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音 楽
日

催

1日
（日）第50回記念競吟詩大会
西区民音楽祭※詳細→Ｐ4
レミエコンサート 2020

し

物

開始
時間

9:40
10:30
10:30
①11:00
令和にっぽん！演歌の夢まつり2020
（出演：五木ひろし、他）
②15:00
姜暁艶 With スペシャルゲスト東儀秀樹 二胡Concert
13:30
2020広島交響楽団広島市巡回コンサート マイタウンオーケストラ広響 14:00
とけあう音とからだ ～ピアノとダンスのコンサート～
14:00
第1回片麻痺になったけど、世界が広がりました！ 片手ピアノ弾き語り＆おしゃべりコンサート 14:30
Small Rock'n Time vol.13
（出演：withyou、住田七重、他）
16:00
唄うたいカワムラ ライブ
17:30
アルカラ ライブ
18:00
2日
（月）THE ORAL CIGARETTES ライブ
19:00
ニガミ17才 ライブ
19:00
徳澤青弦×林正樹 ライブ
19:30
3日
（火）広島文化学園大学学芸学部音楽学科 第9回卒業演奏会
18:00
H ZETTRIO ライブ
19:00
4日
（水）広島交響楽団 第398回定期演奏会 公開練習※5日、6日も有
10:30
5日
（木）エリザベト音楽大学 春季大学院 新人演奏会
18:00
KIRINJI ライブ
19:00
6日
（金）ライフワン
「アフタヌーンコンサート」
（ソプラノ:津村千絵、ピアノ：吉清彩香）14:00
GARNiDELiA ライブ
18:30
東芝グランドコンサート2020（指揮:サントゥ＝マティアス・ロウヴァリ エーテボリ交響楽団）19:00
04 Limited Sazabys ライブ
19:00
Soprano Duo Concert
19:00
（ほぼ）毎週金曜コンサート
（ヴァイオリン：浜下 杏子、ギター：徳武 正和）19:00
チドリカルテット コンサート
19:30
上田ケンジ ライブ
19:30
7日
（土）箏・サックス アンサンブル香音ひろしまコンサート
13:00
カワイ サロンコンサート 2020
（出演：浦田奈々
（Fl.）
、齋藤 綾
（Pf.）
） 14:00
レコードコンサート
「マイナー楽器のための協奏曲」
（選曲＆解説：寺内大輔）15:00
広島交響楽団第398回定期演奏会
（指揮：クリスティアン・アルミンク）15:00
バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI ライブ
17:00
Fear,and Loathing in Las Vegas ライブ
18:00
Halo at 四畳半 ライブ
18:00
Xmas Eileen ライブ
18:00
女声合唱団コール・ビビッド7thコンサート
18:00
鈴木トオル ライブ
18:30
MINZEN JAZZ LIVE
19:00
8日
（日）エリザベト音楽大学 卒業研究発表・演奏会
（音楽文化学科）
10:30
NAOMI + LEELA Lunch & Live（出演：伊東ナオミ（vo. key）、高木リィラ（per.））11:30
グッドラック～二胡・キーボード＆エレキギターによる歌謡曲や演歌の演奏と歌～ 12:00
ジャナンドレア・ノセダ指揮 ワシントン・ナショナル交響楽団（共演：諏訪内晶子（ｖｌ）） 13:30
安佐南区 音楽祭 コーラスの部※詳細→P4
14:00
エリザベト音楽大学 卒業演奏会
（演奏学科）
14:00
折重由美子&前田順三バースデーコンサート
15:00
SIX LOUNGE ライブ
18:00
ワタナベマモル ライブ
19:00
眉村ちあき ライブ
19:00
9日
（月）筒井賢 with フレンズ（中野力（Ba.）、松本加代子（Pf.）、河野直博（Per.））19:30
12日
（木）
クレッシェンテ コンサート
17:00
上田啓二・宮田麻美門下生による 第11回 サクソフォンコンサート 18:00
Viva! Tenors! 佐野成宏＆吉田一貴テノールコンサート
18:30
サカナクション コンサート※13日も有
18:30
13日
（金）奇跡のバイオリニスト 式町水晶ライブ＆トークショー
13:00
桐本萌絵 サクソフォンリサイタル
18:30
広島豪雨災害復興支援チャリティーライブ「ヨコヤマ☆ナイト」
（出演：横山雄二、他）19:00
ワルアガキ ライブ
19:00
早川純 ライブ
19:30
Rachel Fukushima × ナミヒラアユコ ライブ
19:30
※15日も有
14日
（土）SETOUCHI IDOL FESTIVAL -SIF11:00
パイプオルガンと歌～嬉しい春の便り～
11:30
西日本文化箏フェスティバルin広島
12:30
ミュージアム・コンサート（ソプラノ：小林良子、マンドリン：佐古季暢子、箏：木原朋子）14:00
大住花菜子×大住桃果デュオリサイタル（ピアノソロ、ピアノデュオ）※詳細→P2 15:00
①15:00
山下暁平ワンコイン・ジャズライブ
②15:45
坂口有望 ライブ
17:00
有安杏果 ライブ
17:00
ホフディラン ライブ
17:30
fripSide コンサート
18:00
第27回広島ターフェルオーケストラのコンサート※詳細→P15
18:30
広島カントライ 第6回定期演奏会 ドイツ・レクイエム
18:30
リーガルリリー ライブ
18:30
サロン ド ショコラ vol.3（出演：西本由香里・松浦美音（Fl.）、山根真優（Pf.））※詳細→P15 18:45
Rakuzamas16
（出演：キッタカ38、中山泰造、他）
19:00
15日
（日）自衛隊入隊・入校激励会及び激励コンサート
12:20
セント・パトリックス・デイ in 広島2020
（アイルランド音楽バンドに 13:00～
よるコンサート、ダンスステージなど）
17:00
マンドリンコンサート
13:30
広島文教大学和太鼓部第3回定期演奏会
13:30
市民吹奏楽団 安佐北シンフォニックウインズアンサンブルコンサート 13:30
さろんコンサート「東京にあこがれて」〜大正琴によるアンサンブル〜（出演団体：はな）14:00
なかちゃん音楽の輪 春の訪れまちかどコンサート
14:00
元祖平成吹奏楽団 第28回 春の演奏会
14:00
エリザベト音楽大学同窓会佐伯区支部 第10回ハートフル ガラコンサート 14:00
milet ライブ
16:00
田原俊彦 ディナーショー
16:00
フジファブリック ライブ
17:00
KAN コンサート
17:00
PEDRO ライブ
17:30
第13回ベーテン音楽コンクール受賞者記念演奏会
未定
16日
（月）井上ヤスオバーガー、他ライブ
19:00
高瀬裕 ライブ
20:30
18日
（水）広島文化学園大学ホルン専攻生によるHORN Ensemble Concert 18:00
Kim Hyun Joong ライブ
19:00
19日
（木）MAiCO&Chisato Ocarina Duo Concert Tour 2020
15:00
細川たかし 長山洋子～ふたりのビッグショー～
18:00
三浦大知 コンサート※20日17:00も有
18:30
Psycho le Cému ライブ
18:30
back number ライブ※20日18:00も有
19:00
mol-74 ライブ
19:00
6
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連
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安佐南区民文化センターホール
西区民文化センター
佐伯区民文化センタースタジオ

無料
無料
無料

☎ 関西吟詩文化協会／山本082（814）0279
☎ 082（234）1960
☎ 黒田082（921）6779

上野学園ホール

S 席 12,000、A 席 9,000

☎ 事務局0570（01）2288

JMSアステールプラザ大ホール
指定席 4,500（売切）、自由席 4,000 ☎ 二胡音楽院内082（222）8449
佐伯区民文化センターホール
おとな 1,500、こども 1,000
☎ 広響事務局082（532）3080
ギャラリーカフェ月～yue～
2,800（3,000）
（1ドリンク＋クッキー付）
（要予約）☎ 082（533）8021
南区民文化センタースタジオ
1,000、中学生以下無料
☎ kuni 070（5676）2348
カフェ・テアトロ・アビエルト
無料（要 1 オーダー）
☎ 082（873）6068
BLUE LIVE
2,500、他（要 1ドリンクオーダー）☎ 082（250）5522
セカンド・クラッチ
4,200（ドリンク別）
☎ キャンディー082（249）8334
BLUE LIVE
4,800（ドリンク別）
（売切）
☎ 夢番地082（249）3571
セカンド・クラッチ
3,500（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
クラブクアトロ
4,000（4,500）
（ドリンク別）
☎ 082（542）2280
東区民文化センターホール
無料
☎ 音楽学科082（239）5171
セカンド・クラッチ
5,500（6,050）
（ドリンク別）
☎ ユニオン082（247）6111
JMSアステールプラザオーケストラ等練習場 無料
☎ 広島交響楽協会082（532）3080
エリザベト音楽大学セシリアホール 無料
☎ 082（225）8004
クラブクアトロ
6,600（ドリンク別）
☎ キャンディー082（249）8334
ライフワン221ホール
1,800（2,000）
（お菓子・ドリンク付）☎ 082（922）0028
クラブクアトロ
6,800（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
上野学園ホール
S 席 12,000、A 席 9,000、他
☎ TSS事業部082（253）1010
BLUE LIVE
4,950（ドリンク別）
（売切）
☎ 夢番地082（249）3571
東区民文化センタースタジオ1
無料
☎ 小坂090（7570）4438
スタジオ・オクターヴ
1,000
☎ 082（247）7506
LIVE Café Jive
3,500（4,000）
（飲食別）
☎ 082（246）2949
ふらんす座
4,000（要ドリンクオーダー）
☎ 082（295）1553
西区民文化センタースタジオ
1,000、高校生以下無料
☎ NPO法人ひろしまチャイルドライン090（7998）6113
カワイ広島コンサートサロン「パーチェ」1,000
☎ 実行委員会/小嶋0829（39）6902
映像文化ライブラリー
無料
☎ 082（223）3525
広島文化学園HBGホール
S 席 5,200、A 席 4,700、他
☎ 広響事務局082（532）3080
LIVE VANQUISH
3,900（ドリンク別）
☎ ユニオン082（247）6111
BLUE LIVE
3,910（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
セカンド・クラッチ
3,500（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
Cave-Be
3,000（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
日本キリスト教団 広島流川教会
無料
choirvivid@yahoo.co.jp
ライヴ楽座
4,000（4,500）
（要 1ドリンクオーダー）☎ 082（246）1019
音楽茶房78
2,000（1ドリンク付）
☎ 050（3334）5133
エリザベト音楽大学ザビエルホール 無料
☎ 同大学学事部演奏活動082（225）8004
ワルンマタハリ
（中区大手町5-8-13） 3,300（ジャワティー付 ランチ代込）
（要予約） ☎ ブティック・マタハリ082（246）3931
天然温泉・クアハウス 神田山荘
一般 750、被爆者 250（入場料） ☎ 082（228）7311
広島文化学園HBGホール
S 席 10,000、A 席 8,000、他
☎ HOMEイベントセンター082（221）7116
安佐南区民文化センターホール
無料
☎ 082（879）3060
エリザベト音楽大学セシリアホール 無料
☎ 082（225）8004
BLUE LIVE
5,000
☎ 082（250）5522
クラブクアトロ
3,500（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
カフェ・テアトロ・アビエルト
2,000（1ドリンクオーダー）
☎ 082（873）6068
セカンド・クラッチ
4,200（ドリンク別）
☎ サンライズプロモーション東京0570（00）3337
club cream hiroshima
3,300（3,800）
（要 1ドリンクオーダー）☎ 082（241）3838
ＪＭＳアステールプラザ中ホール
6,000
☎ 広テレ082（567）2500
JMSアステールプラザオーケストラ等練習場 無料
☎ 実行委員会／増田080（2889）6954
県民文化センターホール
4,000
☎ 082（245）2311
広島文化学園HBGホール
8,800
☎ 夢番地082（249）3571
佐伯区民文化センターホール
1,000
☎ ㈱白寿生科学研究所082（262）8910
エリザベト音楽大学 ザビエルホール 500
☎ 桐本080（6364）6139
Live Café Jive
2,000（ドリンク別）
☎ 082（246）2949
セカンド・クラッチ
3,500（4,000）
（ドリンク別）
☎ 082（249）7363
カフェ・テアトロ・アビエルト
2,500（3,000）
（要 1ドリンクオーダー）☎ 082（873）6068
LIVE JUKE
3,300（3,800）
（ドリンク別）
☎082（249）1930
Yise、他（計5カ所）
1日券 4,500、通し券 8,000
☎ Yise-music082（545）3960
広島サンプラザ
無料
☎ 082（278）5000
安佐南区民文化センターホール
無料（整理券配布）
☎ 文化箏音楽振興会西日本本部072（820）3000
ひろしま美術館
要展覧会チケット
☎ 082（223）2530
エリザベト音楽大学ザビエルホール 500
☎ 大住090（7126）1207
ギャラリーアモローソ
Cave-Be
BLUE LIVE
音楽喫茶 ヲルガン座（ドリンク別）
広島文化学園HBGホール
安芸区民文化センターホール
エリザベト音楽大学セシリアホール
セカンド・クラッチ
東区民文化センターホール
ライヴ楽座
国際会議場フェニックスホール

500

☎ 090（2088）7343

3,800（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
7,150（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
3,500（ドリンク別）
☎ 082（295）1553
8,000
☎ キャンディー082（249）8334
無料
☎ 脇中082（272）8656
1,000
☎ 河端090（2197）4794
3,500（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
一般1,500（2,000）、学生 1,000（1,500）☎ショコラミュージック082（263）8351
3,000（フリードリンク）
☎ 082（246）1019
無料
☎ 自衛隊広島地方協力本部 募集課広報班082（221）2958
アイルランド同好会
WEB
旧日本銀行広島支店、他
無料
https://ameblo.jp/realta-nua-h/
西区民文化センターホール
無料
☎ 広島ヴィタリチオマンドリーノ082（295）9817
安佐北区民文化センターホール
無料
☎ 小田080（2941）6824
安佐北区民文化センターロビー
無料
☎ 橋本080（9580）1581
安佐南区民文化センターロビー
無料
☎ 082（879）3060
合人社ウエンディひと・まちプラザ
無料
☎ 082（545）3911
広島文化学園HBGホール
無料
☎ 元祖平成吹奏楽団/植野090（8060）8775
エリザベト音楽大学セシリアホール 一般 2,000（2,500）、学生 1,000 ☎ 山本090（8069）6402
セカンド・クラッチ
4,400（ドリンク別）
（売切）
☎ 夢番地082（249）3571
リーガロイヤルホテル広島 4階 ロイヤルホール 32,000（飲食税サ込）
☎ 宴会予約イベント係082（228）5495
クラブクアトロ
5,000（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
JMSアステールプラザ中ホール
5,500
☎ キャンディー082（249）8334
LIVE VANQUISH
4,500（ドリンク別）
（売切）
☎ 夢番地082（249）3571
県民文化センターホール
無料
☎ ベーテン音楽協会0847（62）4382
クラブクアトロ
2,000（2,500）
（ドリンク別）
☎ 082（542）2280
Jazz Club Bird
3,000（3,500）
bird6906@yahoo.co.jp
JMSアステールプラザオーケストラ等練習場 無料
植竹 g2180003e@hbg.ac.jp
クラブクアトロ
8,800（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571
ミュージックライフTAO
3,000（ドリンク付）
☎ 082（262）7744
JMSアステールプラザ大ホール
PS 席 7,480、SS 席 6,380
☎ チケットセンター0570（064）724
上野学園ホール
7,700
☎ HIGHERSELF082（545）0082
セカンド・クラッチ
6,000（ドリンク別）
☎ キャンディー082（249）8334
WEB one room事務局 https://oneroom.info/
BLUE LIVE
5,500（ドリンク別）
LIVE JUKE
4,000（ドリンク別）
☎ 夢番地082（249）3571

