
1995. 07.09 第１期生結成式（指導者：武藤憲夫、阿部洋司） 黒部市勤労青少年ホーム
10.19 黒部市国際文化センター完成記念式典出演 コラーレ
12.02 公開レッスン（講師：建部知弘・友井昌美） コラーレ
12.23 僕らのクリスマスシーズン出演 コラーレ

1996. 01.15 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
01.28 第14回黒部市青年祭出演 コラーレ
02.08 第13回北日本新聞社主催北日本フォーラム出演 北日本新聞社ホール
03.02～ 劇団フロンティア「ブンナよ 木からおりてこい」出演 コラーレ
03.21 NHKラジオ全国放送「ネットワークにっぽん」出演
04.13 宮野山フェスティバル開会式アトラクション出演 宮野運動公園体育館
05.12 彩りとやま緑化祭「緑と水のフェスティバル」出演 黒部市総合公園
08.12 １st コンサート コラーレ
11.08 全国水の郷サミット アトラクション出演 コラーレ
11.10 黒部学園祭りアトラクション出演 黒部学園

1997. 03.20 タンカー流出重油漂着海岸救済チャリティーコンサート出演 コラーレ
04.18 宮野山フェスティバル前夜祭アトラクション出演 コラーレ
04.19 宮野山フェスティバル開会式アトラクション出演 宮野運動公園体育館
06.14 特別養護老人ホーム越野荘訪問演奏 越野荘
08.01 くろべ納涼楽市アトラクション出演 三日市商店街
08.11 ２nd コンサート コラーレ
11.02 コラーレ誕生祭 アトラクション出演 コラーレ
11.15 生地公民館フェスティバル アトラクション出演 生地コミュニティセンター

1998. 03.20～ メーコン国際桜祭り招待演奏 アメリカ・メーコン市
04.17 メーコン市親善訪問団歓迎交流会出演 ロイヤルバリー黒部
04.18 くろべ「はな」まつりオープニングセレモニー出演 コラーレ
05.23 コラーレ・エントランス・コンサート コラーレ
06.06 芸文協まつりアトラクション出演 コラーレ
06.11 水環境フォーラムアトラクション出演 コラーレ
07.12 Ｏグループ結成式（指導者：武藤憲夫） コラーレ
07.23 黒部ライオンズクラブ地区ガバナー公式訪問記念式典出演 パレス扇寿
07.31 くろべ納涼楽市アトラクション出演 三日市商店街
08.11 ３rd コンサート コラーレ
08.22 コラーレ・サマーフェスティバル出演 コラーレ
11.01 コラーレ誕生祭アトラクション出演 コラーレ
11.07 黒部市少年少女活動実践意見発表大会 出演 コラーレ

1999. 01.05 コラーレ・エントランス・コンサート コラーレ
04.10 くろべHANAまつりオープニングセレモニー出演 コラーレ
04.11 くろべHANAまつりコンサート ゲスト出演 コラーレ
05.25 NHK富山放送局「イブニングワイド」出演
06.13 石田地区敬老会アトラクション出演 黒部市社会福祉センター
07.31 くろべ納涼楽市アトラクション出演 三日市商店街
08.12 ４th コンサート コラーレ
09.23 県民文化祭オープニングフェスティバル出演 新川文化ホール

2000. 01.30 ドラマキッズ「アマガエル ピョン太の大冒険」出演 コラーレ

コラーレ・キーボードオーケストラ　プロフィール



04.15 メーコン市親善訪問団歓迎パーティー出演 YKK黒部寮
06.24 YKKファミリーフェスティバル アトラクション出演 YKK体育館
07.29 くろべ納涼楽市アトラクション出演 三日市商店街
08.12 ５th コンサート コラーレ
08.26 HANAまつり開場式アトラクション出演 コラーレ
10.15 とやま国体バレーボール競技開会式出演 黒部市総合体育センター
11.04 スキヤキ・スティール・オーケストラ ＆ ＣＫＯコンサート コラーレ
11.12 食祭とやま アトラクション出演 魚津ありそドーム

2001. 01.07 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
01.14 ドラマキッズ公演「BU-N-NA!!」ゲスト出演 コラーレ
03.03 スキヤキ・スティール・オーケストラ ＆ ＣＫＯコンサート ヘリオス
08.11 全国中学生空手道選手権大会 開会式出演 黒部市総合体育センター
08.12 ６th コンサート コラーレ
08.24 メーコン市長来市・歓迎式アトラクション出演 黒部市役所
08.25 おもっしょいまつり アトラクション出演 メルシー駐車場
09.09 黒部ライオンズクラブ40周年記念式典にて活動基金拝受 YKK50ビル

2002. 01.13 市成人式アトラクション出演 コラーレ
01.27 リトル・カルチャークラブ シンポジウム公開練習出演 コラーレ

 
2003. 01.10 ７th コンサート コラーレ

01.12 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
05.23 NHKみんまいけ富山 生出演 コラーレ
11.08 食祭とやま オープニングセレモニー出演 黒部市総合体育センター

2004. 01.11 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
11.06 黒部市市制施行50周年記念式典アトラクション出演 コラーレ
12.23 ８thコンサート（指導者：Ｃ 西村孝徳、Ｏ 武藤憲夫） コラーレ

2005. 01.11 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
03.12 ジャパンカップビーチボール選手権

富山県黒部大会 開会式アトラクション出演
黒部市総合体育センター

08.03～ 姉妹都市提携35周年記念スネーク市親善訪問文化交流 オランダ・スネーク市
10.22 とやま国際草の根交流賞受賞 CiC ビル
11.03 コラーレ開館10周年記念式典アトラクション出演 コラーレ
12.23 ９thコンサート コラーレ

2006. 01.08 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
05.21 新黒部市誕生記念式典アトラクション出演 コラーレ
07.30 黒部川水のフェスティバル アトラクション出演 黒部川河川敷公園
11.12 新川むつみ園祭アトラクション出演 新川むつみ園

2007. 01.07 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
01.20 10thコンサート コラーレ

2008. 01.13 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
01.19 Ｃグループ・パーティーコンサート コラーレ
04.01 財団法人ローランド芸術文化振興財団機材助成
11.30 青少年育成富山県民会議会長表彰

（青少年団体・グループの部）
富山県総合福祉会館



2009. 01.11 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
02.26 平成20年度黒部市教育文化表彰（青少年健全育成活動） 黒部市役所宇奈月庁舎
05.14 北信越市長会総会アトラクション出演 宇奈月ニューオータニホテル
05.16 11thコンサート コラーレ

2010. 01.10 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
09.20 宇奈月モーツァルト音楽祭出演 宇奈月ニューオータニホテル
12.23 12th コンサート コラーレ

2011. 01.09 黒部市成人式アトラクション出演 コラーレ
03.27 ドラマキッズ公演「BU-N-NA!!」ゲスト演奏 コラーレ
11.04 姉妹都市交流JAZZライヴ ゲスト出演 コラーレ
12.23 13th コンサート コラーレ

2012. 08.07 コラーレ探検ツアー出演 ミニ・コンサート コラーレ

2013. 01.20 14th コンサート（指導者：Ｃ 西村孝徳、Ｏ 滝沢卓） コラーレ
04.29 コラーレ de フリーマーケット アトラクション演奏 コラーレ
08.30 黒部ショッピングセンター メルシー ミニコンサート メルシー
09.07 とやまっ子みらいフェスタ アトラクション出演 黒部市総合体育センター
09.21 宇奈月モーツァルト音楽祭出演 宇奈月温泉

2014. 02.15 15th コンサート コラーレ
04.13 第15回 石田黒瀬川 桜まつり ゲスト演奏 石田地区
04.29 コラーレ de フリーマーケット アトラクション演奏 コラーレ
09.21 宇奈月モーツァルト音楽祭出演 宇奈月温泉
11.22 青少年育成黒部市民会議 アトラクション演奏 コラーレ

2015. 03.13 新幹線開業メモリアル前夜祭 アトラクション演奏 黒部宇奈月温泉駅
05.24 黒部名水マラソン アトラクション演奏 黒部市総合運動公園
05.31 コラーレ de フリーマーケット アトラクション演奏 コラーレ
07.05 16th コンサート（指導者：Ｃ 土居浩子、Ｏ 滝沢卓） コラーレ
09.27 小杉まちなみアート出演 射水市
12.17 国際交流サロン クリスマスパーティー アトラクション演奏 コラーレ

2016. 04.29 コラーレ de フリーマーケット アトラクション演奏 コラーレ
07.03 17thコンサート（指導者：Ｃ 藤田沙緒里、Ｏ 滝沢卓） コラーレ
07.26 コラーレ・セレネ・美術館 ドキドキ探検バスツアー

アトラクション演奏
コラーレ

09.22 くろべ牧場「カノン」音楽祭 アトラクション演奏 くろべ牧場
09.25 ココロ合唱隊 20thコンサート ゲスト出演 コラーレ

2017. 04.29 コラーレ de フリーマーケット アトラクション演奏 コラーレ
05.27 第46回全国林業後継者大会2017

交歓の夕べ アトラクション演奏
宇奈月温泉

07.09 18thコンサート コラーレ
10.11 メーコン・ビブ郡訪問団 夕食会アトラクション演奏 くろべ牧場

2018. 04.29 コラーレ de フリーマーケット アトラクション演奏 コラーレ
11.03 ねんりんピック富山2018 黒部会場 開始式

オープニングアトラクション出演
コラーレ



2019 01.20 19thコンサート（指導者：Ｃ 相澤智美、Ｏ 滝沢卓） コラーレ
04.29 コラーレ de フリーマーケット アトラクション演奏 コラーレ
08.25 24時間ぶっとおしライヴ出演 コラーレ
09.30 小杉まちなみアート出演 射水市

2020 02.11 20thコンサート コラーレ


