
■2016年度（平成28年度）

（公財）鈴鹿市文化振興事業団設立20周年事業次世代育成プログラム
ときめきクラシックKidsコンサート（市内小学校4年生対象の招待公演）

（公財）鈴鹿市文化振興事業団設立20周年事業　文化特別講演会
ロバート キャンベル講演会「終わりから始まる物語」～日本人はどのように自分の「ストーリー」を紡ぎ出してきたか～

川井郁子デビュー15周年記念　ヴァイオリン・リサイタル

プラネタリウム☆ワンコインコンサート（アーティスト：The Brassical Quintet）

プラネタリウム☆ワンコインコンサート Feeling Session～星空の下で～（アーティスト：リヴレ木管三重奏）

スイーツ＆カフェコンサート Vol.6（アーティスト：高田泰治）

山中千尋×江藤良人×井上陽介　SUMMER JAZZ NIGHT 2016

鈴ゴス＆The Continental Family X'mas Concert In Suzuka

ロバの音楽座　「0歳～3歳までのコンサート　ポロンポロン」・「コンサートのぼうけん」

野村萬斎　狂言の現在2016

第12回けやき寄席　春風亭昇太・林家彦いち二人会

『津軽三味線☆三絃士』×奏楽ユニット『結』コンサート

富良野GROUP特別公演「走る」

合唱フェスティバルin鈴鹿2016

第11回白子高校創作ミュージカル「大黒屋光太夫」

平成28年度 第1回文化セミナー　コーヒーの歴史と文化　～深くてコクのあるコーヒー講座～

平成28年度 第2回文化セミナー　鈴鹿のオンリーワン　天然醸造の味噌とたまり　東海醸造を訪ねて

平成28年度 第3回文化セミナー　コーヒーの歴史と文化　～深くてコクのあるコーヒー講座～

平成28年度鈴鹿市民大学文芸学科
活字文化よ！勢いを取りもどせ！～鈴鹿市文芸賞充実のために、文芸全ジャンルの書き方～

平成28年度放送セミナー　「ようこそ　鈴鹿の彫刻の森へ」　「鈴鹿の自然が生む天然醸造の味噌・たまり」

美術セミナー　「没後20年画家 浅野弥衛を支えていたもの」

ゴスペルワークショップ　2016

アウトリーチ事業　（アーティスト：トリオノート）市内小学校3校・市内特別養護老人ホーム1施設

第49回 鈴鹿市美術展

第25回 鈴鹿市文芸賞

鈴鹿の街音楽祭2016　～音楽でみんなつながろう～

鈴鹿の街音楽祭2016　プレイベント　ランチタイムコンサート

吹奏楽フェスティバルiｎ鈴鹿2016　～響け！空高く！鈴鹿の空へ！吹奏楽の街の贈り物～

吹奏楽フェスティバルiｎ鈴鹿2016　プレコンサート　（アーティスト：ブラックボトムブラスバンド）市内小学校1校



■2015年度（平成27年度）

野村萬斎　狂言の現在2015

第11回けやき寄席　桂米朝一門会

セントラル愛知交響楽団　ファミリーコンサート　ぜーんぶジブリ！！

すずかJAZZ Vol.3

朗読劇「この子たちの夏」1945・ヒロシマナガサキ

プラネタリウム☆ワンコインコンサート～星空に輝くサックスの調べ～（アーティスト：Branche）

プラネタリウム☆ワンコインコンサート「親子のための　星空を巡る物語」「大人のための　星空リラクゼーション」
（アーティスト：野尻小矢佳）

小椋桂　歌談　「闌（TAKENAWA）の会」

高嶋ちさ子コンサート　みんなのための音楽室　～室内楽編～

～10th Anniversary～鈴ゴス＆The Continental Family X'mas Concert In Suzuka Special Guest 土屋　アンナ

スイーツ＆カフェコンサート Vol.5（アーティスト：井草聖二）

トロンボーン・クァルテット　ジパング三重特別演奏会

合唱フェスティバルin鈴鹿2015

第10回白子高校創作ミュージカル「大黒屋光太夫」

第7回文化サロン　コーヒーの歴史と文化　～癒しのコーヒー教室～

第8回文化サロン　朗読と音楽でつづる 宮澤賢治の世界

平成27年度鈴鹿市民大学文芸学科　　戦後70年記念　～戦後ルネッサンスの主役たち～　　（全6回シリーズ）

放送セミナー  「戦後70年 戦時下の鈴鹿市 戦争の記録と記憶」　　「戦後70年 戦後の鈴鹿市　軍都から緑の工都へ」

美術セミナー　「絵画の楽しみ方－署名編」

ゴスペルワークショップ2015

アウトリーチ事業　（アーティスト：野尻小矢佳）市内小学校4校

第48回 鈴鹿市美術展

第24回 鈴鹿市文芸賞

鈴鹿の街音楽祭2015　～音楽でみんなつながろう～

鈴鹿の街音楽祭2015　プレイベント　ランチタイムコンサート

吹奏楽フェスティバルin鈴鹿2015　～あなたの心に届くハーモニー！吹奏楽の街鈴鹿がお贈りします～

吹奏楽フェスティバルin鈴鹿2015　プレコンサート　（アーティスト：ブラックボトムブラスバンド）市内小学校1校



■２０1４年度（平成26年度）

野村万作萬斎　狂言の現在2014

第10回けやき寄席　立川談春　独演会

0歳児から入れる　親と子のコンサート　Vol.2

大野雄二＆ルパンティックファイブ　ルパンJAZZ　LIVE

佐渡裕×シエナ・ウインド・オーケストラ～ひと・まち・音楽～

さかなクンの鈴鹿でギョギョッとお魚教室

i-session×真山隼人　ジョイントライブ

鈴ゴス Christmas Concert In Suzuka Guest Performer The Continental Family

元気が出るゴスペルワークショップ　2014

公共ホール音楽活性化支援事業　野尻小矢佳パーカッションコンサート

公共ホール音楽活性化支援事業（おんかつ支援）アクティビティ（アーティスト　野尻小矢佳）

富良野GROUP公演2015冬「夜想曲―ノクターン」

スィーツ＆カフェ　コンサート　Vol.4

合唱フェスティバルin 鈴鹿　Christmas Concert 2014

第9回白子高校創作ミュージカル「大黒屋光太夫」

TSUKEMEN　LIVE2015

文化サロン（第3回）（第4回）　コーヒーの歴史と文化　～癒しのコーヒー教室～

文化サロン（第5回）　女人の衣装から読み解く『源氏物語』～物語の朗読と十二単着付け体験～

鈴鹿市民大学文芸学科　「ユーモアのすすめ」長寿健康の基はユーモアなり（全6回シリーズ）

浅野弥衛生誕100年記念展　～浅野弥衛の世界～

放送セミナー  「鈴鹿ゆかりの彫刻家　中村晋也」

美術セミナー　「生誕100年浅野弥衛　言葉・風土・イメージ」

第47回鈴鹿市美術展

第23回鈴鹿市文芸賞

鈴鹿の街音楽祭 2014

鈴鹿の街音楽祭 2014　プレイベント　ランチタイムコンサート

吹奏楽フェスティバルiｎ鈴鹿2014

吹奏楽フェスティバルiｎ鈴鹿2014　プレコンサート（アーティスト　ブラック・ボトム・ブラス・バンド）



■２０1３年度（平成25年度）

野村万作萬斎　狂言の現在2013

第9回けやき寄席　三遊亭小遊三・柳家花縁　二人会

すずかJAZZ

テアトロ・インプロヴィーゾ　3本の手のスケルツォ

「せかいの色はどんな色？」～イタリアのアーティストと絵を書いてみよう～ワークショップ　(3本の手のスケルツォ)

お座敷で聴く　寺岡清高と大阪交響楽団の仲間たち　トーク＆コンサート

平原綾香　10th Anniversary CONCERT TOUR 2013 ～Dear Jupiter～

The Continental Family With 鈴ゴス Christmas Concert In Suzuka

元気が出るゴスペルワークショップ　2013

宝くじまちの音楽会　岩崎宏美with宗次郎～心のふるさとを求めて～

瞽女
 ご　ぜ

の世界

公共ホール音楽活性化支援事業　クワチュール・ベー　コンサート

公共ホール音楽活性化支援事業（おんかつ支援）アクティビティ（アーティスト　クワチュール・ベー）

プラネタリウム　ワンコイン・コンサート「冬の星座」　(アーティスト　山下真理)

たいらじょう　ダンボール人形劇場「お花のハナックの物語」

人形劇俳優たいらじょうによる新聞紙を使った劇あそびのワークショップ

第２回真山隼人鈴鹿公演

合唱フェスティバルin 鈴鹿　Christmas Concert 2013

鈴鹿市民大学文芸学科　「文学と風土」　この人ありて　花咲きし（全6回シリーズ）

放送セミナー  「長太の祭り　鯨船」「古事記の舞台となった鈴鹿」

美術セミナー　「浅野弥衛とその芸術」

文化サロン（第1回）　コーヒーの歴史と文化　～癒しのコーヒー教室～

文化サロン（第2回）　写経の歴史と文化　～鈴鹿墨での写経体験～

第46回鈴鹿市美術展

第22回鈴鹿市文芸賞

鈴鹿の街音楽祭 2013

鈴鹿の街音楽祭 2013プレイベント　ランチタイムコンサート

吹奏楽フェスティバルiｎ鈴鹿2013

吹奏楽フェスティバルin鈴鹿2013　プレコンサート（アーティスト　ブラック・ボトム・ブラス・バンド）



■2012年度（平成24年度）

野村万作萬斎 狂言の現在2012

0歳児から入れる 親と子のコンサート

ファミリーミュージカル 劇団東少「眠れる森の美女」

外山啓介ピアノ・リサイタル「展覧会の絵」

ペットボトルダンス公演「DanceEXPRESSION in Suzuka 2012」

プラネタリウム ワンコイン・コンサート『アンデスの響き』

第8回けやき寄席 柳家三三 桂吉弥 二人会

わらび座ミュージカル「おもひでぽろぽろ」

吹奏楽フェスティバルin鈴鹿

コンチネンタルファミリー ウイズ 鈴ゴス クリスマスコンサート

スィーツ&カフェ コンサートVol.3

「エクレールお菓子放浪記」上映会

米村でんじろうサイエンスショー

ルイージ・マルティナーレ・ピアノ・コンサート2012鈴鹿

第1回真山隼人鈴鹿公演

中村好江わくわくＨＯＴ6 CD発売記念コンサート Wonderhul Days

いまいゆうぞう，はいだしょうこファンタジーコンサート

市民大学文芸学科　『日記文学』 (全6回シリーズ)

ライフセミナー

吹奏楽フェスティバルプレイベント（お出かけコンサート）

美術セミナー　『ＫＡＴＡＧＡＭＩ Ｓｔｙｌｅ 海を渡った型紙と欧米の美術との出会い』

放送セミナー　①『墨色の美を探究する』 ②『なんて素敵　型紙デザイン』

ペットボトルダンス ワークショップ

ゴスペルワークショップ

第45回鈴鹿市美術展（鈴鹿市制70周年記念事業）

第21回鈴鹿市文芸賞

鈴鹿の街音楽祭（鈴鹿市制70周年記念事業）



■■■■２０１１２０１１２０１１２０１１年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度））））

公共公共公共公共ホールホールホールホール音楽活性化事業  音楽活性化事業  音楽活性化事業  音楽活性化事業  「「「「乗松恵美乗松恵美乗松恵美乗松恵美ソプラノコンサートソプラノコンサートソプラノコンサートソプラノコンサート」」」」

スィーツスィーツスィーツスィーツ&&&&カフェ コンサートカフェ コンサートカフェ コンサートカフェ コンサート

さだまさしさだまさしさだまさしさだまさしコンサートツアー コンサートツアー コンサートツアー コンサートツアー 2012 2012 2012 2012 ～～～～SadaSadaSadaSada　　　　CityCityCityCity～～～～

すずかすずかすずかすずかJAZZJAZZJAZZJAZZ

コンチネンタルコンチネンタルコンチネンタルコンチネンタル・・・・ファミリーファミリーファミリーファミリー　　　　クリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサート　　　　ウイズウイズウイズウイズ　　　　鈴鈴鈴鈴ゴスゴスゴスゴス

Ｄａｎｃｅ ＥｘＰｒｅｓｓｉｏｎ ｉｎ Ｓｕｚｕｋａ Ｄａｎｃｅ ＥｘＰｒｅｓｓｉｏｎ ｉｎ Ｓｕｚｕｋａ Ｄａｎｃｅ ＥｘＰｒｅｓｓｉｏｎ ｉｎ Ｓｕｚｕｋａ Ｄａｎｃｅ ＥｘＰｒｅｓｓｉｏｎ ｉｎ Ｓｕｚｕｋａ 2011 2011 2011 2011 一般参加公演一般参加公演一般参加公演一般参加公演

「「「「鎌塚氏鎌塚氏鎌塚氏鎌塚氏，，，，放放放放りりりり投投投投げるげるげるげる」」」」

劇団劇団劇団劇団うりんこ うりんこ うりんこ うりんこ 「「「「ダイアルダイアルダイアルダイアル・・・・アアアア・・・・ゴーストゴーストゴーストゴースト」 －」 －」 －」 －幽霊派遣会社幽霊派遣会社幽霊派遣会社幽霊派遣会社----

第第第第6666回回回回けやきけやきけやきけやき寄席寄席寄席寄席　　　　桂桂桂桂ざこばざこばざこばざこば独演会独演会独演会独演会

第第第第7777回回回回けやきけやきけやきけやき寄席寄席寄席寄席　　　　立川談春独演会立川談春独演会立川談春独演会立川談春独演会

鈴鹿市制鈴鹿市制鈴鹿市制鈴鹿市制70707070周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業　　　　第第第第2222回万歳回万歳回万歳回万歳サミットサミットサミットサミット鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿

米村米村米村米村でんじろうでんじろうでんじろうでんじろうサイエンスショーサイエンスショーサイエンスショーサイエンスショー

映画映画映画映画「「「「心中天使心中天使心中天使心中天使」」」」上映会上映会上映会上映会

市民大学文芸学科市民大学文芸学科市民大学文芸学科市民大学文芸学科　「　「　「　「日記文学日記文学日記文学日記文学」」」」

ライフセミナーライフセミナーライフセミナーライフセミナー　「　「　「　「生活生活生活生活コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション学学学学とはとはとはとは何何何何かかかか」」」」

美術美術美術美術セミナーセミナーセミナーセミナー　「　「　「　「現代美術現代美術現代美術現代美術のののの最前線 最前線 最前線 最前線 －－－－第第第第54545454回回回回ヴェネチアヴェネチアヴェネチアヴェネチア・・・・ビエンナーレビエンナーレビエンナーレビエンナーレ」」」」

放送放送放送放送セミナー  セミナー  セミナー  セミナー  「「「「言言言言のののの葉葉葉葉のののの道道道道　　　　佐佐木信綱佐佐木信綱佐佐木信綱佐佐木信綱」 「」 「」 「」 「第第第第２２２２回万歳回万歳回万歳回万歳サミットサミットサミットサミット鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿」」」」

公共公共公共公共ホールホールホールホール音楽活性化事業 音楽活性化事業 音楽活性化事業 音楽活性化事業 「「「「学校学校学校学校アウトリーチアウトリーチアウトリーチアウトリーチ事業事業事業事業」」」」

ゴスペルワークショップゴスペルワークショップゴスペルワークショップゴスペルワークショップ

ペットボトルダンスワークショップペットボトルダンスワークショップペットボトルダンスワークショップペットボトルダンスワークショップ

第第第第44444444回鈴鹿市美術展回鈴鹿市美術展回鈴鹿市美術展回鈴鹿市美術展

第第第第20202020回鈴鹿市文芸賞 回鈴鹿市文芸賞 回鈴鹿市文芸賞 回鈴鹿市文芸賞 （（（（鈴鹿市制鈴鹿市制鈴鹿市制鈴鹿市制70707070周年記念参加事業周年記念参加事業周年記念参加事業周年記念参加事業））））

鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿のののの街音楽祭 街音楽祭 街音楽祭 街音楽祭 （（（（プレプレプレプレ鈴鹿市制鈴鹿市制鈴鹿市制鈴鹿市制70707070周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業））））



■2010年度（平成22年度）

外山啓介＆寺岡清高指揮　大阪交響楽団

スィーツ&カフェコンサート

一青　窈　Ｔｏｕｒ　２０１０「おかわりありませんか」

ストリングラフィ・アンサンブル コンサート

コンチネンタル・ファミリー　クリスマスコンサート　ウイズ　鈴ゴス

第11回音楽夢紀行　　インド編｢祈りの大地から」

富良野ＧＲＯＵＰ公演　作・演出　倉本聰 2010年夏「歸國（きこく）」

「親指こぞう －ﾌﾞｹｯﾃｨｰﾉ－」鈴鹿公演
（公演関連企画／ともさと衣の声のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「声で遊ぶ!」）

劇団うりんこ「ねむるまち」

岡田文化財団PRESENTS鈴鹿ファミリーミュージカルVOL．1　ミュージカル「シンデレラ」

第5回けやき寄席　立川談春独演会

Ｄａｎｃｅ ＥｘＰｒｅｓｓｉｏｎ ｉｎ Ｓｕｚｕｋａ 2010

市民大学文芸学科　「心の時代における宗教と文学」

ライフセミナー　「生活コミュニケーション学とは何か」

美術セミナー　「伊勢型紙とモダンデザイン」

放送セミナー  「白子で活躍した本居宣長の門人たち」 「大黒屋光太夫の生涯」

詩のボクシング第5回みえ大会

ペットボトルダンスワークショップ

ゴスペルワークショップ

第43回鈴鹿市美術展

第19回鈴鹿市文芸賞



■2009年（平成21年度）

佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ鈴鹿公演

トロンボーン・クァルテット「ジパング」ニューイヤーコンサート

ストリングラフィ・アンサンブル・コンサート

森山直太朗コンサートツアー２００９「どこまで細部になれるだろう」

綾戸智恵Ｃｏｎｃｅｒｔ　2009-2010

『清木場俊介「FLYING　JET　TOUR」2009－2010』

コンチネンタル・ファミリー　クリスマスコンサート　ｗｉｔｈスズカゴスペルクワイアー

音楽夢紀行第10回記念　上々颱風ライブ

劇団うりんこ「だってだってのおばあさん」

オペラシアターこんにゃく座公演　オペラ「森は生きている」

福を呼ぶ「伊勢萬歳」村田社中お座敷ライブ

けやき寄席「笑福亭仁鶴　独演会」

市民大学文芸学科「現代詩人　詩の魅力・詩人の生」

ライフセミナー

美術セミナー「アート・ファッション・ライフスタイル　キーワードで解く大橋歩展」

放送セミナー「鈴鹿なつかし図鑑」　「福を呼ぶ伊勢萬歳」

鈴鹿文化探検倶楽部　（ 親子 ／ 一般 ）

3館連携事業（足利市・呉市・鈴鹿市）高校生スペシャルバンド合同合宿演奏会

シエナ・ウインド・オーケストラ団員によるブラス・クリニック

学校にオーケストラがやってきた「大阪シンフォニカー交響楽団」

ゴスペル・ワークショップ

岩崎正裕の演劇教室

文芸ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟと皐月晴れ朗読らいぶ

詩のボクシング第4回みえ大会（予選会・本大会）

天高し！秋の朗読らいぶ

Play on the Steinway!

第42回鈴鹿市美術展

第18回鈴鹿市文芸賞



■ 2008年（平成２０年度）

アーティスト大谷芳照が描くグリフアート展 in SUZUKA

鈴鹿市民会館開館40周年記念　佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会

ANA presents 葉加瀬太郎 アコースティックコンサート2008

(財)三重県文化振興事業団助成対象事業  次世代の担い手育成事業
青島広志のおしゃべりコンサート

ロバの音楽座「らくがきブビビのコンサート」

ゴスペル・ワークショップ2008

ゴスペル・ライブ

シュルツミュージアムからやってきた PEANUTS FOUND IN TRANSLATION
大谷芳照が訳した　スヌーピーの世界展

音楽夢紀行9「癒しの音色に包まれて･･･」

桂三枝の笑ウインドウツアー2009 ～創作落語独演会スペシャル～

Play on the Steinway!

劇団わらび座「火の鳥」

妹尾河童講演会

第41回鈴鹿市美術展

第17回鈴鹿市文芸賞



■ 2007年（平成１９年度）

綾戸智絵 Concert 2007

HIROMICHI23　たっち！タッチ！Touch！LIVE 2007

宝くじ文化公演　N響メンバーによる室内合奏団　

プラネタリウムコンサート　星空のささやき

劇団うりんこ＋山崎清介による　シェイクスピアを盗め

SOYJOY presents　STARDUST REVUE LIVE TOUR “31”

松井誠奮闘公演全国ツアー

加古 隆コンサート2007「熊野古道」

ゴスペル・ワークショップ2007

ゴスペル・ライブ

音楽夢紀行Vol.8　北欧へのいざない

次世代の担い手育成事業 民族楽団チャンチキコンサート「ともに諸共(もろとも)」

桂文珍　独演会

NATURAL Songs　～うたを歌おう！みどりをふやそう～

劇団かかし座 影絵劇
みなみのうみのおとぎばなし 南太平洋からやってきた ゆかいでふしぎな3つのおはなし

第40回鈴鹿市美術展

第16回鈴鹿市文芸賞

音がらみ大音楽会Vol.5　「永遠の絆」



■ 2006年（平成１８年度）

ゴスペル・ワークショップ

ブラックライトシアター　大型人形劇
エリック・カールのはらぺこあおむし・ごちゃまぜカメレオン・ちいさなくも

押尾コータロー　アコースティックギターコンサート2006

音楽夢紀行Vol.7土が奏でる悠久のひととき～古代と現代の調和～

三重県河南省友好提携20周年記念フレンドシップコンサート

三遊亭圓歌 独演会

春休み親子映画鑑賞会　名探偵コナン

倉木麻衣　Mai Kuraki LIVE TOUR 2006　DIAMOND WAVE

村上“ポンタ”秀一 ＆ TOKU　DREAM CONCERT

第15回鈴鹿市文芸賞贈呈式記念公演　男声合唱と朗読で綴る　なつかしき歌

藤原道山コンサート with エンゼルフィッシュ

第39回鈴鹿市美術展

第15回鈴鹿市文芸賞



■ 2005年（平成１７年度）

THE BOOGIE JACK

ショートストーリーズ

わらび座ミュージカル「銀河鉄道の夜」

偉大なる作曲家の素顔 ～ショパン～

映画上映会「北の零年」

押尾コータローコンサートツアー“Panorama”

音楽夢紀行Vol.5　-古きアメリカ南部を訪れて-

音楽夢紀行Vol.6　～英国発祥の聖なる鐘と星空の夕べ～

合唱フェスティバル in 鈴鹿2005　クリスマスコンサート

松永貴志　NEW YORK Trio JAPAN TOUR 2006 Spring

松竹大歌舞伎　二代目 中村魁春襲名披露公演

須川展也コンサート with 鈴鹿の吹奏楽団

倉本裕基ピアノコンサート

美輪明宏音楽会＜愛＞ L'AMOUR

富良野塾「地球、光りなさい！」

第5回鈴鹿混声合唱団演奏会

第38回鈴鹿市美術展

第14回鈴鹿市文芸賞

 がんばれ すずか文化衆 春の夢一番



■ 2004年（平成１６年度）

『あらしのよるに』市原悦子ロードショー

エルンスト・オッテンザマー＆武本京子 デュオ・リサイタル

オペラシアターこんにゃく座『森は生きている』

しまじろう うみの だいぼうけん

綾戸智絵 コンサート

杏里コンサートツアー2004

岡本知高　ソプラニスタ・リサイタル

音楽夢紀行Vol.4　-古(いにしえ)に思いを馳せて-

夏川りみコンサート

高嶋ちさ子　ハートフルコンサート

寺井尚子ジャズ・ヴァイオリンコンサート

上原まり『源氏物語の世界』

仲道郁代の光のこどもたち

島谷ひとみコンサートツアー 

島田祐子と鈴鹿の子ども達

第37回鈴鹿市美術展

第13回鈴鹿市文芸賞

移動美術館鈴鹿市展

市民文化祭



■ 2003年（平成１５年度）

 「たそがれ清兵衛」映画上映会

ウルフルズ '04ツアー ええねん

コブクロ　Live☆Rally 2003

さだ まさし コンサートツアー2003

チェコ・フィルハーモニー八重奏団

ミュージカル　それいけ アンパンマン

ルドルフとイッパイアッテナ

小椋佳コンサート

杉野正隆バリトンアフタヌーンコンサート

千作千五郎狂言会

東京スカパラダイスオーケストラ ライブ

日野皓正スペシャルジャズナイト

第36回鈴鹿市美術展

第12回鈴鹿市文芸賞

市民文化祭

桂 文福の出会い、ふれ愛、わきあいあい

移動美術館鈴鹿市展

クリスマスコンサート

「未来に残したい鈴鹿模様」写真展

わらび座ミュージカル「つばめ」



■ 2002年（平成１４年度）

ミュージカルアンパンマン

N響団友オーケストラによるアンサンブルコンサート

T. M. R. LIVE REVOLUSION

ヴィヴァ ナポリターナ

グランディーババレエ団日本公演

フィリップ・ベイリー・オブ・ザ・アースウィンド&ファイアーJAPAN TOUR

プリンセス天功イリュージョン

ラテンダンスカーニバル

綾戸智絵コンサート

奥田民生ライブ

劇団むすび座「西遊記」

研ナオコ コンサート

上妻宏光三味線コンサート

中村紘子ピアノリサイタル

葉加瀬太郎アコースティックコンサート

小津安二郎生誕100年記念講演と映画の集い「今、家族とは」

第35回鈴鹿市美術展

第11回鈴鹿市文芸賞

人権ふれあい劇場

市制60周年・芸文協15周年記念クリスマスコンサート

市民文化祭

倉本聡　富良野塾公演「屋根」



■ 2001年（平成１３年度）

Tina ライブ

エリックベルショ　ピアノエレガンス

ザロンドンコミュニティ ゴスペルクワイヤー

玉置浩二コンサート

子どものためのシェイクスピア 「リチャードII世」

春風亭小朝独演会

上松美香アルパコンサート

中森明菜コンサート

中村雅俊コンサート

東儀秀樹コンサート

南こうせつコンサートツアー

第34回鈴鹿市美術展

第10回鈴鹿市文芸賞

小沢昭一歌のステージ

人権尊重公演「海に沈んだ鬼」

東海道宿場・伝馬制度/制定400周年記念事業

白子ウィンドシンフォニカ30周年記念事業

輝け鈴鹿の伝統芸能 講演とワークショップ

「伝統民俗芸能の伝承」講演と実演

市民文化祭 



■ 2000年（平成１２年度）

クール＆ザギャングコンサート

シャ乱Qコンサート

チューリップコンサート

なかにし陽子コンサート

リチャードクレイダーマンピアノコンサート

綾戸智絵コンサート

因幡晃コンサート

加藤登紀子コンサート

海援隊コンサート

劇団四季ソング＆ダンス

江島カルチャーセンター開所式

斎藤和義コンサート

市民文化祭

第33回鈴鹿市美術展

第9回鈴鹿市文芸賞

東海道宿場・伝馬制度/制定400周年記念事業

野村萬斎 トークと名作狂言

鈴鹿市民吟詠コンクール

澤登翠の活動大写真



■ 1999年（平成１１年度）

ニール・セダカ コンサート

ミュージカル　ペーパー・ムーン

わらび座公演　菜の花の沖

宇崎竜童コンサート

工藤静香コンサート

小椋桂　歌語り3　一休恋慕

松山千春コンサートツアー

杉本苑子　文化講演会

野村萬斎　トークと名作狂言

鈴鹿8耐前夜祭

スリー・ディグリーズ　ジャパンツアー

カラべリ・グランドオーケストラ

クリストファー・クロス＆マイケル・マクドナルド

谷村新司コンサートツアー

ジョージ・ウィンストン・ソロピアノコンサート

第32回鈴鹿市美術展

第8回鈴鹿市文芸賞

東海道五十三次一宿一席

高井有一と文学を語る会

打田幸雄　50年の絵の軌跡

劇団パノラマアワー｢カゴメの図鑑」

市民文化祭

県民文化祭(三重の能楽まつり、お茶会、ライトミュージックフェスティバル)



■ 1998年（平成１０年度）

野村萬斎　トークと名作狂言

サンバカーニバル

中森明菜　ライブ'98

東京乾電池公演「風立ちぬ」

朗読劇「この子たちの夏」

super guitarist duo Live /福田進一＆渡辺香津美

セシール・ベナール　オペラ名曲を歌う

ブロードウェイミュージカルカンパニー

富良野塾公演「今日、悲別で」

織田裕二コンサートツアー

エンゼルフィッシュX'masディナーショー

FIELD OF VIEW

横山幸男ピアノリサイタル

堀内孝雄コンサート'99

第31回鈴鹿市美術展

第7回鈴鹿市文芸賞

鈴鹿市に残る街道写真展

市民文化祭

県民文化祭

県民文化祭(幽玄の響き)



■ 1997年（平成９年度）

羽田健太郎コンサート 

ビリー・ヴォーン楽団

プラネタリウムCDコンサート

ウィーン・ヴィルトゥオーゾ

FM三重公開生放送＆infixコンサート

白鳥英美子＆バス・バー

市制55周年記念式典(琴三重奏・伊勢万歳・鈴鹿太鼓)

松本英彦ディナーショー

鈴鹿能

ハウンドドッグコンサート

谷村新司リサイタル

第30回鈴鹿市美術展

第6回鈴鹿市文芸賞

鈴鹿市55景写真展

三重県立美術館移動美術館

市民文化祭

県民文化祭(三重県邦舞会)

鈴鹿市芸術文化協会祭


