
 

 

私たちリナシメント（“ルネサンス”を意味するイタリア語を団体名にしてい

ます）は、平成 9年より広島県東広島市を拠点にし、声楽、器楽の演奏を志

す人たちで音楽の研鑽を積みながら、音楽活動を行っている団体です。 

活動の指針 

１．芸術音楽を志す音楽家各人の自由な意志、活動を尊重する。 

 

２．広く芸術活動、音楽活動、文化活動との交流を奨励する。 

 

３．音楽文化振興活動、音楽による社会貢献活動を奨励し、寄与する。 

 

４．東広島市に拠点を置き、東広島の音楽文化の発展に貢献するよう努める。 

 

５．音楽家の交流と育成を目的とした試演会（TRIAL CONCERT）を開催する。 

 



ただ今、リナシメントは活動自粛中…😢。 

みなさんがよくご存知のスイス民謡を替え歌で歌いながら手を洗うと、1コーラス歌うだけでていねいに

手を洗えます。   

元気を出して乗り超えましょう！！ 

「おお ブレネリ」 《コロナ禍バージョン》 

1.おお みなさん  コロナのたいさくは～？ 

さんみつをさけて マスクをしよう   おうちにかえったら てをあらおう～ 

（１．２．３．のくりかえし♪ヤッホー～は、明るく～(^.^)、 えがおで😊、 前向きな気持ちで～😄/! ） 

♪ヤッホー！ ホートゥラララ  ヤッホ ホートゥラララ 

ヤッホ ホートゥラララ  ヤッホ ホートゥラララ 

 ヤッホー！ ホートゥラララ  ヤッホ ホートゥラララ 

  ヤッホ ホートゥラララ  ヤッホホ！ 

2.おお みなさん おうちで、どうすごす？ 

こころのけんこうも たいせつよ   たのしみみつけて えがおでいよう 

 

3.おお みなさん おでかけするときは？ 

ただしくこわがり おでかけしよう   おとくなキャンペーン りようしよう 

 

「おおみなさん」の「みなさん」は、お名前で歌ってもよいですよ。 

替え歌つくるの楽しい！続けてつくって歌ってみてくださいね😊。 

「おとくなキャンペーンでポイかつしよう」の方がいいなぁ...🤔etc. 変更もOK！ 

 

早く活動再開できますように。。。 



◇アフター・コロナの活動のご案内◇  

  ♪試演会(TRIAL CONCERT) 

参加対象：芸術音楽の演奏（邦楽・洋楽）を志す音楽家、学生、高校生  

   ♪邦にまつわる音楽鑑賞会 響き うた 

     邦人音楽作品の紹介 

   ♪音楽による社会貢献活動  

ハートフル♡コンサート 

     ハートフル♡アンサンブル(合唱)  

出張演奏 

 ♪会員・賛助会員の随時ご入会お待ちしております 

              お問い合わせ  📱090-9416-1639 山村まで 

 



 

活動の概要 

音楽の演奏を志す人たちの交流＆研鑚＆育成のための試演会 

３６回開催（ふれあい広場利用＆アザレア交流広場利用＆主催開催） 

参加のべ２４８組 (高校生・大学生１２２組)（市外参加者５５組） 

参加者のべ総数４１８人(重複を除くと２０１人) 

声楽１３２組(うち重唱６組) 器楽１０７組(うち洋楽アンサンブル８組・邦楽合奏２組・純邦楽独奏１組) 

リナシメント関係者のべ５８組 関係者外のべ１７８組 

音楽による社会貢献活動としての出張演奏＆啓発活動 

出張演奏32回 （ハートフル ♡アンサンブル ： 声楽、器楽のソロ、アンサンブル ） 

平成20年度 音楽通になる講座 芸術音楽鑑賞の手引き〜声楽作品 

支援*広島大学エクステンションセンター＆東広島市教育委員会 

〈第１回 鑑賞の糸口〜ジャンルを知ろう・第２回 おとなの楽しみオペラ・ 

第３回 日本の作品もすてき＆コンサートの拍手はどこでするの？〉 

災害復興支援等のチャリティーコンサート ハートフル ♡ コンサート ５回開催 

試演会より発展したコンサートの企画開催 １０回開催 

声楽、器楽のリサイタル、ジョイントコンサート 

平成23年 りなしめんと「響き＆うた」の会を発足 隔年でコンサート 5回開催 

非営利でボランティア活動運営 

平成20年 ひがしひろしま生涯学習ボランティア登録 

平成20年 東広島市男女共同参画エスポワール団体登録 

 



リナシメント活動の記録  主催企画、後援承認いただいた企画、出張依頼等 

日時 事業 備考 

1997.5.13 

PM6:30～ 

試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

10.28 

PM6:30～ 

第2回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

1998.6.9 

PM6:30～ 

第3回試演会（TRIAL CONCERT） 

 アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

7.26 

PM5:00～ 

‘夕涼みコンサート’ 

慶徳寺にて 

慶徳寺のご協力を得て、入場料収入より運営費用を差し引

き 30,000円をウィングに寄付 

11.17 

PM6:30～ 

第4回試演会（TRIAL CONCERT） 

 アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

1999.6.8 

PM6:30～ 

第5回試演会（TRIAL CONCERT） 

 アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

11.16 

PM6:30～ 

第6回試演会（TRIAL CONCERT） 

 アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

まちづくり活動補助金の交付を受ける 

2000.6.20 

PM6:30～ 

第7回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

11.21 

PM6:30～ 

第8回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

12.3 

PM2:00～ 

ピアノ･ジョイント･リサイタル 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント       

後援 （財）東広島市教育文化振興事業団 東広島市教育委員会 

学園都市づくり交流会議 中国新聞社 

㈱キハラ楽器 ㈱ヤマハミュージック広島   

2001.1.21 

AM10:20～ 

「芸術にふれあう会」コンサートに出演。 

県立黒瀬養護学校にて 
県立黒瀬養護学校の依頼を受け出張演奏 

6.5 

PM6:30～ 

第9回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

6.23 

PM2:30～ 

‘みんなでたのしいコンサート’ 

 平岩公民館にて 
〈ぐるんぱ〉より依頼、共同企画、開催 

9.30 

PM2:00～ 

小川百合子＆山村ひとみ 

ソプラノ･ジョイント･リサイタル 

 アザレアホールにて 

主催 リナシメント       

後援 ㈱ヤマハミュージック広島 ㈱キハラ楽器  

東広島市教育委員会 （財）東広島市教育文化振興事業団  

学園都市づくり交流会議 中国新聞社 

11.10 

AM11:00～ 

‘おーたむコンサート’ 

寺西公民館にて 
〈親子教室〉より依頼、共同企画、開催 

11.28 

PM6:30～ 

第 10回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

2002.5.12 

PM2:00～ 

ピアノ･ジョイント･リサイタル 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント       

後援 （財）東広島市教育文化振興事業団 学園都市づくり交流会議 

東広島市教育委員会 中国新聞社 

㈱ヤマハミュージック瀬戸内 ㈱キハラ楽器  

6.4 

PM6:30～ 

第 11回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

6.22 

PM2:00～ 

‘みんなでたのしいコンサート’ 

平岩公民館にて 
〈ぐるんぱ〉より依頼、共同企画、開催 



10.26 

PM2:00～ 

‘おーたむコンサート’ 

平岩公民館にて 
〈親子教室〉より依頼、共同企画、開催 

11.26 

PM6:30～ 

第 12回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

2003.2.7 

PM1:45～ 

‘おわかれ会コンサート’ 

県立西条養護学校にて 
西条養護学校保護者の依頼 

6.10 

PM6:30～ 

第 13回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

11.1 

PM6:30～ 

山村ひとみソプラノ･リサイタル 

「音楽の夜会」 

サタケ・メモリアルホールにて 

主催 リナシメント       

協賛 ㈱ヤマハミュージック瀬戸内 ㈱キハラ楽器 

後援 学園都市づくり交流会議 （財）東広島市教育文化振興事業団  

尚音会 東広島市教育委員会 ひろしまオペラ推進委員会  

中国新聞社 

12.9 

PM6:30～ 

第 14回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「ふれあい広場」を利用 

12.19 

PM6:30～ 

‘クリスマス・コンサート’ 

特別養護老人ホーム「川内の里」にて 
河原加代子依頼 

2004.6.1 

PM6:30～ 

第 15回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「アザレア交流広場」を利用 

2005.1.25 

PM6:30～ 

第 16回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「アザレア交流広場」を利用 

新潟県中越地震、スマトラ島沖地震への義援金募金を行

う。募金額にリナシメント会計等からの活動残金等を加え、

総額68,000円を寄付 

3.6 

AM10:00～ 

‘ふれあいコンサート’ 

東広島市中央公民館小ホールにて 
〈手をつなぐ育成会〉の依頼を受け、出張演奏。 

6.21 

PM7:00～ 

第 17回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「アザレア交流広場」を利用 

11.21 

PM7:00～ 

第 18回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「アザレア交流広場」を利用 

2006.5.30 

PM7:00～ 

第 19回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「アザレア交流広場」を利用 

12.12 

PM7:00～ 

第20回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「アザレア交流広場」を利用 

2007.6.26 

PM7:00～ 

第2１回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「アザレア交流広場」を利用 

9.9 

PM0:00～ 

平成１９年度 板城地区敬老会 

板城公民館にて 

板城地区女性会から依頼。敬老会祝賀会の式後にアトラク

ション演奏 

9.29 

PM1:30～ 

外国人による日本語スピーチコンテスト 

アザレアホールにて 

主催 東広島市国際化推進協議会  

（財）東広島市教育文化振興事業団 国際交流会東広島 

審査時間のアトラクション演奏出演  

12.18 

PM7:00～ 

第22回試演会（TRIAL  CONCERT） 

アザレアホールにて 

学園都市づくり交流会議、（財）東広島市教育文化振興事

業団の「アザレア交流広場」を利用 

2008.7.25 

PM7:00～ 

第23回試演会（TRIAL CONCERT） 

   アザレアホールにて 

主催 リナシメント 学園都市づくり交流会議まちづくり

活動補助金交付 後援：東広島市教育委員会 （財）東広

島市教育文化振興事業団 

7.5 

PM1:30～ 

男女共同参画のまちづくり講演会 

  アザレアホールにて 
オープニング演奏と展示参加 



9.14 

PM0:30～ 

平成20年度 板城地区敬老会 

板城公民館にて 

板城地区女性会から依頼。敬老会祝賀会の式後にアトラク

ション演奏 

9.15 

PM2:30～ 

平成20年度 西条地区敬老会 

東広島市中央公民館小ホールにて 

西条地区女性会から依頼。敬老会祝賀会の式後にアトラク

ション演奏 

１１.29 

PM2:00～4:00 

 

♪音楽通になる講座♪ 

芸術音楽鑑賞の手引き〜声楽作品 

第 1回 鑑賞の糸口〜作品のジャンルを知ろう 

東広島市中央公民館小ホールにて 

主催 リナシメント 

支援 広島大学エクステンションセンター 東広島市教育

委員会生涯学習課 

１２.19 

PM7:00～9:00 

♪音楽通になる講座♪ 

芸術音楽鑑賞の手引き〜声楽作品 

第２回 お・と・な♡の楽しみ〜オペラ 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

支援 広島大学エクステンションセンター 東広島市教育

委員会生涯学習課 

１２.23 

PM3:00～ 

第24回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント 学園都市づくり交流会議まちづくり

活動補助金交付 後援 東広島市教育委員会 （財）東広

島市教育文化振興事業団 

2009. 1.10 

PM2:00～4:00 

♪音楽通になる講座♪ 

芸術音楽鑑賞の手引き〜声楽作品 

  第3回 日本の作品もすてき＆コンサートの拍

手はどこでするの？ 

東広島市中央公民館小ホールにて 

主催 リナシメント 

支援 広島大学エクステンションセンター 東広島市教育

委員会生涯学習課 

７.20 

PM2:00～ 

第2５回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（財）東広島市教育文化振興事業団 

9.13 

PM2:30～ 

平成21年度 西条地区敬老会 

東広島市中央公民館小ホールにて 

西条地区女性会から依頼 

敬老会祝賀会の式後にアトラクション演奏 

10.26 

PM1:30～ 

東広島市「音楽のまちづくり」  

シンポジウム参加 

音楽が育む東広島市の未来 

主催 東広島市・財団法人自治総合センター 

共催 東広島市音楽のまちづくり構想検討委員会 

後援 総務省 

11.23 

PM1:00～ 

平成2１年度 板城地区福祉大会 

板城公民館にて 

主催 板城地区社会福祉協議会 

アトラクション演奏 

１２.20 

PM2:00～ 

第26回試演会（TRIAL CONCERT） 

   アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（財）東広島市教育文化振興事業団 

2010. 7.24 

PM2:00～ 

第27回試演会（TRIAL CONCERT） 

   アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（財）東広島市教育文化振興事業団 

8.1 

PM11:30～ 

第57回広島県立賀茂高校同窓会 

レクチャー・コンサート 

グランラセーレ東広島にて 

主催 広島県立賀茂高等学校同窓会 

講演会 

11.23 

PM1:00～ 

平成22年度 板城地区福祉大会 

板城公民館にて 

主催 板城地区社会福祉協議会 

アトラクション演奏 

１２.23 

PM2:30～ 

第28回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（財）東広島市教育文化振興事業団 

201１. １.9 

PM3:00～ 

邦にまつわる音楽鑑賞会  

響き うた 

サタケメモリアルホールにて 

主催 リナシメント       

後援 東広島市教育委員会 （財）東広島市教育文化振興事業団 

エリザベト音楽大学 尚音会 広島県立賀茂高等学校同窓会 

ひろしまオペラ・音楽推進委員会 ㈱ヤマハミュージック中四国 

㈱キハラ楽器 中国新聞社 



7.31 

PM2:00～ 

第29回試演会（TRIAL CONCERT） 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（財）東広島市教育文化振興事業団 

東日本大震災復興支援募金 11,280円 

9.11 

PM1:30～ 

平成23年度 板城地区敬老会 

板城公民館にて 

板城地区女性会から依頼。 

敬老会祝賀会の式後にアトラクション演奏 

11.23 

PM1:30～ 

平成23年度 板城地区福祉大会 

板城公民館にて 

主催 板城地区社会福祉協議会 

アトラクション演奏 

1２.８ 

PM７:00～ 

東日本大震災復興支援チャリティー 

ハートフル♡コンサート 

～復興の願い心を込めて～ 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント    後援 東広島市教育委員会 （財）東広

島市教育文化振興事業団 社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 

中国新聞社 

コンサート収益 178,758円 会場募金69,412円 

第29、30回試演会（TRIAL CONCERT）募金を合わせて、 

東日本大震災あしなが津波遺児募金に 274,000円を寄附 

 

１２.23 

PM2:30～ 

第30回試演会（TRIAL CONCERT） 

  アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（財）東広島市教育文化振興事業団 

東日本大震災復興支援募金 14,235円 

2012.6.10 

PM3:30～ 

第3１回試演会（TRIAL CONCERT） 

  アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（財）東広島市教育文化振興事業団 

6.23 

PM1:30～ 

男女共同参画のまちづくり講演会 

  アザレアホールにて 
オープニング演奏と展示参加 

１１． 
日本演奏連盟50周年事業企画応募し、 

「邦人音楽作品の紹介」が採用される。 

「邦にまつわる音楽鑑賞会 響き うた」の活動から企画

応募 

11.23 

PM1:30～ 

平成24年度 板城地区福祉大会 

板城公民館にて 

主催 板城地区社会福祉協議会 

アトラクション演奏 

2013. １.14 

PM3:00～ 

第二回 邦にまつわる音楽鑑賞会 

   響き うた 

サタケメモリアルホールにて 

主催 リナシメント 

助成 エネルギア文化・スポーツ財団  

後援 東広島市教育委員会 （財）東広島市教育文化振興事業団 

エリザベト音楽大学 尚音会 広島県合唱連盟  ㈱ヤマハミュージ

ック中四国 ㈱キハラ楽器 中国新聞社 

7.27 

PM２:30～ 

第3２回試演会（TRIAL CONCERT） 

  アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 

1２.5 

PM７:00～ 

歳末たすけあいチャリティー 

ハートフル♡コンサート 201３ 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント    後援 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 社会福祉法人東広

島市社会福祉協議会 中国新聞社 

コンサート収益、募金等を合わせて、69,412円 

第29、30回試演会（TRIAL CONCERT）募金を合わせて、 

日本赤十字社災害募金に 8万円、あしなが東日本大地震・

津波遺児募金に 8万円を寄附。 

2014.9.27 

PM3:00～ 

第33回試演会（TRIAL CONCERT） 

  アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 

11.23 

12:50～ 

第26回 板城区民まつり 

板城地域センターにて 

主催 板城小学校区住民自治協議会 

アトラクション演奏 

2015. ２.1１ 

PM3:00～ 

第三回 邦にまつわる音楽鑑賞会 

   響き うた 

アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 （公社）日本演奏連盟 東広島市教育委員会  

（公財）東広島市教育文化振興事業団 エリザベト音楽大学 尚音会 



㈱ヤマハミュージックリテイリング広島店 中国新聞社 

 

7.31 

AM11:00～ 

 

長寿苑 誕生会  

 

長寿苑より依頼を受けて出張演奏 

8.8 

PM7:30～ 

ライトダウンイベント in 東広島

2015 ミニ・コンサート 
主催 ライトダウン in東広島2015実行委員会 

9.22 

PM3:00～ 

第34回試演会（TRIAL CONCERT） 

  アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 

1２.19 

PM2:30～ 

歳末たすけあいチャリティー 

ハートフル♡コンサート 2015 

東広島市中央公民館大ホール 

主催 リナシメント V-pro(広島大学ボランティア推進委員会) 

後援 学園都市づくり交流会議 広島大学 

エリザベト音楽大学 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 

中国新聞社 

コンサート収益、募金等を合わせて、あしなが東日本大地 

震・遺児支援募金に７万円、平成27年台風 18号による大雨 

災害義援金に 65,000円、ひろしま国際協力基金に 65,000 

円を寄附。 

2016. 9.22 

     AM10:00～ 

     PM 2:00～ 

ふれあいの里 敬老会 

 

ふれあいの里より依頼を受けて出張演奏 

 

10.01 

PM3:00～ 

第35回試演会（TRIAL CONCERT） 

  アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 

2017. 1.9 

PM2:00～ 

第四回 邦にまつわる音楽鑑賞会 

響き うた 

東広島芸術文化ホール くらら大ホールにて 

主催 リナシメント「響き＆うた」の会 

東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金事業 

協力 東広島市立中黒瀬小学校合唱部 合唱団うたがき  

三善晃を唄う会 

後援 （公社）日本演奏連盟 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 エリザベト音楽大学  

尚音会  広島県合唱連盟 中国新聞社 

8.20 

PM3:00～ 

第36回試演会（TRIAL CONCERT） 

  アザレアホールにて 

主催 リナシメント 

後援 学園都市づくり交流会議 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 

 10.21 

     PM 2:00～ 

もやい志和 

ふれあいコンサート 

もやい志和より依頼を受けて出張演奏 

 

   10.27 

     AM11:15～ 
長寿苑 誕生会 

長寿苑より依頼を受けて出張演奏 

 

11.19 

PM1:10～ 

第27回 生涯学習フェスティバル 

ロビーコンサート 
ハートフル♡アンサンブルで出演 

11.23 

AM９:30～ 

平成29年度 

板城地域センターまつり 

板城地域センターにて 

主催 板城小学校区住民自治協議会 

ハートフル♡アンサンブルで出演 

1２.9 

PM2:00～ 

歳末たすけあいチャリティー 

ハートフル♡コンサート 2017 

東広島芸術文化ホール 

くらら大ホールにて 

主催 リナシメント OPERATIONつながり 

後援 学園都市づくり交流会議 広島大学 

エリザベト音楽大学 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 

中国新聞社 FM東広島89.7MHz 



 

あしなが東日本大震災・遺児支援募金に７万円、益城町の平成２８年

熊本地震義援金に 30,000円、unicefの自然災害緊急募金に

35,000円、平成29年７月５日からの大雨災害義援金福岡県分に

32,500円、大分豪雨災害義援金に 32,500円寄付。 

2018. 2.17 

     PM 2:15～ 

もやい志和 

ふれあいコンサート 

もやい志和より依頼を受けて出張演奏 

 

11.18 

AM１１:１0～ 

第28回 生涯学習フェスティバル 

わくわくステージ 

くらら小ホールにて 

ハートフル♡アンサンブルで出演 

11.23 

AM9:30～ 

平成30年度 

板城地域センターまつり  

板城地域センターにて 

主催 板城小学校区住民自治協議会 

ハートフル♡アンサンブルで出演 

2019. 1.5 

PM2:00～ 

第五回 邦にまつわる音楽鑑賞会 

響き うた 

東広島芸術文化ホール くらら大ホールにて 

主催 リナシメント  協力 OPERATIONつながり 

東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金事業 

後援 （公社）日本演奏連盟 東広島市教育委員会 

（公財）東広島市教育文化振興事業団 エリザベト音楽大学 

尚音会   中国新聞社 

会場募金 日本赤十字社「平成30年7月豪雨災害義援金」１０，０００0

円、日本赤十字社「東日本大震災害義援金」 ２０，０００円、社会福祉法

人北海道協同募金会 ２０，０００円、（公財）日本ユニセフ協会「自然災

害緊急募金」 １０，０００円、社会福祉法人広島県共同募金会「平成30

年7月広島県豪雨災害義援金」 50,000円寄付 

 11.23 

AM9:30～ 

令和元年度 

板城地域センターまつり 

板城地域センターにて 

主催 板城小学校区住民自治協議会 

ハートフル♡アンサンブルで出演 

11.10 

      AM１１:50～ 

第29回 生涯学習フェスティバル 

 わくわくステージ 

くらら小ホールにて 

ハートフル♡アンサンブルで出演 

12.18 

  PM7:１0～ 

歳末たすけあいチャリティー 

ハートフル♡コンサート 2019 

東広島芸術文化ホール 

くらら大ホールにて 

 

主催 リナシメント 

後援 東広島市 社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 

東広島市教育委員会 （公財）東広島市教育文化振興事業団 

広島大学 エリザベト音楽大学  

中国新聞社  FM東広島89.7MHz 

令和元年台風第19号災害義援金に 6万円 あしなが東日本大震災・

遺児支援募金に５万円 unicefの自然災害緊急募金に 1万円 



チャリティー活動 募金等寄付額のご報告 

 

第 16 回試演会（TRIAL CONCERT）で募金活動 主催 リナシメント 寄付額：６８，０００円 

日本赤十字社の災害義援金（新潟県中越地震、スマトラ島沖地震）に各３４，０００円 

  

東日本大震災復興支援チャリティーハートフル♡コンサート（2011） 主催 リナシメント 寄付額 ２７４,０００円 

あしなが東日本大震災津波遺児募金 

 

歳末たすけあいチャリティー ハートフル♡コンサート2013 主催 リナシメント 寄付額 １６０,０００円 

日本赤十字社の４つの災害義援金８０，０００円 

（東日本大震災・台風26号災害千葉県茂原市・東京都伊豆大島等・2013フィリピン台風各２０，０００円） 

あしなが東日本大震災・津波遺児募金８０，０００円 

 

歳末たすけあいチャリティー ハートフル♡コンサート2015  

主催 リナシメント＆Ｖ-pro(広島大学ボランティア推進委員会） 寄付額 ２００,０００円 

リナシメント＜主催＞：あしなが東日本大震災遺児支援募金へ７０，０００円 

Ｖ-pro(広島大学ボランティア推進委員会）＜主催＞：国際協力基金へ６５，０００円 

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会＜協力＞：社会福祉法人中央共同募金会の義援金 

平成２７年台風１８号による大雨災害義援金（茨城、栃木台風１８号等災害義援金）へ６５，０００円 

 

歳末たすけあいチャリティー ハートフル♡コンサート201７ 

主催 リナシメント＆OPERATIONつながり 寄付額 ２００,０００円 

リナシメント＜主催＞：あしなが東日本大震災遺児支援募金へ７０，０００円 

OPERATIONつながり＜主催＞：益城町の平成２８年熊本地震義援金に３０，０００円、公益財団法人日本ユニセフ協会「自

然災害緊急募金」３５，０００円 

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会＜協力＞：社会福祉法人中央共同募金会の義援金平成29年７月５日からの大

雨災害義援金福岡県分に32,500円、大分豪雨災害義援金に32,５００円 

 

第五回 邦にまつわる音楽鑑賞会 響き うた 主催 リナシメント 寄付額 １１０，０００円 

 りなしめんと＜主催＞日本赤十字社「平成30年7月豪雨災害義援金」１０，０００0円 

日本赤十字社「東日本大震災害義援金」 ２０，０００円 社会福祉法人北海道協同募金会 ２０，０００円                     

公益財団法人日本ユニセフ協会「自然災害緊急募金」 １０，０００円 

 社会福祉法人東広島市社会福祉協議会＜協力＞：社会福祉法人広島県共同募金会「平成30年7月広島県豪雨災害義

援金」 50,000円 

 

歳末たすけあいチャリティー ハートフル♡コンサート2019 主催 リナシメント 寄付額 １２０，０００円 

令和元年台風第19号災害義援金 60,000円 あしなが東日本大震災遺児支援募金へ５０，０００円 

公益財団法人日本ユニセフ協会「自然災害緊急募金」 １０，０００円 

 

ご協力ありがとうございました。 

 


