
行事名 　　　開催日 会場名

おかあさん

茨城県大会 24年 3月11日 （日） 日立シビックセンター音楽ホール

栃木県大会 24年 3月4日 （日） 栃木県教育会館大ホール

群馬県大会 24年 4月29日 （日） 群馬音楽センター

埼玉県大会 24年 3月10・11日 （土日） 和光市民文化センター

千葉県大会 24年 5月3日 （木祝） 京葉銀行文化プラザ音楽ホール

神奈川県大会 24年 4月21日 （土） 神奈川県立音楽堂　　

新潟県大会 24年 4月29日 （日） 新潟県民会館

山梨県大会 24年 3月11日 （日） 桃源文化会館

静岡県大会 24年 3月18日 （日） 静岡市民文化会館

コンクール

茨城県大会 24年 8月19日 （日） 日立シビックセンター音楽ホール

栃木県大会 24年 8月26日 （日） 宇都宮市文化会館大ホール

群馬県大会 24年 7月29日 （日） 渋川市民会館

埼玉県大会 24年 8月24・25日 （金土） さいたま市文化センター

24年 9月2日 （日） さいたま市文化センター

千葉県大会 24年 8月22日 （水） 佐倉市民音楽ホール

24年 8月26日 （日） 千葉県文化会館

神奈川県大会 24年 8月22日 （水） 神奈川県立音楽堂　

24年 9月2日 （日） 神奈川県立音楽堂　

新潟県大会 24年 8月19日 （日） 新潟県民会館　　　　　　　

山梨県大会 24年 8月25・26日 （土日） 桃源文化会館

静岡県大会 24年 8月26日 （日） 清水マリナート

アンサンブル

茨城県大会 24年 1月29日 （日） （フェスタ） 日立シビックセンター音楽ホール

栃木県大会 24年 1月29日 （日） 栃木県教育会館大ホール

群馬県大会 24年 1月29日 （日） 前橋市民文化会館

埼玉県大会 24年 1月20～22日 （金～日） 久喜総合文化会館

千葉県大会 24年 1月14日 （土） 25年1月20日他（24年度） 佐倉市民音楽ホール

24年 1月15日 （日） 京葉銀行文化プラザ音楽ホール

神奈川県大会 24年 3月11日 （日） 25年3月10日（24年度） 神奈川県立音楽堂　

新潟県大会 24年 1月29日 （日） 新潟市北区文化会館

山梨県大会 24年 2月5日 （日） 25年2月3日（24年度） 東京エレクトロン韮崎文化ホール

静岡県大会 24年 2月4日 （土） 島田市　おおるり



行事名 会　　　　場　　　　名

合唱祭

茨城 24年 6月3日 （日） 常陸太田市民交流ｾﾝﾀｰ　ﾊﾟﾙﾃｨﾎｰﾙ

栃木 24年 6月17日 （日） 栃木県教育会館大ホール

群馬 24年 10月28日 （日） 大泉町文化むらホール

埼玉 24年 6月2・3日 （土日） 埼玉会館

24年 6月9・10日 （土日） さいたま市文化センター

24年 6月17日 （日） 熊谷文化創造館

千葉 24年 6月3日 （日） 千葉県文化会館

24年 6月10日 （日） 千葉県文化会館

24年 6月17日 （日） 市川市文化会館

神奈川 24年 6月9・10日 （土日） 神奈川県立音楽堂

24年 6月23・24日 （土日） 神奈川県立音楽堂

新潟 24年 6月17日 （日） 糸魚川市民会館

山梨 24年 6月9・10日 （土日） 富士五湖文化センター

静岡 24年 5月27日 （日） 浜松アクトシティ

講習会

茨城 24年 7月22日 （日） 課題曲講習会 茨城県立土浦第二高校学校

24年 7月22日 （日） レッツコーラス　　 水戸市立第四中学校音楽室

 24年 2月19日 （日） 合唱セミナー 水戸芸術館コンサートホールＡＴＭ

栃木 24年 6月3日 （日） 宇都宮東市民活動センターホール

群馬 24年 2月19日 （日） 高崎市新町文化ホール

埼玉 24年 5月13日 （日） SAITAMAコーラスワークショップ2012 和光市民文化センター

千葉 24年 検討中 合唱講習会　セミナーインちば 千葉県立千葉女子高等学校文化ﾎｰﾙ

神奈川 24年 4月30日 （月祝） NHKｺﾝｸｰﾙ課題曲講習会 磯子区民文化センター

24年 未定 一般会員のための講習会 未  定

新潟 24年 5月20日 （日） 新潟県民会館（小ﾎｰﾙ）　新潟市芸術文化会館（Aｽﾀｼﾞｵ）

24年 11月23日 （金祝） 中学校合唱講習会 新潟市西新潟市民会館多目的ホール

山梨 24年

静岡 24年 7月14・15日 （土日）

その他

茨城 24年 7月　日程未定 合唱指導者のためのセミナー　　

24年 11月25日 （日） 平成24年度茨城県芸術祭合唱演奏会

埼玉 24年 10月6日 （土） 彩の国男声コーラスフェスティバル2012 秩父ミューズパーク（予定）

25年 3月2・3日 （土日） 平成24年度おかあさんコーラス大会 和光市民文化センター（予定）

25年 1月18・19・20日 （金土日） 平成24年度アンサンブルコンテスト 久喜総合文化会館（予定）

神奈川 24年 11月15日 （木） ヴィサン(ｼﾆｱ)合唱祭　 横浜みなとみらいホール

　 24年 12月下旬予定 ユース･ｺｰﾗﾙﾌｪｽﾄ 未定

25年 2月11日 （月祝） 合唱ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 神奈川県立音楽堂

25年 3月31日 （日） ジュニア合唱祭 神奈川県立音楽堂

静岡 24年 3月13日 （日） 江川担庵合唱コンクール 伊豆の国市アクシスかつらぎ

24年 11月25日 （日） 静岡県芸術祭 静岡グランシップ中ホール

開催日　　　　　　　　　　　　　　　


