
芦垣雪衣 過去の出演歴（2016.7～） 
 

２０２０年１１月２９日（日） 

第３回 箏三絃 教室合同演奏会 

＠なかの芸能小劇場 

開場１２：３０ 

開演１３：００ 

 

 

２０２０年９月２１日（月祝） 

NHK-FM ラジオ 

邦楽のひととき〈尾上の松〉 

午前１１：２０～１１：５０ 

唄と三絃 松井美千子 

唄と箏 芦垣雪衣 

尺八 芦垣皋盟 

 

 

２０２０年９月２１日（月祝） 

2020 年皋盟会演奏会 

＠巣鴨地域文化創造館 

開場１２：００ 

開演１２：３０ 

 

 

２０２０年８月１０日（月祝） 

ファミ箏オンラインコンサート 

＠全日経ホール 

 

 

２０２０年２月２９日（土）～３月１日 

あいおいオーケストラ 関西ツアー公演 

２９（土）＠アピカホール（西脇市） 

１２：４５開場 １３：３０開演 

 

１(日)＠姫路パルナソスホール 

１３：１５開場 １４：００開演 

 

 

２０２０年１月１３日（月祝） 

和楽器オーケストラあいおい 

結成２０周年記念コンサート 

＠紀尾井ホール（大ホール）東京都四ツ谷 

１３：００開場 

１３：３０開演 

 

 

２０２０年１月１日㈯～１月３日㈪ 

新春ウエルカムロビー演奏 

＠熱海後楽園ホテル 

 

 



２０１９年１２月８日(日) 

第５８回 三味線組歌演奏会 

 ＠ﾛｰﾑｼｱﾀｰ京都サウスホール 

１２：３０開演 

演奏曲目【京鹿子】 

 

 

２０１９年１０月１４日（月祝） 

あいおい新潟公演 

＠りゅーとぴあコンサートホール 

 

 

２０１９年１０月１１日（金） 

現代箏曲の名曲と新進作曲家作品 

～音燦らかに～ 

KO･TO2･KAI(ｺﾄ ﾄｳｶｲ) コンサート 

＠東京オペラシティ リサイタルホール 

開演 １９：００ 

 

 

２０１９年９月７日（土） 

第２回教室合同演奏会 

＠なかの芸能小劇場 

13:30 開演 

 

 

２０１９年８月１７日（土） 

箏曲宮城会関東支部 第１２回演奏会 in 東京 

＠国立劇場 大劇場（半蔵門駅から徒歩５分） 

開演１３：００ 

演奏曲目 石橋（終曲から二曲目の出演） 

 

 

２０１９年８月１２日（月祝） 

～０歳から大人まで！みんなでたのしめる！～ 

ファミ箏の夏休み和楽器コンサート 

＠全日警ホール（京成八幡駅から徒歩５分） 

１０：３０開演 

 

 

２０１９年７月２７日(土)、２８(日) 

ようこそ！邦楽＠紀尾井小ホール 

 

 27（土）誰でもトライアル 

 第１部 楽器紹介（約 30 分） 

 第２部 和楽器体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（1.5 時間） 

 第３部 あいおいによる演奏（約 30 分） 

 12 時半開場 13 時開演 

 

28（日）邦楽の手ほどき～学べる和楽器～ 

 第１部 楽器紹介、演奏 

 第２部 和楽器体験、箏講座ほか 



 

 

２０１９年５月３日（金）～５（日） 

金沢城公園・兼六園 春のおもてなし 

生演奏ライトアップコンサート 

＠玉泉院丸庭園（石川県金沢市) 

 

 

２０１９年５月１日（水祝） 

ファミ箏の模範演奏会 

＠亀戸文化センターホール 

昼の部 １３：３０開演  夜の部 １８：００開演 

〈演奏曲目〉 

夢の輪、千本桜、Let It Go～ありのままで～、さらし風手事、流星群 他 

 

 

 

２０１９年２月 8 日（土）～１１(月) 

千夜一夜座 第十回公演 

清少納言～千年のかくしごと～ 

＠池袋シアターグリーン ベースシアター 

 

 

２０１９年２月２日（土） 

三味線本手組歌の会 

＠国立文楽劇場（大阪） 

開演 12 時 

演奏曲目 松虫 

 

 

２０１９年１月２６日（土） 

YUKIE.A 2019 NEW YEAR SOLO LIVE  

@六本木 Softwind 

１８：１５ OPEN 

１９：００ START 

charge ￥３２００ +２order+消費税 

guest：浅野 藍 

 

 

２０１９年１月１０（木）、２４日（木） 

Japanese traditional music 

ZAKURO-show!! (和楽器ライブ) 

出演：あいおい SIX 

１st １５：００～ 

２st １７：００～ 

演奏曲目  

戦場のメリークリスマス、松竹梅、証城寺のスケルツォ 明日があるさ、上を向いて歩こう 装画 他 

 

 

２０１９年１月１日（火）～３日（木） 

熱海後楽園ホテル ウエルカム演奏 

 

 

２０１８年１２月２２日（土） 



箏．三絃 DUO LIVE 

＠nakano ｆ （なかの エフ） 

出演 芦垣雪衣、浅野藍 

 

 

２０１８年９月２８日（金） 

朋の会 第３回定期演奏会 

＠ｻﾞ コンサートホール電気文化会館 
演奏曲目 たぬき 日本民謡による組曲 

 

２０１８年９月１７日（月.祝） 

福永千恵子＆ 

ｄｅｒ Ｋｒｅｉｓ ｄｅｒ Ｍｕｓｉｋ ｖｏｌ．２ 

＠浜離宮朝日ホール(東京/築地) 

 朝日新聞東京本社 2 階 
   演奏曲目 心象 
 

２０１８年９月８日（土） 

宮城会全国大会 in 福岡 
   演奏曲目 尾上の松 
 

２０１８年８月２５日（土） 

和楽器オーケストラあいおい 

ようこそ、邦楽！ 

＠紀尾井小ホール（東京四ッ谷） 

 

 

２０１８年６月２４日（日） 

沢井箏曲院 香田律子と京香律会 

箏曲演奏会 

＠京都府立文化芸術会館 

12:30 開演 

三絃出演：六段の調、古ざらし、楫枕 

 
 

２０１８年６月９日（土） 

箏・三絃 教室合同演奏会 

＠高円寺 studio Ｋ 〈１階 studio３〉 

第１部 １３：３０～ 

第２部 １５：４５頃 

 〈出演〉 

 雪衣会 

 田辺明箏三味線教室 

 小池摩美箏教室 

 浅野藍三味線・箏教室 

 

 

２０１８年５月２１日（月） 

NHK-FM ラジオ 

邦楽のひととき〈根曳の松〉 

午前１１：２０～１１：５０ 

唄と三絃替手 松井美千子 

唄と三絃本手 芦垣雪衣 



尺八 芦垣皋盟 

 

 

２０１８年５月４日（金） 

【ファミ箏】LIVE イベント 

東京ゲームタクト 2018 

＠大田区民ホール アプリコ 

開演 13:00～13:45 

曲目：討鬼伝、源平討魔伝、大神 

 

 

２０１８年４月３０日（月.祝） 

NHK-FM ラジオ 

選、邦楽のひととき〈たぬき〉 

午前１１：２０～１１：５０ 

唄と三絃替手 芦垣美穗 

唄と三絃本手 芦垣雪衣 

 

 

２０１８年３月３日（土） 

EVVIVA！ 

ひな祭りスペシャルライブ 

＠ららぽーと海老名 ３階フードコート内 

16:00~16:30 30 分 1 ステージ 

出演：芦垣雪衣 中嶋ひかる 

 

 

２０１８年２月２７日（火） 

尺八、箏、Piano トリオライブ♫ 

＠大泉学園 in Ｆ(インエフ)  

OPEN 19:00 

START  20:00 

出演：柴 香山〈尺八〉、正城 恵〈ｐｆ〉  

 

 

２０１８年２月１９日（月） 

NHK-FM ﾗｼﾞｵ  邦楽のひととき・選 

演奏曲目〈石橋〉 前半出演 約１５分間 

出演 唄と三絃替手 松井美千子 

   唄と三絃本手 芦垣雪衣 

   尺八 芦垣皋盟 

 

 

２０１８年２月 10 日（土） 

和楽器オーケストラあいおい 

西尾ロータリークラブ 60 周年記念コンサート 

＠西尾市文化会館大ホール(愛知県) 

１４：３０ 開場 １５：００ 開演 

特別出演／東京楽竹団 

 

 

２０１８年１月２４日（水） 

韓日伝統弦楽器 



カヤグムと琴の共演 

～10 面の韓日伝統楽器による独奏とｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ～ 

＠駐日韓国文化院ﾊﾝﾏﾀﾞﾝﾎｰﾙ 

19 時開演 

 

 

２０１８年１月２１日(日) 

【Rinana＆TheBand 暁】イベントライブ 

＠ぐりーんうぉーく多摩 

フードコート内特設ステージ 

１３：００～／１５：００～ 

 

 

２０１８年１月２０日(土) 

【Rinana＆TheBand 暁】イベントライブ 

＠イーアス高尾 １F そよかぜ広場 

１６：３０～ 

出演メンバー＜sax、key、箏＞  

 

 

２０１８年１月６日(土)～７日（日） 

新春 箏三重奏 

＠東京ミッドタウン ガレリア B1F アトリウム 

13:00～／15:00～／17:00～ 

 

 

２０１７年１２月２３日(土) 

ぐりーんうぉーく多摩１０周年記念 

歌とマジックのクリスマス LIVE 

＠ぐりーんうぉーく多摩 

フードコート内特設ステージ 

観覧無料 

１３：００～／１５：３０～ 

  

２０１７年１２月９日（土） 

第５６回三味線本手組歌演奏会 

＠イイノホール（東京都千代田区） 

正午１２時開演 

 

 

２０１７年１２月４日（月） 

北山みつき Birthday LIVE 

【THE BAND 暁】ゲスト出演 

＠六本木クラップス 

開場 １８時半 開演 １９時半 

 

 

2017 年１１月２６日(日) 

新ユニット【THE BAND 暁】 

始動直前プレライブ第２弾♫ 

＠よみうりランド 

１３時～／１６時～／１８時１５分～ 



 

 

2017 年１１月２３日（木） 

新ユニット【THE BAND 暁】 

始動直前プレライブ♫ 

＠グリーンウォーク多摩 

フードコート特設ステージ（観覧無料） 

１st   １３：００～ 

２nd １５：３０～ 

 

 

２０１７年１１月１９日(日) 

第２１回一穗会地唄箏曲演奏会 

～開軒５０周年記念～ 

＠国立劇場小ホール(千代田区隼町 4-1) 

開場 11 時半 開演１２時 （終演 18 時予定） 

 

 

２０１７年１１月１２日(日) 

下村陽子＆ファミ箏 

GAME MUSIC FESTIVAL  

＠奈良県大淀文化会館あらかしホール 

14:30 開場 15:00 開演 

カプコンメドレー、ブレイブリーデフォルトほか 

 

２０１７年１１月３日(金祝) 

第十回 ゆうげん 箏三絃尺八コンサート 

＠広島県民文化センターホール 

13 時半開場 14 時開演 

【八千代獅子編曲】に賛助出演 

 

 

２０１７年１０月２８日（土） 

GAME SYMPHONY JAPAN 

26th CONCERT ATLUS Special 

～ペルソナ 20 周年記念～ 

＠東京オペラシティ コンサートホール 

12 時半開場 

13 時半開演 

＊アンコールのみゲスト出演 ペルソナ音頭（三味線） 

 
 

2017 年１０月 13 （金） 

音楽の街‐狛江 

三島保育園エリアコンサート 

10:30~11:00 

＠三島保育園（園児対象） 

 

 

2017 年１０月４日（水） 

Lotus Duo LIVE 

＠Café ber Lotus (カフェバー･ロートス) 



 開場 19 時 開演 19 時半 

出演：田辺明、芦垣雪衣 

曲目：呼応、阿修羅、尾上の松、秋さやかに 他 

 

 

2017 年１０月２日(月) 

舞浜シェラトン ロビー演奏 

 

 

2017 年１０月１日（日） 

雪咲ゲスト演奏 

キッズ稲刈りイベントスペシャルコンサート 

＠里山十帖(新潟県南魚沼市大沢１２０９−６) 

 

 

2017 年９月６日（水） 

観月会 雪咲ゲスト演奏 

＠グランドエクシブ初島クラブ 庭園 

 

 

2017 年９月１１日(月)、１２（火） 

邦楽のひととき オンエア 

NKK-FM 11(月) １１：２０～ 

    再 12(火)   ５：２０～ 

  三絃二重奏【たぬき】 

 出演：芦垣美穗、芦垣雪衣 

 

 

2017 年９月 23 日（土祝）、24（日） 

雪咲ゲスト演奏 

＠東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆山 

 

 

２０１７年 8 月 19 日(土) 

VGM SPARK -STAGE1- 

[源平討魔伝・激奏禄]  

＠CLUB SEATA 

出演： ファミ箏 

(カプコンメドレー、KAMIKAZE、妖怪道中記、平安京エイリアン、暴れん坊天狗 他) 

 

２０１７年７月２８日(金)～30 日(日) 

和楽器オーケストラあいおい西日本ツアー 

２８(金)＠兵庫県（西脇アピカホール） 

２９(土)＠岡山県（やかげ文化センターホール 

３０(日)＠兵庫県（姫路キャスパホール） 

 

２０１７年７月１６日(日) 

ようこそ！邦楽２０１７ 

＠紀尾井小ホール 

SF 交響ファンタジー〈ゴジラ〉 

巷で話題の戦国メドレー 他 

 



２０１７年７月１５日（土） 

Live33～斎藤純子 箏・十七絃・三絃 Live～ 

＠G FACE CAFE 

    ゲスト 戸川藍山（尺八）、 芦垣雪衣（箏・十七絃） 

曲目：石橋、上弦の曲、El Salvador、箏ふたつ Motion.  他 

 

２０１７年 6 月３日（土） 

雪咲～yura～ゲスト出演 

里山十帖 

田植えイベントスペシャルコンサート 

＠里山十帖(新潟県南魚沼市大沢１２０９−６) 

 

２０１７年 6 月２日(金) 

雪咲〜yura～ 

レコ発記念ライブコンサート 

 ～ゆらっと雪咲へ～ 

＠l'atelier by APC (ラトリエ by エーピーシー) 

渋谷区東 1-26-30 渋谷イーストビル 1F 

ｏｐｅｎ 19:00 ｓｔａｒｔ 19:30 

 

２０１７年５月２日（火）～４日（木） 

金沢城公園・兼六園 春のおもてなし 

生演奏ライトアップコンサート 

＠玉泉院丸庭園（石川県金沢市) 

 

２０１７年３月１９日（日） 

Twinkle Star Wind Orchestra 

@エポックなかはら（川崎市総合福祉センター） 

ファミ箏としてゲスト出演 

 

2017 年２月１３日(月)   

NHK-FM 邦楽のひととき 

地唄箏曲【石橋】オンエア 

   2/13(月)午前 11:20～ (再)２/14(火)午前 5:20～ 

 出演：松井美千子(三絃替手)・芦垣雪衣(三絃本手) 

     芦垣皋盟(尺八) 

 

 

 

 

２０１７年１月１４日（土） 

和楽器オーケストラむつのを 

～日本の音楽を未来に～ 

キッセイ文化ホール 大ホール（長野県松本） 

司会として出演 

 

２０１７年１月１５日（日） 

和楽器オーケストラむつのを 

～心に響く和の音色～ 

駒ヶ根市文化会館 大ホール（長野県駒ヶ根） 

ゲスト：鈴木 福 

司会として出演 



 

２０１７年１月７日（土）８日（日） 

新春 箏三重奏 

＠東京ミッドタウン ガレリア B1F アトリウム 

 

２０１７年１月９日(月祝) 

竹弦囃子 with 芦垣雪衣 

＠中目黒 楽屋 

演奏曲：上弦の曲、甦る五つの歌 他 

 

２０１７年１月３日（火） 

新春邦楽ロビー演奏 

＠ニューサンピア埼玉おごせ 

演奏曲：五段砧、さらし風手事、春の海、山吹 他 

 

２０１７年１月１日（日）、２日(月祝) 

新春邦楽二重奏（箏・尺八) 

ホテルマウント富士 ３F ロビー演奏 

演奏曲：春の海、千鳥の曲、糸 他 

 

２０１６年１２月２５日（日） 

GAME SYMPHONY JAPAN  

21st CONCERT ATLUS Special  

～ペルソナ 20 周年記念～ 

＠サントリー大ホール 

＊アンコールゲスト出演 ペルソナ音頭（三味線） 

 

２０１６年 12 月 16 日(金) 

「雪咲～yura～ ３rd+(plus) DUO LIVE」 

＠神保町 楽屋（らくや） 

演奏曲  クリスマスソング 

     楽 

     El Salvador 

     ジブリメドレー 

     雪咲（新作）   

     上弦の曲  他 

 

 

 

 

2016 年 12 月 17 日（土） 

ファミ箏 第四回演奏会 

＠トッパンホール 

演奏曲：ブレイブリーデフォルトフライングフェアリー、 

     平安京エイリアン、FF より ザナルカンドにて、mother  他 

 

2016 年 12 月１１日(日) 

三味線本手組歌演奏会 

＠京都サウスホール 

演奏曲：松虫（三味線） 

 

2016 年 12 月 10 日（土） 



名古屋音楽大学定期演奏会 

＠名古屋音楽大学内めいおんホール 

演奏曲：石橋（箏） 

 

２０１６年 11 月 22 日（火） 

みやこ風韻 第６回公演 

ジャポニズム振興会 京都公演 

＠京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ 

（京都市左京区下賀茂半木町１－２６） 

演奏曲：新娘道成寺、人形風土記 他 

 

２０１６年１１月１３日（日） 

大仁瑞郷 秋の収穫まつり 

＠大仁農場（静岡県伊豆の国市浮橋） 

箏：芦垣雪衣 

フルート：坂元理恵 

 

２０１６年 11 月 11 日(金) 

「雪咲～yura～ ３rd DUO LIVE」 

＠神保町 楽屋（らくや） 

出演： 雪衣（箏） 

     咲穂（ヴィオラ） 

ゲスト：智春（ピアノ） 

 

演奏曲：上弦の曲 （沢井忠夫） 

     El Salvador （池上眞吾） 

     ジブリメドレー 

     新作初演  他 

 

２０１６年１０月１５日（土） 

「いわき日本音楽クラブ第 14 回コンサート」 

第一部 市内中学校高校箏曲部演奏 

第二部 竹弦囃子  

   ～笛・ギター・箏による現代の和～ 

＠いわきアリオス 音楽小ホール 

出演：愛川聡（ギター） 

    山田路子（篠笛・能管） 

    芦垣雪衣（箏） 

 

２０１６年１０月１６日（日） 

「竹弦囃子 plus」 

＠常勝院 本堂（福島県いわき市平中平窪字岩間６１） 

出演：愛川聡（ギター） 

    山田路子（篠笛・能管） 

    芦垣雪衣（箏） 

 

 

 

2016 年９月１６日(金) 

第２回 朋の会演奏会 

電気文化会館 ザ コンサートホール 



開演/18:30 開場/18:00 

入場料 2,000 円 

 

 

2016 年 8 月 7 日（日曜日） 

ワールド・バンブー・オーケストラ 船橋公演 

和楽器オーケストラあいおい＆東京楽竹団 

15 時開演 

出演：和楽器オーケストラあいおい、東京楽竹団 

友情出演：太田久遠（二胡） 

会場：市民文化ホール 

 

 

2016 年７月１８日(月) 

新日鐵住金株式会社・毎日小学生新聞 特別協賛 

紀尾井の ようこそ、邦楽！2016 

和楽器をやってみよう 

 開演:13 時 

 

 

2016 年７月１１日(月)   

NHK-FM 邦楽のひととき 

地唄箏曲【葵の上】オンエア 

   7/11(月)午前 11:20～ 

 (再)7/12(火)午前 5:20～ 

 出演：芦垣美穗(三絃)・芦垣皋盟(尺八)・芦垣雪衣(箏) 

 


