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●道内アーティスト（音楽）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

1 あみゅぜ。
クラシック音楽、お子様向け、童
謡、唱歌、ポピュラー

あみゅぜ。コンサート(ホールコンサート) 5

2 有限会社エアソーク ジャズヴォーカル 着物 de JAZZ 5

3 有限会社エアソーク トラッドジャズコンボ 阿部ヒロカズ トラッドジャズトリオ 6

4 有限会社エアソーク ハーモニカ 千葉智寿アコースティックハーモニカ 6

5 有限会社Ezo’n music 邦楽コンサート 新田親子20周年記念コンサート 6

6 有限会社Ezo’n music 邦楽コンサート 和心ブラザーズコンサート 7

7 有限会社Ezo’n music 邦楽コンサート 和心ブラザーズコンサート～歌姫～ 7

8 有限会社Ezo’n music きりがみ音楽コンサート 親子で楽しむ「きりがみ音楽コンサート」 7

9 MJPグループ
音楽（クラシック、ジャズ、映画音
楽、流行り曲他）

フィリアアンサンブル 「歌と語りと演奏で綴る」コ
ンサート

8

10 MJPグループ
音楽（クラシック、ジャズ、映画音
楽、流行り曲他）

「日本一のカスタネットと仲間たち」コンサート 8

11 MJPグループ
音楽（クラシック、ジャズ、映画音
楽、流行り曲他）

レーヴデトワール　「歌と語りと演奏で綴る」コン
サート

8

12 MJPグループ
音楽（クラシック、ジャズ、映画音
楽、流行り曲他）

アンサンブル コスモス　 「歌と語りと演奏で綴る」
コンサート

9

13 株式会社オフィス・フォルテ クラシック音楽
0歳からの小さなオーケストラ～ピエロdeワンダー
ランド～

9

14 オホーツク音楽工房
フルート、白花笛、ヒグマ笛とギ
ターによるジオミュージック

ホラネロ～音で感じる北海道の魅力～ 9

15 オホーツク音楽工房
様々な笛とギター、チェロ、ピアノ、
パーカッション、尺八によるジオ
ミュージック

ホラネロ楽団～音で感じる北海道の魅力～ 10

16 株式会社音楽舎ベストサポート
パーカッション（打楽器）エンターテ
イメント

わくわくパーカッションサークル 10

17 Crann Fields (クランフィールズ) アイリッシュ音楽
アイリッシュ音楽会～心と心を繋ぐ躍動と哀愁の
民族音楽・アイルランド音楽～

10

18 K・V・S ジャズヴォーカル Jazz Vocal MIZUHO 11

19 K・V・S ジャズ＆ポップスコーラス Ken & Honey Vee  ～華麗なコーラス～ 11

20 K・V・S ジャズ＆ポップスコーラス Workshop & Live with Honey Vee 11

21 K・V・S ジャズヴォーカル あかちゃんとママのジャズデビュー 12

22 ジャスト・プランニング ジャズコンボ Hokkaido Special with タイガー大越 12

23 ジャスト・プランニング ジャズコンボ 蛇池雅人グループ 12

24 ジャスト・プランニング デキシーランドジャズ ジョニー黒田とディキシープリンス 13

25 ハート音楽院アンサンブル クラシック、オールジャンル ギターと声楽（歌）と揚琴のコンサート 13

26 Violin Quartet HIKAblef
クラシックアレンジ、童謡、映画音
楽、民謡　等

ヴァイオリンカルテット ヒカブレフ
クラジュアル コンサート

13

27 株式会社ヒトココチ 邦楽＆ワールドミュージック ひのき屋・ライブツアー「旅するフェスティバル」 14

28 株式会社ヒトココチ 邦楽＆ワールドミュージック ひのき屋・ライブツアー「わいわい音楽隊！」 14

29 株式会社舞台派遣 民謡 「北海道民謡　魂を聴く」 14

30 mamma dou-dou 音楽 音楽物語『窓ぎわのトットちゃん』 15

31 mamma dou-dou 音楽 サウンドオブミュージック 15

32 mamma dou-dou 音楽 美しい日本語を味わう童謡コンサート 15

33 mamma dou-dou 音楽 音楽にのせて語る“昔ばなし” 16

34 Musica　Hokkaido 音楽
『北海道の文化　彩＆奏』
～アイヌの伝承文化とクラシック音楽との出会い～

16

35 Musica　Hokkaido 音楽
宮澤賢治原作『セロ弾きのゴーシュ』
～　毛利巨塵のセロとともに　～

16

36
木管五重奏団ウィンドアンサンブル・
ポロゴ有限責任事業組合

クラシック音楽
5色のパレット～木管五重奏団ウィンドアンサンブ
ル・ポロゴ 演奏会

17
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●道内アーティスト（音楽）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

37
木管五重奏団ウィンドアンサンブル・
ポロゴ有限責任事業組合

クラシック音楽
5色のパレット～童話を楽しむ演奏会（ヘンゼルと
グレーテルなど）

17

38
木管五重奏団ウィンドアンサンブル・
ポロゴ有限責任事業組合

クラシック音楽
5色のパレット～ポロゴと音楽にふれあおう！（演
奏会＋アウトリーチ）

17

39
木管五重奏団ウィンドアンサンブル・
ポロゴ有限責任事業組合

クラシック音楽
5色のパレット～ポロゴと音楽をまなぼう！（演奏
会＋講習会）

18

40 有限会社山下イベント制作事務所 邦楽 谷本光＆門馬留依ジョイントコンサート 18

41 有限会社山下イベント制作事務所 インストゥルメンタル トリックギタリスト「谷本光」トーク&ライブ 18

42 有限会社山下イベント制作事務所 ジャズ 「NUCO LABORATORY」 やさしいジャズ 19

43 有限会社山下イベント制作事務所 邦楽 いずみさんとかおるくんと+かとうくんコンサート 19

44 ランス室内楽団 クラシック他
見て、聴いて、体験しよう！
～ランスの世界～

19

45 Les pommes2(レ・ポムポム) クラシック ポムポムの「バロック三昧(ざんまい)」 20

46 Les pommes2(レ・ポムポム) クラシック等 ポムポムの「ハートに迫る！コンサート」 20

47 Les pommes2(レ・ポムポム) クラシック ポムポムの「音楽ってなんだろう？」 20

●道内アーティスト（演劇）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

48 演劇ユニット　わんわんズ アクション演劇 もじゃキング 21

49 劇団恵庭小劇場 演劇 「優しさについて」三篇の作品が語ること 21

50 一般社団法人劇団弦巻楽団 演劇　創作 私たちの人生の物語 22

51 一般社団法人劇団弦巻楽団 現代演劇 弦巻楽団「ユー・キャント・ハリー・ラブ！」 22

52 新芸能集団「乱拍子」 音楽芝居
花ピエロのパヤとポヤ～ワールドワンダーストー
リー～

22

53 公益財団法人北海道演劇財団 現代演劇 劇団千年王國「贋作者」 23

54 ユニットぴこ 影絵と朗読
「影絵と朗読の世界」～赤い蝋燭と人魚・蜘蛛の
糸　ほか

23

●道内アーティスト（舞踊等）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

55 We Love Ballet 実行委員会 クラシックバレエ Farewell2019 くるみ割り人形 24

56
少人数による音楽とバレエのステー
ジprincipal

クラシック音楽　クラシックバレエ 眠れる森の美女 24

57
少人数による音楽とバレエのステー
ジ　principal

クラシック音楽とクラシックバレエ 白鳥の湖 25

58
少人数による音楽とバレエのステー
ジ　principal

クラシック音楽　クラシックバレエ くるみ割り人形 25

59 新芸能集団「乱拍子」 影絵 影絵「かぐやひめ」と子どもの世界 25

60 新芸能集団「乱拍子」 伝統芸能 命のこえ 26

61 新芸能集団「乱拍子」 伝統芸能 大湿原の幻想 26

62 ダンススタジオマインド（舞人）
HIP-HOPやコンテンポラリーダン
ス等様々なダンス

「体を使って遊んでみよう!!」
（マインドダンサー公演＆ワークショップ）

26

63 ダンススタジオマインド（舞人）
HIP-HOPやコンテンポラリーダン
ス等様々なダンス

楽しく体を動かしてみよう!!「みんなでダンス!!」
小・中・高校生対象ワークショップ＆成果発表

27

64 平成開進亭 落語 上方落語の会～すべて見せますお囃子の世界～ 27

65 平成開進亭 落語 東西落語会 27

66 平成開進亭 落語 いきいき!!健康寄席 28

67
特定非営利活動法人「民族歌舞団こ
ぶし座」

伝統芸能 『ひめこぶし』の世界 28
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●道外アーティスト（音楽）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

68 アオイスタジオ株式会社 音楽 八代亜紀“スペシャルアコースティックバーション” 29

69 アオイスタジオ株式会社 音楽 八神純子Live2019 キミの街へ 29

70 アンサンブル・レネット 子ども・ファミリー向け音楽
アンサンブル・レネットの「台所狂騒曲」を含む音
楽会

30

71 アンサンブル・レネット 子ども・ファミリー向け音楽 アンサンブル・レネットの「心ほんわか」音楽会 30

72 有限会社アーツ・アイランド 音楽
アルパ、フルート、歌が織りなす子どもも大人も
楽しめるひととき

30

73 株式会社1002 音楽 マリンバで時空を超えた世界旅行!? 31

74 株式会社1002 クラシック音楽 「マリンバと朗読～『蒼い星の旅人』～」 31

75 イマジネーションプラス合同会社 ジャズ
ドリーム・ジャズ・コンサート　
コラボレーション！　2020東京をめざして

31

76 有限会社イマージュ 音楽 鍵盤男子 ピアニズム2019 32

77 有限会社イマージュ クラシック 川井郁子　100年の音楽コンサート 32

78 有限会社エアソーク ジャズ＆Pop 木原健太郎 with ベリーメリーオーケストラ 32

79 有限会社エアソーク Jazz
古佐小基史／笹島明夫　ジャズハープ／ギター
DUO

33

80 有限会社Ezo’n music 音楽
聞いてびっくり！南国の音スティールパンコン
サート

33

81 有限会社Ezo’n music 音楽 オシャレな横濱ハイカラJAZZバンド 33

82 オザワ・アート・プランニング合同会社
廃品打楽器　ファミリー向け　就学
前児童可能

ともとものガラクタ音楽会 34

83 オザワ・アート・プランニング合同会社
のこぎり音楽　ファミリーコンサート　
就学前児童参加可能

サキタハヂメの楽しい「ミュージカルソー・コン
サート」

34

84 株式会社オフィス・フォルテ 子供向け音楽 ケロポンズ　ファミリー・コンサート 34

85 株式会社オフィス・フォルテ クラシック音楽
エリアス・ケッラー（ピアノ）＆アンサンブルハーモ
ニー・ウィーン

35

86 有限会社おふぃすベガ 音楽 おんがくしつトリオ 35

87 有限会社オフセンター オカリナによるコンサート 宗次郎オカリナコンサート 35

88 有限会社オフセンター 大衆歌謡 東京大衆歌謡楽団　～昭和初期の名曲を唄う～ 36

89 オブンガク堂café クラシック演奏 時空ヲ旅スル音樂會（じくうをたびするおんがくかい） 36

90 株式会社オペラ王国社 声楽コンサート 佐野成宏とその仲間たち　アンサンブルコンサート 36

91 株式会社音楽舎ベストサポート ポップス　R&B 橋幸夫＆つのだ☆ひろ　先輩後輩コンサート　 37

92 株式会社音楽舎ベストサポート ポップス 手嶌葵　北海道アコースティックコンサート2019 37

93 株式会社オールドキッズ
フォークミュージック・童謡・抒情
歌・観客参加

ダ・カーポ　コンサート「野に咲く花のように」 37

94 有限会社亀さん企画
音楽（クラシックをかみくだいたコン
サート）

亀山勝子＆法男の『♪ザ・クラシック笑（ショー）!!』 38

95 有限会社亀さん企画 音楽（クラシックと昭和歌謡）
ソロライブ『♪亀山法男～昭和を歌うセンチメンタ
ルコンサート♪』

38

96 Kトレーディング クラシック ふれあいトリオコンサート～吉田恭子と仲間たち～ 38

97 サクソフォン四重奏団“OXAS” サクソフォン四重奏
サクソフォン四重奏団“OXAS”コンサート
～4本のサックスが紡ぐ、きらめく音とハーモ
ニー！

39

98 サクソフォン四重奏団“OXAS” サクソフォン四重奏
4本のサックスがお届けする、音楽玉手箱！
サクソフォン四重奏団“OXAS”アウトリーチコン
サート

39

99 sax quartet JG
クラシカルサクソフォンによるコン
サート

sax quartet JG リサイタルツアー 39

100 合同会社シティライツ音楽事務所 カントリー＆ウエスタン音楽
石田新太郎とシティライツ、石田美也
カントリー＆ウエスタン名曲コンサート「テネシー
ワルツ」

40

101 合同会社シャイン・シンフォニー 音楽
青島広志のおしゃべりコンサート　～なつかしの
歌2019～

40

102 有限会社シーズ ジャズ H ZETT M（エイチゼットエム）ピアノ独演会 40

103 有限会社シーズ 親子向けジャズコンサート ROCO（ロコ）こどもじゃず 41

104 慈音舎（法人名：株式会社ジオン） ジャパニーズ・フォーク・テクノ NeoBallad「Folk’n Roll Japan」 41

105 慈音舎（法人名：株式会社ジオン） ファミリー向け音楽 ヒネモス「奇想天外なおもちゃの楽隊」 41

106 ジャスト・プランニング パーカッション・アンサンブル
パ ー カ ッ シ ョ ン ・ エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト
「FUNCUSSION」

42

107 ジャスト・プランニング 金管アンサンブル
東京メトロポリタン・ブラス・クインテット「すぎやま
こういちとブラスの響き」

42

108 株式会社ジャパン･アーツ クラシック音楽 上原彩子 42

109 株式会社ジャパン･アーツ クラシック音楽
仲道郁代withゲヴァントハウス弦楽四重奏団　
「鱒」

43

110
株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

ポップスコンサート NOBUコンサート2019in北海道 43
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No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

111
株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

ポップスコンサート 朝倉さや feat. 中孝介 2019 43

112 有限会社児雷也 演劇する和太鼓 打打打団 天鼓  Drama Drummer「桃太郎」 44

113 有限会社児雷也 演劇する和太鼓
打打打団 天鼓  Drama Drummer「ロミオとジュリ
エット」

44

114 株式会社セプト クラシック
クラシック　エンターティメント
LEGEND　（レジェンド）　コンサート

44

115 株式会社セプト クラシック 新垣　隆　ピアノコンサート 45

116 打楽器集団「男群(おぐん)」事務局 打楽器アンサンブル 打楽器集団「男群」コンサート 45

117 打楽器集団「男群(おぐん)」事務局 打楽器アンサンブル みにおぐんのコンサート 45

118 Cello Ensemble 008 チェロアンサンブル あなたの知らない！チェロアンサンブルの世界 46

119 有限会社チャイナ企画 テノール・笛 奇跡の歌声『ドラマチックテノール』 46

120 有限会社チャイナ企画 二胡演奏とジャズの融合 チェン ミン夢幻城爵士楽団 46

121 東京アークミュージックオフィス クラシック
ブラスのための名曲を伝えたい！
スーパー・ブラス・コンサート(10名の金管奏者たち)

47

122 東京アークミュージックオフィス クラシック 古楽・歌とルネサンスフルートとリュートの音楽会 47

123 株式会社東京音楽文化センター
子ども・ファミリー向けジャズコン
サート

矢野沙織～子どもに聴かせたいJAZZ～ 47

124 株式会社東京音楽文化センター ポップス・ジャズ
渡辺真知子・国府弘子・赤木りえ
Charming　Three　Lady’s　Music　Party
～HAPPY　MIND　CONCERT～

48

125 一般社団法人東京吹奏楽団 音楽 トリオ de 東吹 48

126 一般社団法人東京吹奏楽団 音楽 ミュージカル落語『究to吹』 48

127 株式会社トップシーン クラシック 山田姉妹＆加羽沢美濃＆奥村愛コンサート 49

128 株式会社トップシーン クラシック 山田姉妹ソプラノ・デュオ コンサート 49

129 株式会社ナカツボ・アーツ
邦楽（津軽三味線・胡弓・尺八・篠
笛）

津軽三味線・独奏の神髄！
高橋竹童コンサート（ゲスト・尺八：佃康史）

49

130 株式会社ナカツボ・アーツ
ワールドミュージック（民謡・民族音
楽）

Power of Voice　～声力・唄力（こえぢから・うたぢ
から）～
日本の北と南、そしてアジア・ヨーロッパからの
〈ウタ〉が集結！

50

131 株式会社日本アーティスト 津軽三味線 THE SHAMISENIST（ザ・シャミセニスト） 50

132 株式会社日本アーティスト
ピアノ・ヴァイオリン・サックスのトリ
オ

TRIO LIBERTAD（トリオ・リベルタ） 50

133 日本コロムビア株式会社
絵本読み聞かせ　参加型ファミ
リー向け

しげちゃん一座　～楽しい絵本トーク＆ライブ
ショー

51

134 日本コロムビア株式会社
童謡・ジャズ　ファミリーコンサート　
就学前児童参加可能

〈こどもじゃず〉　～みんなが笑顔に！ROCOのマ
ジカル・ミュージック♪　

51

135 株式会社創 民族音楽
琉球伝統歌舞集団　琉神（りゅうじん）
沖縄の熱い風

51

136 株式会社創 音楽
ミュゼ　クルールによる室内オーケストラコンサー
ト

52

137 ビーフラット・ミュージックプロデュース 音楽 栗コーダーカルテット コンサート！ 52

138 株式会社プロ アルテ ムジケ クラシック音楽 / 金管五重奏 カナディアン・ブラス 52

139 株式会社プロ アルテ ムジケ クラシック音楽 / 金管五重奏

ベルリン・フィル × ウィーン・フィル
世界の2大人気オーケストラのトップ奏者5人によ
る夢の競演!!
ウィーン＝ベルリン・ブラス・クインテット

53

140
有限会社マッシヴ・エンターテインメ
ント・ジャパン

音楽、ジャズ、女性ビッグバンド、
吹奏楽クリニック

東京ブラススタイル　ブラスタ・パーティー2019 
「作ろうあなたの街のブラスタ」

53

141
ミュージックランド一村音楽企画株式
会社

クラシック、ファミリーコンサート 音楽のおくりもの 53

142 有限会社ムジカトウキョウ 音楽
「新感覚：笑いのあるクラシック・コンサート」
　～ムジカトウキョウ・サロンオーケストラ～

54

143 株式会社ムーンウォーク クラシック ミッフィーの音楽会 54

144 株式会社ムーンウォーク クラシック ルルロロ＆ペネロペコンサート 54

145 有限会社山下イベント制作事務所 邦楽 ミドリカワ書房「ON THE DOURO」コンサート 55

146 YAMATO String Quartet 弦楽四重奏 YAMATO String Quaret LIVE! 55

147 株式会社横浜アーチスト 音楽
松下洋＆スペシャルフレンズ:国際的活躍中日本
人若手クラシック奏者の一夜限りの共演

55

148 株式会社横浜アーチスト 音楽 今野玲央　筝曲コンサート 56
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149 ウォーキング・スタッフ 演劇
ウォーキング・スタッフ プロデュース「三億円事
件」

57

150 オブンガク堂café
近代文学語り劇・クラシック演奏・
手作りオヤツ

オブンガク堂caféによる複合アート体験 57

151 有限会社オペラシアターこんにゃく座 オペラ、ミュージカル、歌芝居 オペラ『森は生きている』 58

152 有限会社オペラシアターこんにゃく座 オペラ、歌芝居、ミュージカル オペラ『銀のロバ』 58

153 株式会社オールドキッズ 朗読
石井正則～sound of story～朗読と音楽で綴るコ
ンサート

58

154 有限会社加藤健一事務所 現代演劇 加藤健一事務所公演「滝沢家の内乱」 59

155
公益社団法人教育演劇研究協会/
劇団たんぽぽ

児童演劇 劇団たんぽぽ公演「くちぶえ番長」 59

156
公益社団法人教育演劇研究協会/
劇団たんぽぽ

現代演劇 劇団たんぽぽ公演「ゆずり葉の季節（はる）」 59

157 劇団かかし座 影絵シアター Hand Shadow Show ～星新一プログラム～ 60

158 劇団かかし座 影絵劇 オズの魔法使い 60

159 劇団しようよ 現代演劇 劇団しようよの「スーホの白い馬」と「ごんぎつね」 60

160 一般社団法人劇団前進座 演劇
出前芝居『くず～い屑屋でござい－古典落語「井
戸の茶碗」より－』

61

161 一般社団法人劇団前進座 演劇 山本周五郎＝原作『柳橋物語』 61

162 株式会社こまつ座 新劇 『イヌの仇討』 61

163
公益財団法人埼玉県芸術文化振興
財団

演劇 めにみえない みみにしたい 62

164 株式会社シーエイティプロデュース ミュージカル
オリジナルミュージカル
ザ・デイサービス・ショウ～It’s Only Rock’n Roll～

62

165 株式会社シーエイティプロデュース ミュージカル 虹のかけら～もうひとりのジュディ 62

166
株式会社スーパーエキセントリックシ
アター

現代演劇 TAPミュージカルTAKEDA 63

167
株式会社スーパーエキセントリックシ
アター

現代演劇 華～女達よ散り際までも美しく～ 63

168 トム・プロジェクト株式会社 現代演劇 男の純情 63

169
公益財団法人新潟市芸術文化振興
財団

リーディング公演
りゅーとぴあ発 物語の女たち「燃えよ剣」～土方
歳三の愛された女、お雪～

64

170 一般社団法人日本教育演劇道場 演劇 「あらしのよるに」 64

171 一般社団法人日本教育演劇道場 演劇 「夏の庭-The Friends-」 64

172 人形劇団プーク 人形劇・児童劇 人形劇「エルマーのぼうけん」 65

173 人形劇団プーク 児童劇・人形劇 人形劇「八郎」 65

174 バスタInc. ストレートプレイ ブックショップ 65

175 PAZA’s株式会社 リーディング（朗読劇）
朗読劇「あん」
～誰にも生まれてきた意味がある～

66

176 有限会社ひとみ座 人形劇 人形劇団ひとみ座「リア王」 66

177 有限会社ひとみ座 人形劇 人形劇団ひとみ座「岸辺のヤービ」 66

178 株式会社プリエール 演劇
プリエールプロデュース「世襲戦隊カゾクマンⅢ
完結編」

67

179 ホリプロ 演劇 組曲虐殺 67

180 水戸芸術館ACM劇場 演劇 音楽劇　星の王子さま 67

181 有限会社山下イベント制作事務所 ミュージカルコンサート
メルヘン・ミュージック・シアター　エコソングコン
サート

68

182 遊佐企画 現代演劇 愚安亭遊佐ひとり芝居「人生一発勝負」 他 68
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183 有限会社アートウィル 和太鼓 和太鼓東京打撃団公演 69

184 有限会社アートウィル 和太鼓
東京打撃団　和太鼓ワークショップ＆ミニLive
～日本の伝統的な太鼓のリズムと打法～

69

185 株式会社粋まち サイレント映画＋活弁 山崎バニラの活弁大絵巻2019 70

186 磯部弘SoundScape
朗読舞台　星野道夫氏の写真と
エッセイ＆音楽

「悠久の自然　アラスカ」劇場公演オリジナル
バージョン

70

187 磯部弘SoundScape
朗読舞台　星野道夫氏の写真と
エッセイ＆音楽

「悠久の自然　アラスカ」照明簡易版　学校公演・
イベントスペース等での上演バージョン

70

188 株式会社インプレサリオ東京 バレエ
キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー夢の3大バレエ名場面集

71

189 株式会社インプレサリオ東京 バレエ
初春バレエ祝賀コンサート
キエフ・クラシック・バレエwithキエフ・クラシック弦
楽アンサンブル

71

190 株式会社オデッセー フラダンス カペラ・アロ フラダンスショー 71

191 株式会社オデッセー フラダンスショー＋ワークショップ カペラ・アロ　フラダンスショー(＋ワークショップ） 72

192 オフィスティンブル コンテンポラリーダンス CONDORS「NEVER  ENDING  STORY」 72

193 オフィスティンブル コンテンポラリーダンス 「ダブルビル～こんどうさんとすずきさん」 72

194 有限会社古典空間 日本舞踊
「ときめき 日本舞踊！」
～男性舞踊家集団・弧の会がおくる日本舞踊入
門～

73

195 有限会社古典空間 伝統芸能 にっぽんパフォーマー！北海道キャラバン 73

196 有限会社スタジオエッグス エンターテイメントショー サーカスエンターテイメントショー『ブラビッシモ!!』 73

197 有限会社スタジオエッグス 時事ネタコメディ ダメじゃん小出ソロライブ 74

198 想造舎 インドネシア伝統芸能
エスニック・ナイト～インドネシアの光と影が織り
なす幻想の影絵のライブ

74

199 津軽三味線　岡田修事務所 津軽三味線と歌
～岡田修　独り舞台～
叩き撥と歌

74

200 どん亀座
サーカス芸、クラウン芸、パントマ
イム

キマグレサーカス 75

201 株式会社日本出版 体験型打楽器リズムアトラクション ドラミングハイ！ 75

202 一般社団法人日本落語振興協会 落語 落語で人・地域・学校を元気にします！ 75

203 有限会社PAC汎マイム工房 パントマイム＆クラウン あらい汎ソロライブ「パントマイムサーカス」 76

204 有限会社PAC汎マイム工房 パントマイム＆クラウン 道化師芝居「ふたり」 76

205 株式会社舞台クリエイト 古典芸能　落語 『ようこそ寄席に』～すべての人におくる落語会～ 76

206 株式会社プロシード・アーツ 寄席
東西精鋭寄席
東西の精鋭が今ここに集う！

77

207 株式会社プロシードアーツ 寄席
東西バラエティー寄席
東西の笑いを知る

77

208 株式会社影向舎 古典芸能　落語 『よったり寄ったり競演会』～4派競演～ 77

209 一般社団法人落語協会 寄席演芸（落語） 寄席演芸公演 78

210 一般社団法人落語協会 寄席演芸（落語、紙切り、太神楽） 落語・紙切り・太神楽体験教室 78

211 公益社団法人落語芸術協会 落語 北海道で江戸噺2019 78

212 公益社団法人落語芸術協会 落語 落語芸術協会北海道寄席興行 79


