
開催日 公演名 会場 備考

1978年

2003/02/23(日) 合唱フェスティバル 大ホール

12/14(日) ウィーン・アマデウス少年合唱団　～ウィーンの森のクリスマス～ 大ホール

2004/02/22(日) 合唱フェスティバル 大ホール

03/27(土) 第26回定期演奏会 大ホール

12/26(日) 那須野が原ハーモニーホール開館10周年記念合同演奏会 大ホール 合唱組曲「美しい星に」初演

2005/02/13(日) 合唱フェスティバル 大ホール

03/13(日) 第27回定期演奏会 大ホール

12/11(日) スウィングル・シンガーズ〈クリスマス・コンサート〉 大ホール 同日に公開ワークショップ

2006/02/12(日) 合唱フェスティバル 大ホール

03/11(土) 第28回定期演奏会 大ホール

09/10(日) 合唱フェスティバル 大ホール

10/29(日) ヴェロニゲローデ合唱団 大ホール

西那須野少年少女合唱団創立。県内外はもとより、海外公演なども行っていた。2002年4月より那須野が原少年少女合唱団となる。



2007/02/24(土) 第29回定期演奏会 大ホール

09/09(日) 合唱フェスティバル 大ホール

11/11(日) 秋の特別企画 ファミリーコンサート 大ホール 共演：トリオ・ラ・プラージュwithフレンズ

2008/03/23(日) 第30回定期演奏会 大ホール

09/07(日) 合唱フェスティバル 大ホール

11/08(土) 第38回栃木県少年少女合唱団合同演奏会 大ホール

2009/03/22(日) 第31回定期演奏会 大ホール

07/03(金) ブルガリア・コスミック・ヴォイセズ合唱団 大ホール

09/06(日) 合唱フェスティバル 大ホール

12/21(月) ハッピーライブスタイル 喫茶ラウンジ

2010/02/20(土) 第32回定期演奏会 大ホール

03/07(日)
那須野が原ハーモニーホール開館15周年記念事業

歌劇「カルメン」（演奏会形式上演）
大ホール 音楽監督・指揮：大勝秀也

09/20(月) 合唱フェスティバル 大ホール

11/06(土) 那須塩原市合併5周年記念式典 黒磯文化会館



12/15(水) エレキサウンド＆合唱 第1ギャラリー

2011/02/19(土) 第33回定期演奏会 大ホール
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」

共演： 佐々木由布

09/04(日) 合唱フェスティバル 大ホール

12/24(土)
ヴォーカルアンサンブルAyaConcerto

聖夜に寄せる歌声Ⅹ
大ホール

11/23(水) 森昌子 ふるさとコンサート ～春夏秋冬こころのうた～ 大ホール

2012/03/09(金)
谷村新司　トーク＆ライブキャラバン　ココロの学校

～音で始まり、歌で始まる～
大ホール

02/04(土) 第34回定期演奏会 大ホール 共演：渚智佳、田口美里

08/12(日) 宮川彬良＆アンサンブル・ベガ 大ホール

09/23(日) 那須フィルハーモニー管弦楽団 名曲コンサート 大ホール 指揮：大井剛史

12/21(金) クリスマス・コンサート 第1ギャラリー

2013/02/10(日) 第35回定期演奏会 大ホール 共演：オノーレ・カンバ・バンビーノ！

12/20(金) クリスマス・コンサート 第1ギャラリー

2014/01/26(日) 未来の音楽授業！　アキラ塾 小ホール 出演：宮川彬良、岡崎裕美

03/15(土) 第36回定期演奏会 大ホール



08/24(日) 千の音色でつなぐ絆コンサート 大ホール 依頼出演

09/28(日) 那須野が原ハーモニーホール20周年記念コンサート 大ホール ジャン=フィリップ・メルカールト

11/09(日) 晴風園出張コンサート 晴風園

12/19(金) クリスマス・コンサート 第1ギャラリー

2015/02/08(日) 第37回定期演奏会 大ホール

03/22(日) 20周年記念事業 ミュージカル「森は生きている」 小ホール
演劇講座発表会

特別出演：渚智佳

08/19(水) たかはら学園 出張依頼コンサート たかはら学園 依頼出演

11/15(日) ケアハウスもちが丘 出張コンサート ケアハウスもちが丘

12/18(金) クリスマス・コンサート 第1ギャラリー

2016/01/11(月) ニューイヤーコンサート 第1部：ニューイヤー・オルガン 大ホール ジャン=フィリップ・メルカールト

02/21(日) 第38回定期演奏会 大ホール

03/20(日) なかがわ水遊園 出張コンサート 栃木県なかがわ水遊園

10/30(日) 岡本知高 Concerto del Sopranista 2016-2017那須野が原公演 大ホール 岡本知高、河原忠之

11/12(土) なすしおばら まなび博覧会（なしお博）
宇都宮共和大学

那須キャンパス
依頼出演



12/17(土)
Xmas国際音楽祭オープニング・コンサート

ジュニアオーケストラ・ワークショップ第3回定期演奏会
大ホール 指揮：小森康弘

12/23(金) なすのがはら ちびっこたちの音楽会 第1ギャラリー

2017/01/09(月) ニューイヤーコンサート 第2部：オペラ「カルメン」ハイライト 大ホール 御邊典一、御邊大介

02/26(日) 第39回定期演奏会 大ホール
合唱シアター「ブレーメンの音楽隊」

共演：劇団らくりん座有志ほか

03/25(土) ミニコンサート in 道の駅与一の郷 与一伝承館

06/01(木) Canon Presents ウィーン少年合唱団 大ホール アンコールで共演

08/11(金) 第2回「山の日」記念全国大会 in 那須2017 那須町文化センター
依頼出演

共演：加藤登紀子

　同上　歓迎フェスティバル 余笹川ふれあい公園
依頼出演

初の野外ステージ

12/16(土) ジュニアオーケストラ・ワークショップ第4回定期演奏会 大ホール 指揮：小森康弘

2018/03/10(土) 第40回定期演奏会 大ホール
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」

共演：渚智佳、田代直子 ほか

07/14(土) 第28回那須国際交流フェスティバル 大ホール
依頼出演

(豪)ワラタ少女合唱団、黒磯高校合唱部

08/18(土) 早稲田大学合唱団 サマーコンサート 大ホール 依頼出演

09/30(日) 勝山雅世オルガン・リサイタル 大ホール ヴァイオリン：廣海史帆

11/18(日) IL DEVU CONCERT ～イル・デーヴ コンサート～ 大ホール



12/08(土) 足利 カンマーオーケスター　那須野が原公演 大ホール 指揮：海老原光

2019/03/16(土) 第41回定期演奏会 朗読と合唱による「100万回生きたねこ」 大ホール 朗読：澳原菜代子

10/27(日) 島田歌穂＆島健Duoコンサート 大ホール

12/24(火) クリスマス・キャロリング ロビー大ホール階段 オルガン＆ハンドベルのウェルカムコンサート

2020/03/22(日)

25周年記念 合唱団合同演奏会

那須野が原ハーモニーホール合唱団第14回定期演奏会

那須野が原少年少女合唱団第42回定期演奏会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

大ホール

ヴァイオリン：渡邊弘子

ソプラノ：中江早希

バリトン：原田圭

2021/02/21(日)
那須野が原少年少女合唱団第43回定期演奏会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
大ホール

2022/03/19(土)
那須野が原少年少女合唱団第44回定期演奏会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
大ホール

2022/12/18(日) 那須野が原少年少女合唱団第45回定期演奏会 大ホール
音楽物語「泣いた赤おに」

語り：古賀みちる

2022/12/21


