
上之山幸代 アルパ活動の実績（２１世紀に入ってからの活動の一部を紹介します）

１．アルパ講演 （９０分講演を中心として ６０～１２０分）

岐阜県 

・羽島市主催人権講演「心が育つコミュニケーション」（２００８）

福井県

・敦賀市主催「子育て支援講演」（２００４）

滋賀県

・東近江市青少年育成事業「親と子のコミュニケーション～深くつながる安心感～」（２０１４）

京都府

・八幡市主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００３）

・舞鶴市主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００３）

・福知山市 PTA 研修会（２００３）

・亀岡市主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００４）

・峰山町人権講演会「男女が対等に生きる～自分をゆっくり見つめてみよう～」（２００４）

・丹波篠山市主催人権講演「人は一人では生きていけない」（２００４）

・八木町主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００４）

・花園大学アルパ講演「心の響き」（２００４）

・京田辺市主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００４）

・福知山市主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００５）

・京丹波町主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００７）

・宮津市主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００８）

兵庫県

・氷上郡青少年育成研修会 丹波の森公苑（２００２）

・青柳町公民館人権フェスティバル（２００２）

・香寺町主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００３）

・上郡町主催人権講演「愛・命・平和～アルパで音の旅～」上郡町立中央公民館（２００３）

・美方町（香美町）主催人権講演「音楽を通して心の交流を」（２００３）

・東条町主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００３）

・新宮町社会福祉協議会主催・新宮町共催 人権講演「音の旅・じっくり自分を見つめてみよう」総合福祉会館（２００４）

・南淡町（南あわじ市）主催人権講演「多文化共生を探る」（２００４）

・北淡町（淡路市）主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００４）

・淡路県民局・淡路教育事務所・淡路青少年本部主催、こころ豊かな人つくり「今どきの若者像を探る」（２００４）

・御津町（たつの市）小学校連合講演（２００４）

・市川町主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００４）

・加古川市主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００５）

・豊岡市主催人権講演「心が育つコミュニケーション」（２００８）

・JICA 兵庫国際協力機構主催国際理解講座「国際協力と音楽」（２００８）

・川西市教育委員会主催人権講演「あなたの心に命の素晴らしさを届けたい」（２００９）

・三田市教職員組合研修会教育講演（２０１０）

・豊岡市人権教育推進協議会主催人権講演「共に考え合う世の中を目指して」中竹野ふるさと館（２０１０）

・宍粟市教育委員会主催人権講演「人権とは、ありのままを認めることから」宍粟市防災センター（２０１０）

三重県

・桑名市主催人権講演「アルパで音の旅」（２００４）

・長島町福祉課主催公演 長島町中央公民館（２００４）

・四日市楠町人権講演（２０１２）

・四日市人権センター主催人権講演「音の波・心の波 強く優しいアルパの響き＆心の深くに誘うお話」（２０１３）

奈良県

・大塔村主催人権講演「生きる力を育てよう」（２００３）

・上牧町主催人権上演「自分をゆっくり見つめてみよう」（２００３）

・吉野町教育委員会主催 まなびぃ吉野合同開講式講演「心をいやす～愛・命・平和～」吉野町中央公民館（２００３）

・吉野西人権教育推進連絡協議会主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」十津川村住民ホール（２００４）

・高市郡人権連絡推進協議会主催 明日香取町共催研究集会「アルパとオカリナとお話」リベルテホール（２００４）



・都祁村教育委員会主催教育講演（２００４）

・天川村主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００４）

・御杖村教育委員会主催人権講演「アルパで音の旅～心の中を旅しよう」御杖村開発センター（２００４）

・川上村教育委員会主催ふれあい人権講座「自分をゆっくり見つめてみよう」やまぶきホール（２００５）

・天理市主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００５）

・天理市教育総合課主催講演「心が育つコミュニケーション」（２００６）

・御所市教育委員会主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」アザレアホール（２０１１）

・山添村主催人権講演「夢と希望が叶う平和な未来を目指して」ふるさとセンターふれあいホール（２０１３）

・十津川村成人式記念講演「光る未来・ともに創造する力」（２０２０）

和歌山県

・岩出市教育委員会主催女性研修 （２００１・２００３）

・海南市保健福祉センター研修（２００３）

・九度山町教育委員会主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２０１２）

・那智勝浦町 幼稚園教諭研修会「子どもの心に寄り添って」（２０１４）

大阪府

・和泉市モラロジー研究所主催、教育委員会後援「心の力」（２００１）

・交野市子どもゆうゆうセンター「子育て中のリラックス」など（２００１・２００３・２００８・２０１０）

・貝塚市幼稚園教諭研修会「私とアルパ」（２００１）

・寝屋川市総合福祉センター保母さんの集い（２００２）

・泉州民間保育協議会 保育士会総会 記念講演（２００２）

・貝塚市 幼・小・中 PTA 協議会研修会（２００３）

・泉南市社会福祉協議会研修 あいぴあ泉南（２００３）

・貝塚市 PYA 協議会母親部会合同研修会「アルパ演奏と教育トーク」中央公民館（２００３）

・泉南市人権啓発課主催「アルパとトーク」スカイシティー泉南（２００３）

・泉南市 泉南地区教育委員研修会「カウンセリングの現場から」（２００３）

・高槻市地域教育講演（２００３）

・阪南市生涯学習講演（２００４）

・和泉市子育て支援講演（２００４）

・貝塚市東校区福祉委員会主催人権講演「子どもたちの心の叫びが聴こえてますか！今、大人にできることは」（２００４）

・大阪市大淀区福祉課講演 老人福祉会館（２００４）

・阪南市 PTA 研修会 サラダホール（２００５）

・泉南市主催人権講演「アルパ De本音」（２００５）

・大阪市旭区主催人権講演「人は一人では生きていけない～家庭・地域のコミュニケーション～」（２００５）

・大阪府教育長研修会「アルパの音色で心豊かに」（２００５）

・大阪市西淀川区主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００５）

・東大阪市主催人権講演「家庭・地域のコミュニケーション」（２００６）

・泉南市主催人権アルパコンサート（２００６）

・泉南市教育委員会主催 養護教諭研修会「心が育つコミュニケーション」（２００８）

・泉佐野市主催人権講演「心が育つコミュニケーション」（２００８）

・泉南市外国人教育研修「異文化に接して」砂川小学校（２００８）

・泉南市人権講演「心が育つコミュニケーション」あいぴあ泉南（２００８）

・高石市主催人権講演「愛・命・平和～元気でイキイキ朗らかに～」（２００８）

・大阪市此花区主催「ヒューマンセミナー」１部 道上洋三講演 ２部アルパ講演（２００８）

・熊取町 町民会館ホール「子どもの心に寄り添って～カウンセリング室から見えるもの～」（２００８）

・泉南市介護者の会主催 アルパコンサート あいぴあ泉南（２００９）

・泉佐野市長南小・中学校 PTA 講演 樫井人権文化センター（２００９）

・阪南市教職員研修「人つながり～人権が尊重される人間関係つくり～」（２００９）

・高槻市教育委員会主催 家庭学級大会教育講演 高槻現代劇場ホール（２００９）

・守口市主催 男女参画週間記念のつどいアルパ講演 守口市中央公民館（２０１０）

・南河内男女共同参画社会研究会主催「共（男女）に考え合う社会を目指して」万葉ホール（２０１０）

・大阪市生野区主催人権講演「共（男女）に考え合う社会を目指して」生野区民ホール（２０１１）

・大阪市住之江区主催人権講演「共（男女）に考え合う社会を目指して」住之江区民ホール（２０１１）

・泉大津市人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう～自分と向き合う素敵な時間～」泉大津市民会館（２０１１）

・和泉市人権講演「共（男女）に考え合う社会を目指して」和泉シティプラザ（２０１１）

・八尾市主催人権講演「共（男女）に考えよう～ワーク・ライフ・バランス～」プリズムホール（２０１１）

・大阪市北区主催人権講演 男女きらめきの集い「アルパ講演」（２０１１）

・大阪市旭区主催人権講演 男女きらめきの集い「アルパ講演」（２０１２）

・大阪市西区主催人権講演 男女きらめきの集い「アルパ講演」（２０１２）



・摂津市企業内人権啓発担当者の研修会「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２０１２）

・富田林市教育委員会主催 幼・小・中教員研修「音の波・心の波～子供の目線でコミュニケーション～」（２０１３）

・阪南市主催人権講演「セルフセラピーな心～幸せを創る力～」サラダホール（２０１３）

・高石市主催人権講演「幸せ創造！音の波セラピー ～個性キラメク素敵な社会～」中央公民館（２０１４）

・泉南市 PTA 協議会主催教育講演「人権とはありのままを認めることから」（２０１５）

・NPO 泉佐野地球交流協会主催 地球理解講座「音と色は地球の言葉」泉の森ホール（２０１６）

・高槻市主催人権講演「心の豊かさを求めて～へだたりのない豊かな地域のくらしを～」生涯学習センター（２０１６）

・泉南市文化ホール「未来への記憶～12の星座物語～」（２０１７）

・泉南市文化協会主催「文化ホールと育つ」（２０１９）

・貝塚市山手公民館「愛・命・平和への思い ～音・色・ことば～」（２０１９）

山口県

・福栄村主催人権推進大会「上手な歳の取り方」（２００３）

・旭村主催人権推進大会「生きる力を育てよう」（２００３）

・小郡町主催人権講演「ゆっくり自分を見つめてみよう」（２００５）

大分県

・大野、直入、竹田広域人権啓発推進協議会主催、大分県後援「人権を守る奥豊後の集い」直入町中央公民館（２００４）

２．コンサート（７０～１２０分）

北海道 

・クリスタルアートコンサート実行委員会主催 札幌市後援 「クリスタルアートコンサート」札幌芸術の森（２０１５） 

長野県 

・信州木島平観光協会主催「月とアルパと夢あかり」芸術ふうたの杜「郷の家」（２０１０）

・信州高山アンチエイジングの郷スパインオープン１周年記念コンサート（２０１１）

岐阜県

・山縣市 吉田招欽記念館アルパコンサート（２００７）

滋賀県

・東近江市 太子ホールアルパコンサート（２００６）

・愛荘町ハーティーセンター秦荘 自主事業コンサート「ダブルアルパコンサート」（２００９）

・愛荘町文化協会主催「秋の黄昏・命の響き～アルパコンサート～」ハーティーセンター秦荘 （２０１３）

京都府

・城陽市子育ての集い（２００４）

・宮津市小中学校合同コンサート「アルパ＆オカリナ＆ピアノコンサート」（２００９）

・京都トータルヘルスデザイン主催「天使のクリスマスパーティー」（２０１６）

・知恩院三門（国宝）秋のライトアップコンサート「天空に届け、アルパの響き」（２０１８）

兵庫県

・養父町子どもフェスティバル（２００２）

・芦屋市能舞台コンサート（２００３）

・西宮市えびす神社主催コンサート（２００３）

・東城町「音楽を通して心の交流を」（２００３）

・兵庫県＆神戸新聞社主催 国際ソロプチミスト六甲、虹のかたつむり「命・愛・きずな」コンサート（２００４）

・サンパレス六甲主催 サロンコンサート（２００４）

・西宮市北口図書館コンサート AV ホール（２００４）

・猪名川町 ギャラリー・ジクウ２２主催「アルパの風に誘われて」（２００８・２００９）

・猪名川町 ギャラリー・ジクウ２２主催「未来への記憶Ⅱ～12星座の瞬き～」（２０１０）

・猪名川町 ギャラリー・ジクウ２２主催「愛と勇気とつばさを感じるアルパコンサート」（２０１３）

三重県

・四日市市主催人権講演「幸せを創る力」四日市市人権センター（２０１２）

奈良県

・御所市主催市民文化祭オープニングコンサート（２００２）

・都祁村（奈良市）主催 秋まつりアルパコンサート（２００３）

和歌山県

・和歌山友の会主催 ニュース和歌山後援「アルパとオカリナで音の旅」メディアアートホール（２００２）

・龍神村主催龍神まつり「アルパとオカリナのコンサート」（２００２）

・海南郵便局主催 お客様ありがとうコンサート（２００３）



・アバドームきのくに（２００３） 

・粉河町クリスマスパーティー（２００３） 

・海南郵便局主催 お客様感謝コンサート（２００５） 

・和歌山市ライブハウスラグタイム主催アルパコンサート（２００８） 

・橋本市こころの郷クリニック健康イベント（２０１１） 

・橋本市弁財天お堂アルパコンサート「信じること・生きること」（２０１３） 

大阪府 

・八尾市文化振興事業団主催「アルパとオカリナと心の響き」八尾プリズムホール（２００１） 

・泉南市主催平和コンサート（２００１） 

・河内長野市平和コンサート「愛・命・平和」ラブリーホール（２００１） 

・能勢妙見山星嶺主催「尺八＆アルパ in妙見」（２００１） 

・河内長野市主催 障がい者福祉センター「ハートフルコンサート」（２００１） 

・泉南市まちづくり市民会議・教育委員会主催「ホタル＆アルパ 光と音のページェント」（２００２） 

・八尾市文化振興事業団主催「アルパ・モーニングコンサート」八尾プリズムホール（２００２） 

・近鉄友の会主催サロンコンサート「オカリナとアルパのコンサート」（２００２） 

・岬町人権推進課主催クリスマスコンサート（２００２） 

・河内長野市主催ノバティーホールコンサート（２００２） 

・泉南市社会福祉協議会主催「アルパの音色でリフレッシュ」あいぴあ泉南（２００３） 

・八尾市母親応援広場主催「ナチュラルコンサート」プリズムホール（２００３） 

・泉南市おやこ劇場アルパコンサート（２００３） 

・大阪市天王寺区役所主催 洋楽の夕べ「アルパとオカリナのコンサート」（２００４） 

・岬町淡輪 JA「アルパとオカリナで音の旅」（２００４） 

・大阪市天王寺大道教会チャペル演奏「アルパとオカリナで音の旅」（２００４） 

・能勢妙見山星嶺主催アルパコンサート「パラグアイの心」（２００４） 

・寝屋川市主催 PAO ウエイブコンサート（２００６） 

・泉大津市おやこ劇場アルパコンサート（２００６） 

・「アトリエ・幸」主催「アルパの風に誘われて～２０年めのコンサート～」（２００７） 

・泉佐野商工会主催「衣通姫とアルパコンサート」（２００８） 

・堺市文化振興財団主催「アルパ演奏＆アルパ公開ワークショップ」栂文化会館（２００８） 

・泉南市デイセンター１５周年記念「夢をつなぐコンサート」泉南市立文化ホール（２００８） 

・NPO 法人泉佐野地球交流協会主催「夢をつなぐコンサート～アルパで音の旅～」（２００９） 

・大阪市大淀老人福祉センター「大人も子どももアルパコンサート」（２００９） 

・岸和田市 安福寺「ほたるの里・アルパのゆうべ」（２０１０） 

・岸和田市 正覚寺「アルパ演奏とお話」（２０１０） 

・「アトリエ・幸」主催 CD「未来への記憶Ⅱ」発売記念コンサート（２０１０） 

・貝塚市常福寺「アルパとお話」（２０１１） 

・岸和田市転法輪寺「アルパ演奏とお話」（２０１１） 

・熊取町社会福祉協議会主催「アルパの音色で幸せを感じよう」（２０１１） 

・枚方市一乗寺「命の音色・魂の響き」（２０１２） 

・東大阪市エイフボランタリーネットワーク主催アルパコンサート（２０１３） 

・堺市文化振興財団主催「アルパ＆絵本 ０歳児からのコンサート」堺市立東文化会館（２０１５） 

・堺市極楽寺 演奏＆トーク「世界の子どもたちのために」（２０１６） 

・貝塚市善兵衛ランド「親子で観じる秋の星空」（２０１９） 

・富田林市すばるホール「心と心のふれあいコンサート～宇宙まで届けよう 音の贈り物～（２０１９） 

岡山県 

・鏡野町子ども会「親子できく演奏会」ペスタロッチ会館（２００３） 

福岡県 

・太宰府イキイキ情報センター主催 アルパとオカリナのトークコンサート（２００４） 

熊本県 

・八代市高齢者施設こころ アルパコンサート（２０１４） 

 

 

 

３．学校・幼稚園・公民館などでの講演やコンサート（３０～７０分程） 

 

滋賀県 

・真野北公民館おやこ劇場（２００２） 



京都府 

・京都市伏見区南浜幼稚園（２００１） 

・京都市左京区明徳幼稚園（２００１） 

・京都市下京区開智幼稚園（２００１） 

・京都市上京中学校（２００２） 

・京都市伏見区竹田幼稚園（２００２） 

・京都市北区紫野幼稚園（２００３・２００４） 

・福知山市成和中学校（２００４） 

・京都市伏見区板橋幼稚園（２００６） 

兵庫県 

・南武庫之荘保育所（２００１） 

・西宮市老人大学、宮水学園（２００２） 

・西宮市山口公民館（２００５） 

和歌山県 

・岩出紀泉台公民館など５地区の公民館（２００１） 

・桃山町ひまわり園（２００２・２００５）） 

・橋本市公民館高齢者大学（２００３） 

大阪府 

・岸和田市公民館「わかたけ教室」（２００１） 

・池田市石橋幼稚園（２００１） 

・岸和田公民館「風のささやき大地の響き」（２００１） 

・堺市竹城台小学校・少林寺小学校・浜寺小学校「こんにちはアルパです」（２００１） 

・岸和田市太田小学校 PTA 講演（２００１） 

・泉南市樽井小学校 PTA 主催「心も体も健やかに」など（２００１・２０１０）） 

・貝塚市西幼稚園卒園式（２００２・２００３） 

・熊取町西小学校（２００２） 

・岸和田市久米田中学校 

・岸和田市太田小学校２０周年記念コンサート（２００２） 

・岸和田市向陽中学校「生きる力を育てよう」（２００２） 

・貝塚市東幼稚園（２００２） 

・泉南市西信達中学校・新家小学校（２００２） 

・河内長野市石仏小学校（２００２・２００３） 

・河内長野市天見小学校（２００２） 

・河内長野市加賀田小学校（２００２） 

・泉南市樽井公民館（２００２） 

・寝屋川市明徳小学校（２００２） 

・貝塚公民館老人大学卒業式（２００２） 

・岸和田市公民館家庭学校「反抗期の子どもたち」（２００２） 

・田尻小学校（２００２） 

・岸和田市城北公民館城北大学開校講演（２００３） 

・池田市石橋幼稚園（２００３） 

・泉南市雄信幼稚園（２００３） 

・泉南市信達幼稚園 子育てネットワーク地域教育子育て部会（２００３） 

・泉南市新家幼稚園（２００３） 

・泉南市老人集会場５ヶ所（２００３） 

・豊中市手島幼稚園（２００３） 

・岸和田市中央公民館「父と子の演奏会」（２００３） 

・寝屋川市池田幼稚園（２００３） 

・寝屋川市木屋幼稚園（２００３） 

・大阪市美津島中学校 PTA 講演（２００３） 

・高槻市冠中学校（２００３） 

・泉南市新家公民館 地域人権の集い（２００３） 

・岸和田養護（支援）学校（２００３） 

・岸和田市山直中学校（２００３・２００４） 

・岸和田市パピースクール（２００３） 

・貝塚市北幼稚園（２００３・２００４・２００５・２００６） 

・貝塚市北公民館つるかめ大学（２００３） 

・泉南市新家幼稚園研修会（２００３） 



・河内長野市南花台小学校（２００４） 

・交野市くらやま幼稚園「０歳児からの音楽」（２００４） 

・岸和田公民館ときわ家庭学級（２００４） 

・貝塚市山手公民館ロビーコンサート（２００４・２００６） 

・岸和田市山直北小学校「心も育っていくんだね」（２００４） 

・四条畷市田原小学校 PTA 講演「子どもの心に寄り添って」（２００４） 

・河内長野市三日市幼稚園（２００４） 

・貝塚中央公民館 子育て講演（２００４） 

・泉南市新家東小学校（２００４・２００８） 

・羽曳野市高鷲小学校（２００４） 

・泉南市一丘中学校区の集い（２００５） 

・西宮市甑岩公民館（２００５） 

・泉南市一丘幼稚園（２００５） 

・寝屋川市明徳小学校廃校記念コンサート（２００５） 

・泉大津市あさひ幼稚園（２００５） 

・泉南市新家保育園（２００５） 

・大阪市立宮原中学校職員研修（２００５） 

・阪南市下荘小学校「豊かな心を育てよう」（２００５・２０１０） 

・泉佐野市日新小学校「豊かな心を育てる」（２００５） 

・泉佐野市佐野第一小学校（２００５） 

・岸和田公民館 あけぼの教室（２００６） 

・泉南市西信達中学校（２００６・２００９） 

・泉南市樽井公民館（２００６） 

・日根野高校 PTA 講演（２００６） 

・寝屋川市池田小学校（２００６） 

・熊取町東小学校（２００７） 

・常磐会短期大学同窓会（２００７・２００８） 

・泉南市新家幼稚園（２００７） 

・泉南市砂川小学校 人権講演（２００８） 

・泉大津市条南幼稚園（２００８） 

・泉佐野市日根野小学校（２００８） 

・泉佐野市長南小学校（２００８） 

・大阪市九条幼稚園研修会・創立８０周年記念式典（２００８・２０１０） 

・田尻町公民館主催アルパコンサート（２００８） 

・大阪市天王寺区味原幼稚園（２００８） 

・高槻市大冠小学校「サンタからのプレゼント」（２００８） 

・泉南市男里老人集会場クリスマスの集い（２００８） 

・熊取町大久保区民ホール（２００９） 

・泉南市鳴滝第２小学校 PTA 講演（２００９） 

・大阪市敷津浦小学校人権講演（２００９） 

・阪南市西鳥取公民館（２００９） 

・大阪市老人福祉センター主催コンサート（２０１０） 

・阪南市上荘小学校（２００９） 

・泉佐野市長南中学校（２０１０） 

・岬町岬中学校 PTA 講演「つながっている安心感」（２０１０） 

・常盤短期大学（２０１０） 

・大阪市福島区 西野田工科高校 PTA 講演（２０１０） 

・守口電気通信大学付属高校 教育を考える会「親と子のコミュニケーション～深くつながる安心感～」（２０１０） 

・泉佐野市佐野中学校「子どもの心に寄り添って」（２０１０） 

・田尻町ふれあいセンター アルパコンサート（２０１０） 

・大阪市住吉区民センター アルパ演奏（２０１０） 

・泉佐野市大木小学校（２０１１） 

・泉佐野市長南公民館「アルパ演奏と語り～生きているってすばらしい！～」（２０１１） 

・熊取北小学校「アルパ＆お話」（２０１１） 

・泉佐野市中央小学校（２０１１） 

・貝塚市木島幼稚園「アルパ演奏～深くつながるコミュニケーション①～」（２０１２） 

・貝塚市かつらぎ幼稚園「アルパ演奏～深くつながるコミュニケーション②～」（２０１２） 

・泉南市信達小学校（２０１２） 



・泉佐野市生涯学習センター「活き活きと生きるために」（２０１２） 

・阪南市箱作小学校教員研修「国際交流って？」（２０１３） 

・泉南市西信達中学校 PTA 講演「つながろう！響き合おう！心深くで」 

・泉佐野市佐野台小学校（２０１３） 

・泉南市牧野老人集会場「アルパと歌うひととき」（２０１４） 

・貝塚市中央幼稚園「アルパと感じる育つ喜び」（２０１５） 

・阪南市和泉学園泉南学寮「宇宙を感じて豊かな心にスイッチ ON」（２０１９） 

・岸和田市岸城中学夜間中学「星とアルパと私たち」（２０１９） 

愛媛県 

・新居浜市公民館「出会い」（２００１） 

・今治市たちばな幼稚園（２００４） 

山口県 

・長門市図書館アルパミニコンサート（２０１６） 

 

 

４．ゲスト演奏・講話（２０～６０分程） 

神奈川県 

・横浜ヒルサイドテラスチャペル ファッションショー（２００９） 

愛知県 

・名古屋一宮アンジェロ主催「エンジェルヨガとアルパ」（２０１１） 

滋賀県 

・企業新年会 大津プリンスホテル（２００４） 

京都府 

・企業新年会 京都タワーホテル（２００３） 

・城陽市民生委員大会 アルパ講演（２０１３） 

兵庫県 

・出石市 時を奏でるホテル主催 ブライダルフェアー 

・西宮 酒蔵パーティー（２００２） 

・神戸まつり（２００２） 

・淡路島 津名町 安全協会研修会（２００２） 

・西宮市消費者団体連絡会主催講演会＆ミニコンサート（２００４） 

・西宮市 震災１０年目の集いオープニング演奏（２００５） 

・西宮市教職員の集い（２００５） 

・JICA 兵庫国際協力機構主催「ボランティア募集イベント」（２００９） 

和歌山県 

・美里町成人式お祝いコンサート（２００３） 

・粉河ロータリークラブ研修会（２００３） 

・岩出 森林公園 元気の森フェスティバル「森の中のアルパ」（２００４） 

奈良県 

・吉野郡上北村山成人式コンサート（２００３） 

・都祁村 秋祭り（２００３） 

・飛鳥 風舞台コンサート（２００７） 

・月ヶ瀬村 辰巳洋子出版記念パーティー「アルパ演奏」（２０１１） 

・ピースボートの集い in月ヶ瀬 アルパコンサート（２０１７） 

大阪府 

・寝屋川市立教育センターさくらまつり（２００１） 

・枚方市パーソナル研究会（２００１） 

・平野区生涯学習発表会 クレオ南（２００１） 

・岬町合唱団 岬コールアゼリア２０周年コンサート 泉の森ホール（２００１） 

・狭山市合唱団 プリマベラ１０周年コンサート、さやかホール（２００１） 

・鳥越信と子ども文化を育てる集い（２００１） 

・過労死問題を考える会（２００１・２００２） 

・千葉潔絵画展初日パーティー（２００１） 

・大阪市桃谷モラロジー研究会（２００１・２００６） 

・和泉市コミュニティーセンターあしたば公開講座「愛・命・平和」（２００１） 

・豊中市医療生協主催「文化の集い」ステップホール（２００１） 

・此花区民センター「花と緑のフェスティバル」（２００１） 



・河内長野市役所ロビーコンサート（２００１） 

・パーキンソン氏病家族の集い ドーンセンター（２００１） 

・高槻市バプテスト教会（２００１） 

・日根野ジャスコイベントホール（２００２） 

・藤井寺市女性コーラス演奏会 LIC 羽曳野ホール（２００２） 

・映画「パンダコパンダ＆アルパ」枚方市・大阪市（２００２） 

・泉南市少年少女合唱団演奏会（２００２） 

・那須正幹＆鳥越信対談＆アルパ演奏 万博記念公園児童文学館（２００２） 

・河内長野市「石ぐれ」（２００２） 

・河内長野市民祭（２００２） 

・寝屋川市主催 子どもたちの健やかな成長を願う市民の会（２００２） 

・寝屋川市教育総合センター「深める・広げる・高める～アルパの音色で心を見つめる～」（２００２） 

・岸和田市ルンルン歌の会の集い 五風荘（２００２） 

・岬町健康まつり ピアツァ５（２００３） 

・岸和田市念仏寺（２００３） 

・岸和田市立民病院市民まつり（２００３・２００５） 

・大淀警察交通安全大会（２００３） 

・泉南市デイセンターを育てる会主催、泉南市後援 福祉講演会「生命とうとし」泉南市立文化ホール（２００３） 

・貝塚市立中央公民館主催ナイトコンサート コスモスシアター（２００４） 

・岸和田市泉光寺 般若会（２００４） 

・寝屋川市東北コミュニティセンター運営委員会主催会館２０周年記念演奏（２００４） 

・大阪市モラロジー研究所（２００４） 

・貝塚市主催「女と男のフォーラム」コスモスシアター（２００４） 

・貝塚市コスモスシアター夏祭り野外ステージ（２００４） 

・堺市堺北警察研修会 堺市民会館（２００４） 

・此花区コミュニティー協会主催 此花区こども文化祭オープニング 此花区民ホール（２００５） 

・大阪市大医学部同窓会の集い（２００５） 

・児童文学者鳥越信 退職祝賀会 ヒルトンホテル（２００５） 

・泉南市郵便局 一日郵便局長として演奏（２００５） 

・泉南市デイセンターせんなんの集い あいぴあ泉南（２００５） 

・泉大津市企業研修（２００６） 

・岸和田市慶応大学同窓会（２００６） 

・阪南市国際交流イベント（２００７） 

・追手門大学シンポジューム１部 堀ちえみ「私の子育てライフ」２部アルパ「響きあい・感じ合う心」（２００７） 

・吹田市メイシアター アルパのひととき（２００８） 

・岸和田ライオンズクラブ総会 岸和田グランドホール（２００８） 

・泉南市人権講演会の２部アルパ演奏 あいぴあ泉南（２００９） 

・全国教職事務職員部 近畿ブロック研究会アルパ演奏 ホテルアウィーナ大阪（２００９） 

・泉佐野イオン日根野主催 お客さま感謝ライブステージ（２００９） 

・茨木市人権男女共生課主催「憲法月間講演会」の２部「アルパ演奏」クリエイセンター（２０１０） 

・岸和田市泉光寺主催パーティー「アルパ演奏」（２０１０） 

・貝塚市人権の集いオープニング演奏 コスモスシアター（２０１０） 

・大阪府住職の会 「アルパと二胡のコンサート」泉大津アルザ（２０１１） 

・大阪市浄土宗セミナー アルパと講話（２０１１） 

・華道師範の会 アルパ講演「煌めく命・アルパの音色」天王寺区民センター（２０１２） 

・岸和田市少年少女合唱団＆松江プラバ合唱隊交流会 自泉会館（２０１２） 

・大阪府民生委員研修会（２０１２） 

・岸高の愉快な音楽家たち音楽会 アルパ演奏 岸和田高校同窓会館（２０１３） 

・富田林自立センターつじやま主催「広げよう輝く未来コンサート」スバルホール（２０１４） 

・堺市文化協会主催講演会の１部アルパ演奏（２０１４） 

・貝塚市 尊光寺アルパミニコンサート（２０１４） 

・泉佐野商工会議所主催 藤田旭トーク＆コンサート（２０１４） 

・大阪ライオンズクラブ研修会 アルパ演奏（２０１４） 

・大阪市西区更生保護女性会５０周年記念行事 アルパ演奏（２０１４） 

・泉南市図書館まつり 講演「図書館が私にくれた夢」（２０１４） 

・企業のディナーイベント 大阪梅田ホテルモントレ（２０１４） 

・岸和田市ピースウェーブコンサート アルパ演奏「愛・命・平和」マドカホール（２０１５） 

・泉佐野市少年少女合唱団育成会主催 泉佐野教育委員会後援 子どもミュージカル「樹」の２部アルパ演奏（２０１６） 



・阪南市日中交流協会春節祭 アルパ講演「心をつなぐアルパの音色」（２０１７） 

・高石障がい者作業所３０周年イベント アルパ演奏 アプラ高石（２０１７） 

・泉南市民生委員研修会（２０１７） 

・高槻市ワイズメンズクラブ（２０１９） 

・岸和田市少年少女合唱団「星空解説とアルパ演奏」（２０１９） 

 

海外 
パラグアイ 

・イグアス「アルパ＆トークコンサート」（２００７） 

・アスンシオン「アルパ＆トークコンサート」（２００７） 

ブラジル 

・リオデジャネイロ アルパホームコンサート多数（２００７） 

・リオデジャネイロ クラシックホールにゲスト出演、アルパホームコンサート、教会での演奏（２０１８） 

フィリピン 

・ネグロス島、滞在型英語学校 Deti「アルパと星と私たち」星の解説＆コンサート多数（２０１９） 


