
年月日 分類 プログラム名 概要・備考
リトミック トーンdeすくすくvol.1 兵庫県西宮市プレラホール練習室

2013年4月29日 リトミック トーンdeすくすくvol.2 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2013年7月13日 リトミック トーンdeすくすくvol.3 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2013年7月17日 演奏 エレガーノコンサート 兵庫県高齢者施設エレガーノ甲南
2013/07/21～23 演奏 ミューザの夏　0歳からのコンサート 神奈川県川崎市ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流室
2013年8月4日 リトミック 音と踊ろう！リトミック 鹿児島県奄美市瀬戸内町中央公民館ホール
2013年10月15日 演奏 ドマーニコンサート 兵庫県神戸市高齢者施設ドマーニ神戸
2013年10月19日 リトミック トーンdeすくすくvol.4 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2013年12月20日 リトミック クリスマス・リトミック 大阪府池田市保育ステーション「もりもりkids」
2013年12月20日 リトミック クリスマス・リトミック 大阪府池田市立五月山児童文化センター
2014年1月19日 リトミック トーンdeすくすくvol.5 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2014年4月29日 演奏 おっとっとの昼と夜 兵庫県神戸市音楽サロン「サウンド・トア」
2014年5月15日 演奏 ミニコンサート 大阪府池田市立コミュニティセンター
2014年5月17日 リトミック トーンdeすくすくvol.6 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2014年5月19日 リトミック トーンdeすくすくvol.6 大阪府池田市関関colors
2014年5月22日 演奏 ミニコンサート 大阪府池田市コミュニティセンター
2014/7/19～21 演奏 ミューザの夏　0歳からのコンサート 神奈川県川崎市ミューザ川崎シンフォニーホール
2014年8月25日 リトミック トーンdeすくすくvol.7 大阪府池田市関関colors
2014年8月31日 リトミック トーンdeすくすくvol.7 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2014年9月28日 演奏 映画「うまれる」上映会前ミニコンサート 大阪府池田市民文化会館
2014年8月29日 ワークショップ 高校生へのリトミック 大阪府立千里青雲高等学校
2013年3月23日 演奏 市民公開講座「肺がんの今」内　ミニコンサート 大阪府豊中市　すてっぷホール
2013年10月30日 医療現場 遺族会「つゆくさ会」コンサート 国立医療法人刀根山病院　会議室
2014年5月29日 医療現場 遺族会「つゆくさ会」コンサート 国立医療法人刀根山病院　会議室
2014年10月30日 医療現場 遺族会「つゆくさ会」コンサート 国立医療法人刀根山病院　会議室
2014年11月16日 リトミック トーンdeすくすくvol.8 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2014年11月17日 リトミック トーンdeすくすくvol.8 大阪府池田市関関colors
2014年11月19日 ワークショップ 高校生へのリトミック 大阪府立千里青雲高等学校
2014年11月22日 演奏 「やまびこフェスタ」コンサート 大阪府池田市伏尾台センター
2014年12月7日 ワークショップ クリスマス・音楽ワークショップ　for 小学生 大阪府池田市伏尾台第二コミュニティセンター
2014年12月19日 リトミック クリスマス・リトミック 大阪府池田市保育ステーション「もりもりkids」
2015年1月22日 演奏 ニューイヤーコンサート 国立医療法人刀根山病院　各病棟
2015年2月2日 リトミック トーンdeすくすくvol.9 大阪府池田市関関colors
2015年2月7日 リトミック トーンdeすくすくvol.9 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2015年3月12日 医療現場 遺族会「つゆくさ会」コンサート 国立医療法人刀根山病院　会議室
2015年5月23日 リトミック トーンdeすくすくvol.10 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2015年5月24日 リトミック トーンdeすくすくvol.10 大阪府池田市保健福祉センター
2015年7月2日 医療現場 七夕コンサート 国立医療法人刀根山病院　各病棟
2015年7月11日 医療現場 院内コンサート「星・空・夏・花」 大阪府寝屋川市　革島クリニック
2015年7月18日 演奏 「めぐり逢う音の葉コンサート」 愛媛県松山市ハーモニー藤田
2015年7月19日 リトミック トーンdeすくすくvol.11 愛媛県松山市総合コミュニティセンター
2015年7月20日 リトミック 0歳からのリトミックミニコンサート　海の日 東京都杉並区　サロン・オー
2015/07/21～22 演奏 ミューザの夏　「0歳からのミニコンサート」 神奈川県川崎市ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流室
2015年8月2日 リトミック トーンdeすくすくvol.11 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2015年8月3日 リトミック トーンdeすくすくvol.11 大阪府池田市保健福祉センター
2015年9月11日 リトミック ホップランド　リトミック 大阪府池田市　細河コミュニティセンター
2015年9月16日 リトミック ホップランド　リトミック 大阪府池田市伏尾台第一コミュニティセンター
2015年10月1日 医療現場 遺族会「つゆくさ会」コンサート 国立医療法人刀根山病院　会議室
2015年10月18日 演奏 「にじいろマーブルコンサート」 京都府京都市北文化会館　frapとコラボ
2015年11月1日 演奏 「にじいろマーブルコンサート」 兵庫県加古川市立松風ギャラリー
2015年11月6日 リトミック 池田市子育てサークル交流会 大阪府池田市保健福祉センター
2015年11月9日 リトミック トーンdeすくすくvol.12 大阪府池田市保健福祉センター
2015年11月14日 リトミック トーンdeすくすくvol.12 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2015年11月23日 演奏 「にじいろマーブルコンサート」 大阪府池田市民文化会館
2016年1月20日 ワークショップ 高校生へリトミック 大阪府立千里青雲高等学校
2016年2月6日 リトミック トーンdeすくすくvol.13 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2016年2月8日 リトミック トーンdeすくすくvol.13 大阪府池田市保健福祉センター
2016年2月13日 演奏 キッズコンサート 大阪府池田市伏尾台コミプラ
2016年3月5日 リトミック 卒園・進級お祝い会　リトミックコンサート 大阪府　岡辻学園　姫室保育園
2016年3月6日 演奏 アンサンブルほとり「0歳からのコンサート」 滋賀県大津市生涯学習センター
2016年4月24日 演奏 黄色い小鳥のコンサート 大阪府池田市　ばんまい　はなれ
2016年5月7日 リトミック トーンdeすくすくvol.14 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2016年5月16日 リトミック トーンdeすくすくvol.14 大阪府池田市保健福祉センター
2016年6月4日 演奏 竹生喫茶店コンサート 兵庫県尼崎市武庫之荘　竹生喫茶店
2016年8月1日 リトミック ママトリエ　親子リトミックコンサート 大阪府池田市保健福祉センター
2016年8月6日 リトミック トーンdeすくすくvol.15 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2016年8月27日 演奏 アンサンブルほとり「0歳からのコンサート」 大阪音楽大学　ザ・カレッジ・オペラハウス
2016年8月29日 リトミック トーンdeすくすくvol.15 大阪府池田市保健福祉センター
2016年11月7日 リトミック トーンdeすくすくvol.16 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2016年11月16日 演奏 小学校訪問コンサート 大阪府八尾市　小学校
2016年11月19日 演奏 大阪音楽大学付属音楽院　親子コンサート宇宙の旅 大阪府箕面市メイプルホール
2016年11月26日 リトミック トーンdeすくすくvol.16 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2016年11月27日 演奏 コンサート　ガイヤの夜明け 兵庫県神戸市　北野坂ギャラリー
2016年12月11日 演奏 クリスマスリトミックコンサート 奈良県香芝市　　　　さま
2017年1月14日 演奏 KIDSコンサート 大阪府池田市伏尾台コミプラ
2017年1月18日 ワークショップ 高校生へのリトミック 大阪府立千里青雲高等学校
2017年2月23日 医療現場 遺族会「つゆくさ会」コンサート 国立医療法人刀根山病院　会議室
2017年3月25日 リトミック トーンdeすくすくvol.17 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年3月27日 リトミック トーンdeすくすくvol.17 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2017年4月30日 演奏 竹生喫茶店コンサート 兵庫県尼崎市武庫之荘　竹生喫茶店
2017年5月15日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　みどり 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2017年5月27日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　みどり 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2017年5月29日 演奏 箕面自由学園幼稚園　誕生日会コンサート 大阪府箕面市　箕面自由学園
2017年6月3日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　みずいろ 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年6月10日 演奏 音楽院　親子コンサート 兵庫県西宮市プレラホール
2017年6月19日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　みずいろ 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年6月29日 医療現場 七夕コンサート 国立医療法人刀根山病院　各病棟
2017年7月3日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　あか 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2017年7月15日 リトミック トーンdeすくすくvol.18 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2017年7月24日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　あか 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年8月7日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　あお 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年8月9日 リトミック ママトリエ　親子リトミックコンサート 大阪府池田市保健福祉センター
2017年8月10日 制作 CD録音 大阪府芸術創造館
2017年9月2日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　オレンジ 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年9月23日 演奏 CD発売記念コンサート 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2017年9月25日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　オレンジ 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2017年10月2日 リトミック トーンdeすくすくvol.19 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2017年10月10日 教育 高校生へのリトミック 大阪府立千里青雲高等学校
2017年10月16日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　茶色 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年10月28日 演奏 音楽院　親子コンサート 兵庫県西宮市フレンテホール
2017年10月28日 演奏 竹生喫茶店コンサート 兵庫県尼崎市武庫之荘　竹生喫茶店
2017年10月30日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　茶色 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年11月6日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　きいろ 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2017年11月15日 演奏 幼稚園コンサート 兵庫県伊丹市鈴原小学校
2017年11月20日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　きいろ 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2017年11月23日 演奏 5周年記念コンサート 大阪府池田市マグノリアホール
2017年11月25日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　くろ 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2017年11月29日 教育 小学校アウトリーチプログラム 兵庫県西宮市立樋上小学校
2017年12月11日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　くろ 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2018年1月16日 リトミック 音楽院　色で楽しいリトミック　しろ
2018年1月25日 教育 高校生へのリトミック 大阪府立千里青雲高等学校
2018年1月26日 リトミック ラウンズ・アイ　「色で楽しいリトミック　しろ」 大阪府池田市保育ステーション「もりもりkids」
2018年1月27日 演奏 音楽院　親子コンサート　干支ものがたり 兵庫県西宮市フレンテホール
2018年2月5日 リトミック トーンdeすくすくvol.20　色で楽しいリトミック　ももいろ 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2018年3月1日 医療現場 遺族会「つゆくさ会」コンサート 国立医療法人刀根山病院
2018年4月2日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　花咲か爺さん 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2018年4月7日 演奏 音楽院0歳からのファミリーコンサート　はじめてのおつかい 兵庫県西宮市フレンテホール
2018年4月22日 演奏 音楽院さくら夙川校　サロンコンサート　親子の部　ヘンゼルトグレーテル 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年4月22日 演奏 音楽院さくら夙川校　サロンコンサート　一般の部　春の木漏れ日コンサート 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年4月23日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　花咲か爺さん 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2018年5月18日 リトミック トーンdeすくすくvol.21　ももたろう 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2018年5月21日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　ももたろう 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2018年5月28日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　ももたろう 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2018年6月4日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　おやゆび姫 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2018/6/13～ レッスン 音楽院さくら夙川年間リトミックレッスン開始 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年6月16日 リトミック ミード保育園　リトミック「ピクニックへ行こう」 東淀川区ミード保育園
2018年6月19日 リトミック 香芝まみケ丘保育所
2018年6月25日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　おやゆび姫 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2018年7月2日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　ジャックと豆の木 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2018年7月14日 演奏 音楽院0歳からのファミリーコンサート　不思議な宝箱 兵庫県西宮市フレンテホール
2018年7月23日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　ジャックと豆の木 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2018年8月6日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　人魚姫 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2018年8月20日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　人魚姫 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2018年8月27日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　かぐや姫 兵庫県西宮市プレラホール練習室
2018年8月31日 リトミック トーンdeすくすくvol.22　かぐや姫 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2018年9月3日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　かぐや姫 兵庫県西宮市フレンテホール練習室
2018年9月13日 医療現場 遺族会「つゆくさ会」コンサート 国立医療法人刀根山病院
2018年9月19日 リトミック ホップランド　リトミック　茶色 大阪府池田市　細河コミュニティセンター
2018年9月27日 リトミック わたぼうし　リトミック　茶色 大阪府池田市井口堂公民館
2018年10月1日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　オズの魔法使い 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年10月5日 教育 高校生へのリトミック 大阪府立千里青雲高等学校
2018年10月13日 演奏 音楽院0歳からのファミリーコンサート　秘密の美術館 兵庫県西宮市フレンテホール
2018年10月15日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　オズの魔法使い 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年10月19日 リトミック ピクニックへ行こう 甲南同胞幼稚園
2018年10月22日 リトミック トーンdeすくすくvol.23　オズの魔法使い 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2018年10月25日 演奏 幼稚園コンサート　10月お誕生日会 箕面自由学園幼稚園
2018年11月1日 教育 高校生へのリトミック 大阪府立千里青雲高等学校
2018年11月5日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　大きなかぶ 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年11月16日 リトミック ラウンズ・アイ　「絵本で楽しいリトミック　オズの魔法使い」 大阪府池田市保育ステーション「もりもりkids」
2018年11月19日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　大きなかぶ 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年11月20日 演奏 兵庫県民交流大会　オープニング式典演奏 兵庫県尼崎市アルカイックホール・ミニ
2018年11月24日 リトミック 保育園コンサート　ジャックと豆の木 兵庫県西宮市一麦保育園
2018年11月26日 リトミック トーンdeすくすくvol.24　おおきなかぶ 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2018年12月3日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　マッチ売りの少女 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年12月17日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　マッチ売りの少女 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2018年12月21日 リトミック トーンdeすくすくvol.24　マッチ売りの少女 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2018年12月22日 演奏 クリスマスコンサート　～光、祈りと喜び～ 兵庫県西宮市　アートスペース萌芽ホール
2019年1月7日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　一寸法師 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2019年1月18日 リトミック トーンdeすくすくvol.25　一寸法師 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2019年1月21日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　一寸法師 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2019年1月25日 教育 小学校アウトリーチプログラム 兵庫県西宮市立樋上小学校
2019年2月4日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　雪の女王 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2019年2月16日 リトミック ファミリア　1ｓｔバースデーイベント　リトミックでダンスパーティー ファミリア神戸本店レストラン　color of time
2019年2月25日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　雪の女王 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2019年3月1日 演奏 桜井谷東小学校創立40周年記念コンサート（音楽院主催） 大阪府豊中市立桜井谷東小学校
2019年3月4日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　おむすびころりん 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2019年3月9日 リトミック ファミリア　1ｓｔバースデーイベント　リトミックでダンスパーティー ファミリア神戸本店レストラン　color of time
2019年3月15日 リトミック トーンdeすくすくvol.26　おむすびころりん 大阪府池田市　テアトロ・ルセロ
2019年3月23日 リトミック ファミリア　ハーフバースデーイベント　リトミックでダンスパーティー ファミリア神戸本店レストラン　color of time
2019年3月25日 リトミック 音楽院　絵本で楽しいリトミック　おむすびころりん 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
2019年3月30日 リトミック ファミリア　2ndバースデーイベント　リトミックでダンスパーティー ファミリア神戸本店レストラン　color of time
2019年4月1日 リトミック 音楽院　リトミックの12つき　魔法の鍵と初めての冒険 大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校


