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平成 9 年度（1997 年度） ベルリン室内管弦楽団＆山形由美コンサート 

東京交響楽団コンサート（こけら落とし） 劇団東少ミュージカル「シンデレラ」 

劇団め組「あおいとり・ベニスの商人」 林あさ美コンサート 

NHK 公開録音番組「民謡を訪ねて」 映画「黄落」 

映画「秋桜」 角笛シルエット劇場 

児童劇「ヘンゼルとグレーテル」 原田靖＆シティスウィンガーズコンサート 

布施辰徳ものまねコンサート 札幌交響楽団コンサート 

劇団わらび座ミュージカル「男鹿の於仁丸」 対泉院秘話「炎の中の炎の心」 

津田真理ピアノコンサート 映画「とつぜん！ネコの国」 

ムジカ・コンバーニャクリスマスコンサート アマデウス三重奏団サロン及び出張コンサート 

映画「マヤの一生」他 2 本 平成 12 年度（2000 年度） 

映画「深い河」 米良美一リサイタル 

北村英治ジャズコンサート NHK 公開録音「真打競演」 

平成 10 年度（1998 年度） 映画「のど自慢」 

映画「愛する」 ウィーン室内管弦楽団コンサート 

上村昇・小山実稚恵デュオコンサート 津軽三味線・龍神太鼓競宴 

東京佼成ウィンドオーケストラコンサート グリーンファーム弦楽合奏団コンサート 

Ｎ響室内合奏団コンサート 映画「ももちゃんを捜して」 

東京交響楽団コンサート 金子辰雄文化講演会 

劇団東少ミュージカル「アルプスの少女ハイジ」 神奈川フィルハーモニー管弦楽団コンサート 

スイセイミュージカル「夢のタイムリミット 98」 佐藤しのぶソプラノリサイタル 

アマデウス三重奏団サロンコンサート 劇団め組「はだかの王様・杜子春」 

島田祐子ソプラノリサイタル 桂歌丸・三遊亭好楽二人会 

劇団め組「泣いた赤鬼」・「走れメロス」 仲道郁代ピアノリサイタル 

グレゴリー・クラーク文化講演会 レニングラード国立歌劇場管弦楽団コンサート 

吉幾三コンサート プラハ少年少女合唱団コンサート 

仲道祐子ピアノリサイタル 映画「アイラブユー」 

チェコフィルハーモニー室内管弦楽団コンサート 熊本マリピアノリサイタル 

映画「どんぐりの家」 アマデウス三重奏団サロン及び出張コンサート 

劇団わらび座ミュージカル「春秋山伏記」 平成 13 年度（2001 年度） 

アマデウス三重奏団サロンコンサート キャラクターショー「忍たま乱太郎」 

劇団ひとみ座「ゲゲゲの鬼太郎」 映画「学び座」 

スワニー寄席「三遊亭楽太郎・小遊三二人会」 小林幸子オンステージ 

平成 11 年度（1999 年度） 劇団わらび座ミュージカル「龍姫」 

映画「君の手がささやいている」 ミュージカルプレイ「マレーネ」～ディートリヒ伝説～ 

前橋汀子ヴァイオリンコンサート キングトーンズサマーコンサート 

劇団わらび座ミュージカル「菜の花の沖」 横山幸雄ピアノリサイタル 

中村紘子ピアノリサイタル 橋幸夫文化講演会 
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吉幾三コンサート 小原孝ピアノリサイタル 

フレディ・ケンプピアノリサイタル アマデウス三重奏団出張コンサート 

読売日本交響楽団コンサート 平成 16 年度（2004 年度） 

人形劇「マウイチキチキ」 ロシアバレエフェスティバル‘04 

ミュージカル「噂のファミリー1 億円の花嫁」 Swany Jazz Story・GIFT-1 

クリスマスコンサート 前橋汀子＆イタリアの名手達 めざましクラシックス in スワニー 

映画「marco 母を訪ねて三千里」 武蔵野音楽大学生有志によるミニコンサート 

映画「生きたい」 週末シネマ倶楽部 3 

アマデウス三重奏団出張コンサート ベンチャーズジャパンツアー2004 

平成 14 年度（2002 年度） フレディ・ケンプピアノリサイタル 2004 

映画「郡上一揆」 新日本フィルハーモニー交響楽団コンサート 

吉田正記念オーケストラコンサート 坂本冬美コンサート 

藤あや子コンサート 演劇「アラジンと魔法のランプ」 

クリスティーナ＆ローラ チェロ＆ヴァイオリンコンサート サンリオファミリーミュージカル 「思い出を売る店」 

忍風戦隊ハリケンジャーショー 南部手踊り五大大会 ※第 2 回民謡大会 

スイセイミュージカル「夢があるから」 週末シネマ倶楽部 4 

花房晴美＆花房真美ピアノデュオリサイタル 映画「おばあちゃんの家」 

ウラジミル・ミシュクピアノコンサート アマデウス三重奏団出張コンサート 

演劇「日本のおばけ」 平成 17 年度（2005 年度） 

演劇「夏の庭」 美川憲一コンサート 

新日本フィルハーモニー交響楽団コンサート Swany Jazz Story・GIFT-2 

プラハ少年少女合唱団コンサート 劇団め組「あおいとり」 

マリコテラサキミラー文化講演会 映画「石井のおとうさん、ありがとう」 

映画「アイラブフレンズ」 週末シネマ倶楽部 5 

薗田真木子ソプラノリサイタル 明治大学マンドリン倶楽部チャリティーコンサート 

映画「ダイオキシンの夏」 ヨネスケ独演会 

アマデウス三重奏団出張コンサート 山上兄弟ハッピーマジックショー 

平成 15 年度（2003 年度） 東京フィルハーモニー交響楽団コンサート 

仮面ライダーファイズと歌のおねえさんコンサート 第 3 回民謡手踊り名人大会 

週末シネマ倶楽部 ※映画イベント アナスタシア＆N 響メンバーによる室内コンサート 

劇団わらび座ミュージカル「アテルイ」 週末シネマ倶楽部 6 

バラエティショー アマデウス三重奏団出張コンサート 

日本大学芸術学部音楽科生ミニ演奏会 ガラス越しの音楽会 2005 

コロッケものまねコンサート 平成 18 年度（2006 年度） 

渡辺美和子＆アマデウス ～世界各国名曲の旅～ 天満敦子＆小林亜星コンサート 

民謡日本一小野花子を迎えて ※第 1 回民謡大会 週末シネマ倶楽部 7 

ミッシャ・マイスキーwith ラトビア国立交響楽団コンサート Swany Jazz Story・GIFT-3 

週末シネマ倶楽部 2 劇団かかし座「影絵人形劇」 
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＠ff あおもり映画祭 2006 ジャン・マルク・ルイサダピアノリサイタル 

天童よしみコンサート 爆笑芸人！ネタバトル‼ 

それいけアンパンマンショー ＠ff あおもり映画祭 2009 

第 4 回民謡手踊り名人大会 YKO ミュージックワールド「音楽で巡る思い出の世界」 

アレクサンダー・コブリンピアノリサイタル 鳥羽一郎＆山川豊兄弟コンサート 

劇団わらび座ミュージカル「棟方志功～炎じゃわめぐ～」 エリック・ミヤシロ EM-BAND コンサート 

アマデウス三重奏団出張コンサート 東京フィルハーモニー交響楽団コンサート 

ガラス越しの音楽会 2006 青森県ろっかしょ村 民謡・手踊り名人大会 

平成 19 年度（2007 年度） ストリングラフィコンサート 

弦楽四重奏カルテット・リベルテコンサート 劇団かかし座「三枚のおふだ」 

梅沢武生劇団梅沢富美男公演 ウィーン・ラズモフスキー弦楽四重奏団＆相馬泉美 

常田富士夫民話劇場 アマデウス三重奏団出張コンサート 

＠ff あおもり映画祭 2007 ガラス越しの音楽会 2009 

演劇「ああ、ひめゆりの塔」 平成 22 年度（2010 年度） 

ニコライ・トカレフピアノリサイタル ダン・タイ・ソンピアノリサイタル 

東京交響楽団コンサート 爆笑芸人！お笑いネタバトル!! 

宮本延春文化教育講演会 演劇「泣いた赤鬼」 

吉田正記念オーケストラコンサート 演劇「走れメロス」 

アマデウス三重奏団出張コンサート ミュージカル「それいけ！アンパンマン！」 

ガラス越しの音楽会 2007 青森県警察音楽隊「安心・安全まちづくりコンサート」 

平成 20 年度（2008 年度） 映画「いのちの山河」 

川中美幸コンサート 映画「ディア・ドクター」 

＠ff あおもり映画祭 2008 Swany Jazz Concert “Time of Jazz” 

稲川淳二ミステリーナイト 石川さゆりコンサート 

ガラス越しの音楽会 2008① 東儀秀樹＆古沢巌 TOUR2010 

Swany Jazz Fest “Aomori Student Summit-C” 青森県ろっかしょ村ふるさと民謡手踊り名人大会 

シプリアン・カツァリスピアノリサイタル 読響メンバーによる室内楽クリスマスコンサート 

海上自衛隊大湊音楽隊演奏会 ガラス越しの音楽会 2010 

劇団かかし座「長靴をはいたねこ」 大木理恵アウトリーチコンサート 

劇団かかし座「星の王子さま」 平成 23 年度（2011 年度） 

劇団わらび座「天草四郎 -四つの夢の物語-」 八代亜紀コンサート 

青森県六ヶ所村 民謡・手踊り・歌謡・新舞踊名人大会 仮面ライダースーパーライブ 2011 

プラハ・バロック室内楽団 with 川井郁子クリスマスコンサート エルビス・トッキー＆クリッパーズ in スワニー 

森山良子コンサート 爆笑！お笑い LIVE in スワニー 

アマデウス三重奏団出張コンサート KEIRIN 読売日本交響楽団コンサート 

ガラス越しの音楽会 2008② 宝くじ公演「千住真理子の室内楽への誘い」 

平成 21 年度（2009 年度） 五嶋龍ヴァイオリンリサイタル 

しまじろうとゆうえんちへいこう 一青窈 TOUR2011-瞬き- 
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青森県ろっかしょ村ふるさと民謡手踊り名人大会 ガラス越しの音楽会 2013 

秋川雅史コンサート がんばろう東北！こころの歌 ふるさと民謡祭 

ミュージカル「とべないホタル」 平成 26 年度（2014 年度） 

ミュージカル「シンドバッドの大冒険」 映画「人生、いろどり」 

BACHI-HOLIC ガラス越しの音楽会 2014① 

村内出張コンサート「JINK STYLE」 おじゃるまるショー 

ガラス越しの音楽会 2011 アリス⁼紗良・オット＆フランチェスコ・トリスターノピアノデュオリサイタル 

エルビス・トッキー＆クリッパーズ 演劇「かいけつゾロリ」 

平成 24 年度（2012 年度） 演劇「あらしのよるに」 

イーヴォ・ポゴレリッチピアノリサイタル 仮面ライダースーパーライブ 2014 

劇団ひとみ座「小さな山神スズナ姫」 週末よしもとお笑いまつり in 六ヶ所村 

劇団民話芸術座「雨ふり小僧」 ガラス越しの音楽会 2014② 

劇団民話芸術座「河童の笛」 TSUKEMEN コンサート 

青森県警察音楽隊コンサート 瀬川瑛子＆山本譲二スペシャルコンサート 

ゴーバスターズスーパーライブ 2012 ピョン・ジンイル講演会 -アジアの風を読む- 

ガラス越しの音楽会 2012① ヴァレリー・エマールスペシャルコンサート 

青島広志とっておき音楽会 ペールギュントの大冒険 NAOTO＆清塚信也アコースティックコンサート 

夏川りみコンサート 2012 がんばろう東北！こころの歌 第二章 ふるさと民謡祭スペシャル 

GEMMY PEAKS 出張コンサート 吉田正記念オーケストラコンサート 

宝くじ公演「倍賞千恵子コンサート」 スワニークリスマス寄席「林家木久扇＆三遊亭好楽落語二人会」 

ガラス越しの音楽会 2012② 平成 27 年度（2015 年度） 

杉良太郎＆伍代夏子スペシャルジョイントコンサート 妖怪ウォッチキャラクターショー 

藤井フミヤコンサートツアー2012 劇団かかし座「長靴をはいたねこ」 

ガラス越しの音楽会 2012③ 劇団かかし座「ハンド・シャドウズ・アニマーレ」 

五木ひろし＆都はるみスペシャルオンステージ 仮面ライダースーパーライブ 2015 

東北お国巡り 民謡手踊り秋の競演 寺沢希美×小渡恵利子リサイタル 

奥村愛×上松美香 with ストリングスコンサート 東京ブラスアーツスクールコンサート 

神尾真由子＆ミロスラフ・クルティシェフデュオリサイタル 綾小路きみまろ爆笑トークライブ in 六ヶ所 

平成 25 年度（2013 年度） 神尾真由子×新倉瞳×佐藤卓史スーパートリオコンサート 

着ぐるみ人形劇「はなかっぱ」ショー ユンディ・リピアノコンサート 

伊藤ゆかり・中尾ミエ・園まり三人娘結成 50 周年記念コンサート 水森かおり 20 周年記念コンサート 

仮面ライダースーパーライブ 2013 ガラス越しの音楽会 2015 

人形劇「ズッコケ時間漂流記」  

エフエムあおもり「南部昔っこ」柾谷伸夫 爆笑トークライブ  

宝くじ公演「東儀秀樹×古澤巌×coba -バラッドな男たち-」  

ソプラニスタ岡本知高コンサート  

イ・ムジチ室内楽コンサート  

きゃりーぱみゅぱみゅなんだこれくしょんツアー  
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