ﾏﾆﾌｨｶｰﾄ、ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰﾌﾞｽ　他

特定非営利活動法人室内合奏団 THE STRINGS

①

出演：21名（小編成ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ、ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ、花のﾜﾙﾂ　他

宮城県石巻市他周辺地域被災地支援コンサート

ＴＥＬ：06-6334-2824

新日本フィルのメンバーによる被災地支援コンサートVol.2

ＴＥＬ：078-203-8038

東京フィルハーモニー交響楽団「岩泉の春」音楽会～森と水のシンフォニー～

①

出演：50名（ｵｰｹｽﾄﾗ） ／ 曲目：ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅより間奏曲、日本の四季　他

財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

ＴＥＬ：03-5610-3820

①

助成件数（公演数） １５件（全３８公演）

助成金額 ５３，３００千円
＜第２弾＞助成決定先



被災地支援コンサート実施予定表（1/2）

＜被災地支援コンサート実施予定表＞

日付 開催場所 コンサートタイトル 公演数 団体名
岩手県遠野市
遠野市社会福祉センター、
遠野市民センター
福島県福島市

「みず和の郷」、
飯野学習センター

福島県福島市
松陵中学校、南体育館
岩手県宮古市
グリーンピア三陸、
田老第1中学校
岩手県宮古市
花輪小学校、陸中ビルホール
宮城県石巻市
二又小学校、北村小学校
岩手県大槌町
大槌町新設商店街、
仮設住宅集会所

岩手県久慈市
やませ土風館　等
岩手県久慈市
アンバーホール
岩手県久慈市
アンバーホール
岩手県宮古市、山田町
山口小学校、豊間根小学校
福島県福島市
福島テルサFTホール
福島県福島市
桜の聖母学院

2012年

2/1 京都市交響楽団　福島支援コンサート 財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
（京都市交響楽団）

2/2 京都市交響楽団　福島支援コンサート 財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
（京都市交響楽団）

1/22 被災地に音楽を「動物の謝肉祭」 財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

1/30 新日本フィルのメンバーによる
被災地支援コンサートVol.1

財団法人
新日本フィルハーモニー交響楽団

1/20 被災地に音楽を　演奏アウトリーチ活動 財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

1/21 被災地に音楽を「動物の謝肉祭」 財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

12/8 山形交響楽団「未来への希望コンサート」 社団法人山形交響楽協会
（山形交響楽団）

12/17 オーケストラメンバーによるクラシック・コンサートVol2 一般社団法人
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

11/29 震災地支援コンサート 特定非営利活動法人
京都フィルハーモニー室内合奏団

11/30 震災地支援コンサート 特定非営利活動法人
京都フィルハーモニー室内合奏団

11/24 被災地に音楽を
「福島の元気は松川から！」プロジェクト

財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

11/25 被災地に音楽を
「福島の元気は松川から！」プロジェクト

財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

①実施済の被災地支援コンサート

2011年

11/13 オーケストラメンバーによるクラシック・コンサートVol1 一般社団法人
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

ローム ミュージック ファンデーション
被災地支援コンサート実施予定表

＜コンサートの様子＞

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

3

1

1

２０１２年２月１日

京都市交響楽団（福島県福島市）
２０１２年１月２０日

日本フィルハーモニー交響楽団（岩手県久慈市）

２０１１年１２月８日

山形交響楽団（宮城県石巻市）

＜岩手県＞

実施済みコンサート：１６件

今後の予定コンサート：４件

＜宮城県＞

実施済みコンサート：６件

今後の予定コンサート：２２件

＜福島県＞

実施済みコンサート：７件

今後の予定コンサート：２２件

＜その他の地域＞

（青森県）実施済みコンサート：１件

（茨城県）今後の予定コンサート：１件

（千葉県）今後の予定コンサート：４件



被災地支援コンサート実施予定表（2/2）

日付 開催場所 コンサートタイトル 公演数 団体名
宮城県七ヶ浜町
七ヶ浜国際ホール
福島県相馬市
総合福祉センター
宮城県七ヶ浜町
国際村ホール
宮城県小牛田町
南郷幼稚園、ふどうどう幼稚園
青森県三沢市
三沢市公会堂小ホール

②今後予定されている被災地支援コンサート
宮城県石巻市
門脇小学校、石巻専修大学
福島県いわき市
いわき芸術文化交流館ALIOS
宮城県女川町
女川第二小学校
福島県南相馬市
南相馬市文化会館
福島県南相馬市
川俣高校
福島県いわき市
高坂小学校
福島県いわき市
永井小・中学校
千葉県浦安市
浦安市文化会館
千葉県旭市
東総文化会館
宮城県多賀城市
東北歴史博物館
福島県相馬市
相馬市総合福祉センター
宮城県仙台市
大沢小学校
宮城県仙台市
鹿野小学校、郡山小学校
福島県郡山市
緑が丘中学校、
緑が丘第一小学校
宮城県仙台市
三条中学校、荒巻小学校
千葉県浦安市
浦安市文化会館
福島県郡山市
安小島小学校
宮城県仙台市
エバーグリーンシティー寺岡
千葉県銚子市
銚子市青少年文化会館
宮城県利府町
サン・パレ加瀬
岩手県大船渡市
リアスホール
岩手県岩泉町
岩泉町民会館
宮城県仙台市
ギャラリー杜の音
宮城県仙台市
ネクサスコート泉中央

茨城県ひたちなか市

ひたちなか市文化会館
宮城県大河原町
えずこホール
福島県福島市
福島テルサＦＴホール
福島県福島市
病院等福祉施設
福島県いわき市
いわき芸術文化交流館ALIOS
宮城県名取市
名取市文化会館
宮城県多賀城市
山王地区公民館
宮城県石巻市
開北小学校
岩手県大船渡市
リアスホール
福島県会津若松市
會津風雅堂
宮城県仙台市
あすと長町仮設住宅、
中嶋病院　等
福島県郡山市
郡山女子大学
宮城県仙台市
仙台青年文化センター
岩手県釜石市
釜石高校

◆コンサートの内容等は止むを得ない事情により変更される場合がございます。

4

3/29 大阪交響楽団 “ともに奏でる明日への旋律”
～大阪交響楽団と福島の小中学生が大合奏～

一般財団法人大阪シンフォニカー協会
（大阪交響楽団）

九州交響楽団
ふれあいコンサート～音楽でつなぐ絆～

財団法人九州交響楽団

3/31 東京交響楽団
　東日本大震災・被災地支援コンサート

公益財団法人東京交響楽団

3/24 シエナ・ウインド・オーケストラ名取公演 一般社団法人ジャパン・シンフォニック・ウインズ
（シエナ・ウインド・オーケストラ）1

3/22 読売日本交響楽団
復興支援特別公演「きぼうの音楽会」inいわき

財団法人読売日本交響楽団

3/20 一般財団法人東京シティ・フィル財団
（東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団）

3/17 たのしっくコンサート
神奈川フィル＆ユニフィル・合同演奏会

財団法人
神奈川フィルハーモニー管弦楽団

東京フィルハーモニー交響楽団
「岩泉の春」音楽会～森と水のシンフォニー～

財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

1

3/26 こどもとクラシック 特定非営利活動法人
関西フィルハーモニー管弦楽団

1

1

1

がんばれ宮城応援コンサート 財団法人群馬交響楽団

3/28 オーケストラ・アンサンブル金沢
ふれあいコンサート

財団法人石川県音楽文化振興事業団
（オーケストラ・アンサンブル金沢）

九州交響楽団
ふれあいコンサート～音楽でつなぐ絆～

財団法人九州交響楽団

3/25 仙台フィルハーモニー管弦楽団
被災地復興「絆」コンサート

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団1

1

1

1

3/21 音楽の力～ホットなひととき～コンサート 特定非営利活動法人静岡交響楽団

3/15 NPO法人室内合奏団THE STRINGS特別公演
がんばろう東北!～ﾐｭｰｼﾞｸﾊﾟﾜｰ!一日も早い復興のために

特定非営利活動法人
室内合奏団THE STRINGS

3/16 東日本大震災　千葉県内　被災地支援コンサート 財団法人
ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉

NPO法人室内合奏団THE STRINGS特別公演
がんばろう東北!～ﾐｭｰｼﾞｸﾊﾟﾜｰ!一日も早い復興のために

特定非営利活動法人
室内合奏団THE STRINGS

3/18

いま、ここ、みんな 希望をつなぐ音楽会
（オーケストラメンバーによるクラシック・コンサートVol.3）

一般社団法人
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

音楽の力～ホットなひととき～コンサート 特定非営利活動法人静岡交響楽団

1

2

7

1

1

1

1

1

1

1
東京シティ・フィル　ひたちなか市応援コンサート

1

NPO法人室内合奏団THE STRINGS特別公演
がんばろう東北!～ﾐｭｰｼﾞｸﾊﾟﾜｰ!一日も早い復興のために

特定非営利活動法人
室内合奏団THE STRINGS

NPO法人室内合奏団THE STRINGS特別公演
がんばろう東北!～ﾐｭｰｼﾞｸﾊﾟﾜｰ!一日も早い復興のために

特定非営利活動法人
室内合奏団THE STRINGS

3/14 神戸から元気もりもりコンサート 財団法人神戸市演奏協会
（神戸室内合奏団）

東日本大震災　千葉県内　被災地支援コンサート 財団法人
ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉

震災地支援コンサート 特定非営利活動法人
京都フィルハーモニー室内合奏団

2

1

1

神戸から元気もりもりコンサート 財団法人神戸市演奏協会
（神戸室内合奏団）

3/13 神戸から元気もりもりコンサート 財団法人神戸市演奏協会
（神戸室内合奏団）

震災地支援コンサート 特定非営利活動法人
京都フィルハーモニー室内合奏団

3/10 川畠成道with東京ニューシティ管弦楽団 一般社団法人東京ニューシティ管弦楽団

新日本フィルのメンバーによる
被災地支援コンサートVol.3

財団法人
新日本フィルハーモニー交響楽団

3/11 新日本フィルのメンバーによる
被災地支援コンサートVol.3

財団法人
新日本フィルハーモニー交響楽団

1

1

1

1

2

2

3/12

3/6 札幌交響楽団　福島復興支援コンサート 公益財団法人札幌交響楽団

3/7 川畠成道with東京ニューシティ管弦楽団 一般社団法人東京ニューシティ管弦楽団

2/27 セントラル愛知交響楽団　早春爛漫コンサート 一般社団法人セントラル愛知交響楽団

3/5 札幌交響楽団　福島復興支援コンサート 公益財団法人札幌交響楽団

1

1

1

1

2/23 『ボクとわたしとオーケストラ』
～音の輪でつながろう♪～

公益財団法人東京都交響楽団

宮城県石巻市他周辺地域被災地支援コンサート ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

2/26 セントラル愛知交響楽団　早春爛漫コンサート 一般社団法人セントラル愛知交響楽団

2/19 川畠成道with東京ニューシティ管弦楽団 一般社団法人
東京ニューシティ管弦楽団

2/22 宮城県石巻市他周辺地域被災地支援コンサート ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

1

2

2

1

1

2/15 山形交響楽団「未来への希望コンサート」 社団法人山形交響楽協会
（山形交響楽団）

2/16 新日本フィルのメンバーによる
被災地支援コンサートVol.2

財団法人
新日本フィルハーモニー交響楽団

2/8 仙台フィルハーモニー管弦楽団
被災地復興「絆」コンサート

公益財団法人
仙台フィルハーモニー管弦楽団

2/9 仙台フィルハーモニー管弦楽団
被災地復興「絆」コンサート

公益財団法人
仙台フィルハーモニー管弦楽団

1

2

1

1

助成団体数 ２７団体
助成公演数 ８３件
助成金額 １１０，４００千円


