年

年

月

日

こうばこの会

主要公演記録

会場

平成5年 1993

2月

第１回公演

北区 長村宅

平成5年 1993

3月

第２回公演

北海道 サロマ湖のホテル

平成5年 1993

4月

第３回公演

北区 長村宅

平成5年 1993

6月

第4回公演

新宿区 失明者更生館

平成5年 1993

12月

第5回公演

新宿区 庄や 高田馬場店

平成6年 1994

4月

第6回チャリティー公演

新宿区 失明者更生館

平成6年 1994

5月

1日 第7回チャリティー公演

新宿区 失明者更生館
新宿区 失明者更生館

平成6年 1994

9月

4日 第８回チャリティー公演

平成6年 1994

12月

8日 第9回チャリティー公演

平成7年 1995

新宿区 西早稲田授産所

平成7年 1995

9月

新宿区 西早稲田授産所

平成7年 1995

11月

平成7年 1995

12月 23日 第12回チャリティー公演

平成8年 1996

4月 21日 第13回チャリティー公演

港区 アート村六本木

8月 25日 第14回チャリティー公演

杉並区 方南会館

平成8年 1996

3日 第11回チャリティー公演

平成8年 1996

10月 26日 慰問公演

平成8年 1996

11月

平成8年 1996

12月 15日 第15回チャリティー公演

2日 慰問公演

「こうばこの会」と命名、チャリティー募金開始

杉並区 阿佐ヶ谷ゴールド街

5月 21日 第10回チャリティー公演
4日 慰問公演

特記事項
発足

横浜市 特養老人ホーム さくら苑
港区 東京都障害者福祉会館

コンクール形式

こうばこ賞受賞：長村憲治

晴眼者が初共演

北区 養護施設 星美ホーム
横浜市 特養老人ホーム さくら苑
武蔵野市 武蔵野芸術劇場

協賛：トヨタ自動車

平成9年 1997

2月 12日 明治生命JYVAボランティア講座

千代田区 明治生命本社別館

協力出演

平成9年 1997

3月

杉並区 高井戸地域区民センター

アニマルズ自主公演

平成9年 1997

4月 13日 第16回チャリティー公演 第1部

新宿区 代々木八幡区民会

メルヘン・ステージ

平成9年 1997

4月 27日 第16回チャリティー公演 第2部

新宿区 代々木八幡区民会館

ドラマチック・ステージ

平成9年 1997

6月

杉並区 産業商工会館

アニマルズ自主公演

平成9年 1997

6月 15日 ベトナムの友達を囲む会

新宿区 四谷区民センター

協力出演

平成9年 1997

8月

中央区 高島屋会議室

協力出演

平成9年 1997

8月 24日 第17回チャリティー公演

港区 赤坂区民センター

協力：劇団東京クラブ

平成9年 1997

9月 23日 アニマルズ・ＬＬ自主公演

杉並区 高円寺会館

平成9年 1997

9月 23日 アニマルズ自主公演

杉並区 高円寺会館

平成9年 1997

9月 27日 ひまわり＆こうばこ

8日 杉並区福祉まつり

7日 杉並社協 う・ぇ・るフェスタ'97
8日 高島屋ボランティア講座

4日 明治生命JYVAボランティア講座

杉並区 高円寺会館

協力出演

仙台市 シルバーセンター

協力出演

平成9年 1997

10月

平成9年 1997

10月 12日 慰問公演

新宿区 特養老人ホーム原町

協力：経団連１％クラブ

平成9年 1997

11月 26日 1%クラブ バリアフリークリエーション

中央区 ビクターニッパーズギンザ

協力：経団連１％クラブ

平成9年 1997

12月

豊島区 南大塚ホール

協賛：トヨタ自動車

平成9年 1997

12月 20日 ビューティ・ムーン自主公演

7日 第18回チャリティー公演

渋谷区 ＴＶジャンクション

平成10年 1998

2月 11日 ろうどくの会

中野区 中野勤労福祉会館

自主公演

平成10年 1998

2月 21日 共にいきる ふれあいコンサート

新宿区 新宿文化センター

アニマルズ協力出演

平成10年 1998

3月 28日 慰問公演

横浜市 特養老人ホーム さくら苑

平成10年 1998

3月 28日 大田区社協 みんなのつどい

大田区ボランティアセンター

平成10年 1998

4月

6日 ロータリークラブ

台東区 上野ロータリークラブ

アニマルズ協力出演

平成10年 1998

5月

2日 第19回チャリティー公演

千代田区 カスケードホール

会則を制定（4月） 会員割引開始

平成10年 1998

6月 21日 ＬＬカンパニー自主公演

中央区 リクルート

協力：リクルート

平成10年 1998

7月

武蔵野市 三鷹ＹＭＣＡ

協力出演

平成10年 1998

7月 16日 全電通データ地方本部研修会

江東区 ＮＴＴデータ通信

協力出演

平成10年 1998

8月 29日 第20回チャリティー公演

武蔵野市 武蔵野スィングホール

平成11年 1999

1月 16日 第21回チャリティー（東）公演

葛飾区 堀切地区センター

協力出演：飯塚小学校 協賛：トヨタ自動車

平成11年 1999

1月 24日 第21回チャリティー（西）公演

武蔵野市 武蔵野スィングホール

協賛：トヨタ自動車

平成11年 1999

3月

横浜市 横浜ラポール シアター

協力出演：一ノ蔵男声合唱団

平成11年 1999

7月 20日 第23回チャリティー公演

葛飾区 堀切地区センター

協賛：トヨタ自動車・三井海上火災・リクルート

平成11年 1999

11月 20日 第24回チャリティー公演

江東区 森下文化センター

平成12年 2000

3月 18日 第25回チャリティー公演

川口市 リリア 催し広場

平成12年 2000

8月

杉並区 音や金時

昼夜２回公演

太田区 アプリコ 小ホール

協力出演：飯塚小学校 協賛：トヨタ・リクルート

平成12年 2000

9日 YMCA緑会

6日 第22回チャリティー公演

6日 第26回チャリティー公演

11月 19日 第27回チャリティー公演

平成13年 2001

4月 21日 第28回チャリティー公演

平成13年 2001

10月 14日 第29回チャリティー公演

平成14年 2002

4月 13日 第30回チャリティー公演

荒川区 ムーブホール

9月 12日 第31回チャリティー公演

太田区 アプリコ 小ホール

平成14年 2002
平成14年 2002
平成15年 2003
平成15年 2003

11月 26日 福祉レクNW 福島ワークショップ

大田区 大田区民プラザ 小ホール

福祉レクリエーションネットワークｉｎふくしま 協力出演

4日 第32回チャリティー公演

練馬区 ゆめりあホール

協賛：トヨタ自動車・リクルート

7月

5日 ぼらんてぃあ・フォーラム

大和市 聖セシリア女子短期大学

協力出演

平成15年 2003

11月

筑波大学附属盲学校

2日 附属盲 雑司ヶ谷祭

1月 31日 語りの花束 Vol.1
4月 10日 第34回チャリティー公演
11月 13日 アートＮＰＯ杉並・活動報告展
11月 20日 第35回チャリティー公演

荒川区 ムーブホール

協賛：リクルート

杉並区 セシオン杉並

協力出演

横浜市 横浜ラポール シアター

平成17年 2005

2月 11日 語りの花束 Vol.2

杉並区 喫茶店 沙羅

平成17年 2005

4月 23日 第36回チャリティー公演

江東区 深川江戸資料館

平成17年 2005

10月

平成17年 2005

12月 25日 こうばこクリスマススペシャル

8日 第37回チャリティー公演

平成18年 2006

4月 16日 第38回チャリティー公演

平成18年 2006

10月 21日 第39回チャリティー公演

豊島区 南大塚ホール
大田区 文化の森ホール
横浜市 かなっくホール
武蔵野市 武蔵野スィングホール

平成19年 2007

1月 21日 語りの花束 Vol.3

杉並区 ギャラリー遊美

平成19年 2007

4月 28日 第40回チャリティー公演

川崎市 ラゾーナ川崎プラザ

平成19年 2007

11月

3日 第41回チャリティー公演

江東区 深川江戸資料館

平成20年 2008

2月 16日 語りの花束 Vol.4

杉並区 ギャラリー遊美

平成20年 2008

6月

浦安市 WAVE101中ホール

平成20年 2008

1日 第42回チャリティー公演

10月 13日 第43回チャリティー公演

協力出演

渋谷区 ギャラリーセガワ

━以後、協力出演・慰問公演・図書館朗読が活発になり、掲載を省略━
平成16年 2004

協賛：リクルート

5月

江東区 深川江戸資料館

平成16年 2004

協賛：トヨタ自動車・リクルート 会員無料化

会津若松市

10月 12日 第33回チャリティー公演

平成16年 2004

協賛：トヨタ自動車

豊島区 南大塚ホール

平成15年 2003
平成16年 2004

アニマルズ協力出演

太田区 アプリコ 小ホール

平成21年 2009

1月 31日 語りの花束 Vol.5

杉並区 ギャラリー遊美

平成21年 2009

4月 25日 第44回チャリティー公演

港区 東京都障害者福祉会館

平成21年 2009

9月 19日 第45回チャリティー公演

荒川区 ムーブホール

年

年

平成22年 2010

こうばこの会

月

日

2月

6日 語りの花束 Vol.6

主要公演記録

平成22年 2010

5月 29日 第46回チャリティー公演

平成22年 2010

10月 23日 第47回チャリティー公演

平成23年 2011
平成23年 2011

5月 29日 第48回チャリティー公演

港区 東京都障害者福祉会館

平成24年 2012

4月
4月

平成25年 2013

10月

平成26年 2014

4日 第49回チャリティー公演

横浜市 横浜ラポール シアター

7日 語りの花束 Vol.8

杉並区 ギャラリー遊美

11月 22日 第50回チャリティー公演

平成25年 2013
平成26年 2014

横浜市 横浜ラポール シアター
杉並区 ギャラリー遊美

12月

杉並区 ギャラリー遊美

5日 第51回チャリティー公演

中野区 なかの芸能小劇場

11月 22日 第52回チャリティー公演

横浜ラポール芸術市場参加公演

横浜ラポール芸術市場参加公演

大田区 大森スポーツセンター

6日 語りの花束 Vol.9

4月 12日 語りの花束 Vol.10

特記事項

港区 東京都障害者福祉会館

1月 22日 語りの花束 Vol.7

平成23年 2011
平成24年 2012

会場
杉並区 ギャラリー遊美

杉並区 ギャラリー遊美
港区 東京都障害者福祉会館

20周年記念公演

