2020年ひろしま原爆ﾋﾟｱﾉ(講演会)及び平和ｺﾝｻｰﾄ予定表
＊2020年7月1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。
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。
新型コロナウイルスによる感染症の拡大により、
夏頃までは広島市及び支援団体としても
被爆ピアノ貸出しは中止してほしいとの申し出もあり、
安全が確認でき次第再開いたします。
〇
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〇
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〇

○

仮
〇

(広島市) (株)矢川ピアノ工房

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】www.ygtc.jp

10月27日28日 宮城県仙台市
10月29日 福島県天榮村
10月30日 広島へ移動

〇 11月3日 岐阜県中学校
15:45～16:45
平和公園 〇 11月4日 愛知県高校
平和公園
11月5日 愛知県
平和公園
11月6日 岐阜県各務原市
ＡＭ
平和公園
11月6日 愛知県春日井市
昼と夜
平和公園
11月7日 愛知県春日井市
6:30～
平和公園
11月7日 愛知県豊田市
昼と夜
ホール
11月8日 愛知県
平和公園 ○ 11月9日 奈良県小学校
20:00～21:00
平和公園 〇 11月10日～12日 愛知県中学校17:00～19:00
11月12日 鳥取県鳥取市
16:00～18:00
10月1日～10月29日 東北ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ
〇 11月12日 島根県小学校
13:00～14:00
10月1日 山形県西川町
夕方
○ 11月15日 奈良県小学校
13:00～
10月2日 山形市中学校
体育館
11月16日 広島市西区高校
10月3日 山形市
ＰＭ
ホール ○ 11月16日 広島市中区
19:00～20:00
10月3日 岐阜県中学校
14:50～15:40 平和公園 ○ 11月19日 奈良県小学校
19:00～20:00
10月4日 山形県寒河江
ホール
11月21日 広島市中区
10月4日 山形県天童市
公民館
11月22日 広島市西区
10月5日 山形県天童市小学校
体育館
11月23日 広島市安佐北区
14:00～
10月5日 山形県天童市小学校
体育館 〇 11月25日 岐阜県中学校
16:30～17:10
10月5日 山形県寒河江
ホテル
10月6日 山形県酒田市高校
体育館 〇 12月8日 岐阜県中学校
15:30～16:10
10月6日 山形県酒田市
記念館
12月13日 広島県廿日市市
10月7日 山形県庄内地区中学校
体育館 〇 12月15日 山梨県中学校
7:40～9:00
10月7日 山形県庄内地区中学校
体育館
12月19日 広島市安佐北区
14:00～
10月7日 岐阜県中学校
16:00～17:00 平和公園 〇 12月21日 岐阜県中学校
19:00～21:00
10月8日 山形市中学校
体育館
10月8日 山形市中学校
体育館
10月9日 山形県天童市中学校
体育館
10月9日 山形市中学校
体育館
10月10日 休演日
10月11日 山形県天童市
寺院
〇 3月3日 名古屋市中学校
19:45～
10月12日 山形県山形市小学校
体育館
4月21日
10月12日 山形県上山市中学校
体育館
4月24日25日 広島県大竹市
10月13日 岐阜県中学校
14:00～
平和公園 ○ 4月26日 浜松市中学校
15:40～16:30
10月13日 山形県天童市小学校
体育館 ○ 5月17日 横浜市中学校
16:20～17:00
10月13日 山形県東根市中学校
体育館 ○ 5月20日 岐阜県中学校
17:00～
10月13日 福島県高校
20:00～21:00 ホテル
○ 5月26日 岐阜県中学校
14:50～15:50
10月14日 山形市小学校
体育館 ○ 5月28日 岐阜県中学校
10:30～11:00
10月14日 山形市高校
体育館 ○ 6月21日 川崎市中学校
14:00～16:00
10月14日 山形市
ホテル
7月31日 静岡県
10月15日 山形市中学校
8月5日 広島市
10月16日 山形市高校
体育館
8月6日 広島市
10月16日 山形市高校
ホール
8月15日 愛知県北名古屋市
10月17日 山形市小中学校
体育館
9月26日 兵庫県西宮市
10月18日 山形市
2回
ホール 〇 9月29日 岐阜県中学校
10月19日 山形市役所
2回
10月31日～11月7日 広島県福山市
10月20日 青森県へ移動
〇 11月25日 東京都高校
20:00～21:00
10月21日～25日 青森県八戸市
〇 12月4日 広島市中区
10月26日 宮城県仙台へ移動
10月26日 岐阜県中学校
14:30～15:00 平和公園
8月29日
8月31日
9月7日
9月7日
9月9日
9月17日
9月23日
9月25日
9月29日

横浜市中学校
8:00～
山梨県中学校
14:30～
長野県中学校
14:30～15:20
長野県中学校
15:00～15:40
三重県中学校
20:00～20:30
山形県中学校
15:15～
富山県中学校
15:00～17:00
山口県周南市中学校 11:00～12:00
千葉県中学校
9:00～10:00

ホール
平和公園

ホテル
ホテル
ホテル
江田島市
ホテル
ホール
平和公園
体育館
ホテル
ホテル
ホール
ホール
平和公園
平和公園
ホール
平和公園
ホール
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〇
○
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〇

ホテル
平和公園
平和公園
平和公園
平和公園
平和公園
ホール

ホール
寺院
ホール
ホール

