2018年ひろしま被爆ﾋﾟｱﾉ(講演会)及び平和ｺﾝｻｰﾄ予定表
＊2018年3月29日現在
※主催及び、開催場所は個人情報により記載していません
詳しい内容は矢川ピアノ工房へお問い合わせ下さい。

(広島市) 矢川ピアノ工房

〇印は広島県での修学旅行及び平和研修のコンサートです。
○ 4月2日 長野県中学校 8:30～10:00 ホール
6月23日 広島県安佐南区
銀行
4月5日 廿日市市
6:00～
神社
仮 6月24日 大阪府吹田市
○ 4月11日 長野県中学校 17:30～18:30 平和公園
仮 6月29日 石川県珠洲市
学校
4月13日 広島市中区
13:00～
ホール
6月30日 石川県珠洲市
13:00～15:00 ホール
4月14日 広島市中区
13:00～
ホール
7月1日 新潟県長岡市
ホール
4月15日 広島県大竹市
7月2日 石川県珠洲市
学校
○ 4月19日 長野県中学校 17:00～18:00 平和公園
7月3日 石川県金沢市
ホール
4月19日 広島市中区
17:30～
ホール
7月4日 広島市中区
ホール
○ 4月23日 静岡県中学校
平和公園
7月5日 広島市中区
ホール
○ 4月25日 鳥取市中学校 19:00～20:00 宮島ホテル
7月13日 高知県高知市
学校
5月2日 名古屋市
7月14日 高知県高知市
ホール
5月3日 名古屋市中川区
劇場
7月28日 神戸市中央区
13:30～
ホール
5月4日 名古屋市
7月29日 広島県三原市
ホール
5月4日 岐阜県瑞穂市
会館
8月1日 広島県安芸高田市17:00～18:30 小学校
5月5日 名古屋市
11:00～
大学ホール
8月2日 奈良県中学校
学校体育館
5月5日 名古屋市
14:00～
大学ホール
8月3日 奈良県
ホール
仮 5月6日 愛知県春日井市
デパート
8月4日 奈良県三郷町
ＡＭ
ホール
仮 5月7日 愛知県春日井市
学校
8月5日 広島市中区
13:30～
アリーナ
○ 5月10日 東京都中学校 19:30～20:30 ホテル
8月6日 広島市中区
12:00～
平和公園
○ 5月10日 名古屋市中学校 19:45～20:45 ホテル
仮 8月8日 東京都
ホール
5月12日 大阪府
8月9日 東京都文京区 14:00～・18:00～ホール
○ 5月13日 千葉県中学校 14:00～
平和公園
8月10日 茨城県牛久市
13:00～
ホール
5月13日 大阪府梅田
ホール
8月11日 静岡市
13:00～15:00 ホール
○ 5月15日 三重県中学校 14:00～
平和公園
8月12日 福島県会津若松市
ホール
○ 5月16日 三重県中学校 10:30～
平和公園
8月16日 広島市安佐南区
○ 5月16日 横浜市中学校 13:00～
ホール
8月24日～26日 和歌山市
ホール
○ 5月16日 神奈川県横浜市中学校
平和公園
8月20日～9月30日 ロケ開始
○ 5月16日 山形県中学校 9:00～
平和公園
9月21日 広島市中区
平和公園
○ 5月16日 茨木県中学校 14:15～
平和公園
9月21日 三重県伊勢市
夕方～
ホール
○ 5月16日 鹿児島県中学校 17:00～
平和公園
仮 9月23日24日 石川県金沢市
ホール
○ 5月22日 名古屋市中学校 15:00～
平和公園
仮 9月29日 広島市中区
ホール
○ 5月23日 岐阜県高山市中学校 8:15～9:00 平和公園
仮 9月30日 広島市中区
ホール
○ 5月23日 岐阜県可児市中学校15:00～16:30 平和公園 ○ 10月17日 和歌山県中学校 15:00～
平和公園
○ 5月27日 東京都中学校 19:30～
平和公園
○ 10月19日 札幌市高校
8:30～
平和公園
○ 5月30日 岐阜県中学校 14:00～14:30 平和公園
○ 10月19日 奈良県小学校
14:15～16:00 ホール
○ 5月30日 岐阜県中学校 16:00～16:40 平和公園
○ 10月19日 東京都高校
19:30～20:30 ホテル
○ 6月1日 神奈川県中学校 15:30～
平和公園
10月20日 広島市中区
ホール
6月1日 沖縄県
午後
ひめゆり記念館 10月22日～26日 徳島県 小・中・高校
6月2日 沖縄県読谷村 午前・午後
チビチリガマ
10月27日 広島市中区
ＰＭ
ホール
6月3日 沖縄県西原町
ホール
10月31日 岡山県高校
6月4日 沖縄県読谷村
小学校体育館
11月6日～8日 愛知県中学校 19:30～20:30江田島市
○ 6月5日 岐阜県中学校 19:00～
ホテル
11月10日～18日 山形県、他 東北コンサートツアー
6月5日 沖縄県読谷村 午前
小学校体育館
11月25日 広島市安佐南区
集会所
6月5日 沖縄県読谷村 午後
小学校体育館
12月15日 東京都町田市
キリスト教会
6月6日 沖縄県読谷村
高校体育館
12月15日 広島市安佐北区 14:00～15:00 病院
6月7日 沖縄県那覇市
小学校体育館
○ 6月11日 神奈川県中学校
平和公園
2019年
○ 6月14日 岐阜県中学校 19:30～
ホテル
6月15日 大阪府枚方中学校
体育館
1月12日 兵庫県尼崎市
ホール
○ 6月16日 神奈川県中学校 8:00～9:10
平和公園
○ 5月21日 名古屋市中学校 15:00～
平和公園
6月17日 愛媛県宇和島市
ホール
○ 6月3日 東京都中学校
ホール
6月18日 愛媛県宇和島市中学校 ＡＭ 体育館
6月18日 愛媛県宇和島市中学校 PＭ 体育館
2020年
○ 6月19日 神奈川県中学校
平和公園
○ 6月21日 神奈川県中学校 15:30～
ホール
○ 6月22日 神奈川県中学校 17:00～18:00 平和公園
11月1日～8日 広島県福山市
寺院

