
会　場 日にち コンサート 演　奏 開始時間
アリエッタホール 11/15 水 サクソフォーンであの名曲を サクソフォーン・ピアノ 12:15
Café de KAORI 11/18 土 中鉢　聡　テノールコンサート テノール 15:00
西口デッキステージ 11/18 土 松戸クリスマスファンタジー オープニングセレモニー 15:00
伊勢丹松戸店 本館11Fイートパラダイス 11/19 日 Marinba&Percussion Duo Bitte クリスマス演奏会 マリンバ・打楽器 12：00、14：00
和伊バールおーる 11/21 火 和伊バール　ブラジリアン・ナイト フルート・ギター 19:00
アリエッタホール 11/23 木・祝 午後のひととき　ピアノリサイタル ピアノ 14:00
サントロペ　1Fホール 11/25 土 Jazz Trio ジャズ 14:00、15:00
松雲亭 11/26 日 チェロと尺八、和洋の楽器を楽しむスペシャルコンサート チェロ＆尺八 11:00
アリエッタホール 11/26 日 島想い 沖縄宮廷舞踊 14:00
スタジオ宝星 11/26 日 シンシアリー☆クリスマスコンサート☆ ソプラノ・ピアノ・フルート 15:00
伊勢丹松戸店 本館11Fイートパラダイス 11/26 日 アルパ　クリスマスコンサート インディアンハープ 12：00、14：00
西口デッキステージ 11/26 日 聖徳大学ミュージックコンサート＆松戸中学・高校吹奏楽演奏会 11:00
タベルナ・デル・ビットリオ 11/28 火 チェロの夕べ チェロ 19:00
オステリア・タナロ 11/29 水 クリスマス　バイオリンディナー バイオリン 19:00
Café de KAORI 11/29 水 スペシャル　ラテン　コンサート トロンボーン・パーカッション・ピアノ 19:00
森のホール 12/2 土 ルーマニア・ブラショフ・フィルハーモニー交響楽団 交響楽団 14:00
アリエッタホール 12/2 土 クリスマスコンサート トロンボーン・ピアノ 13：00、16：00
葛西屋呉服店 12/2 土 呉服店で優雅なひとときを 女声アンサンブル 14:00
アリエッタホール 12/3 日 優しい歌で贈る　X'masソプラノコンサート ソプラノ・ピアノ・チェロ 11:30
プラーレ松戸　2Ｆ正面玄関前 12/3 日 小さなクリスマス演奏会 金管6重奏 14：00、15：00
伊勢丹松戸店 本館11Fイートパラダイス 12/3 日 ポンテ　クリスマスコンサート ファゴット・キーボード・クラリネット・バイオリン 12：00、14：00
西口デッキステージ 12/3 日 音楽の駅まつど　ジャズ＆ポップス 11:30
トラットリア・イル・レガーロ 12/4 月 五感 バイオリン 19:00
Café de KAORI 12/4 月 津田潤子　シャンソンの夕べ シャンソン 19:00
中国菜　戸芽主 12/7 木 自然派中華とワインと音楽のハーモニー ギター 19:00
コルコバード 12/7 木 X'mas Jazz Night ジャス 19:00
アトレ松戸　3Fいろどりステージ 12/8 金 小さなクリスマス演奏会 サクソフォーン・ピアノ 14:00、15:00
市民劇場 12/9 土 クリスマス　クラッシック　コンサート ヴァイオリン・ピアノ 19:00
アリエッタホール 12/9 土 ウィーンよもやまばなし フルート・ピアノ・ソプラノ 11:30
松戸市観光協会　2Fホール 12/9 土 バイオリンコンサート バイオリン 14:00
プラーレ松戸　2Fスターバックス 12/9 土 クリスタルボール　ヒーリングライブ クリスタルボール 18:00
西口デッキステージ 12/9 土 ゴスペルクリスマス 14:00
戸定邸 12/10 日 1867年パリ万博150周年記念コンサート ソプラノ・ピアノ 13：00、14：30
吉祥寺 12/10 日 お寺でクリスマスコンサート4！ トランペット・キーボード・打楽器 14:00
アリエッタホール 12/10 日 オペラティック・クリスマス・コンサート ソプラノ・テノール・ピアノ 15:00
伊勢丹松戸店 本館11Fイートパラダイス 12/10 日 「フォークソングを貴方に！」BYデジャブ フォークソング 12：00、14：00
和菓子　峰月 12/11 月 和菓子とクラシックギターの調べ ギター 19:00
アトレ松戸　3Fいろどりステージ 12/11 月 小さなクリスマス演奏会 女声アンサンブル
料亭冨吉 12/12 火 ディナーコンサート バイオリン・ピアノ 18:30
MONKEY Sea&Realfood 12/12 火 ボサノバ　LIVE ボサノバ 19:00
オステリア・タナロ 12/14 水 クリスマス　バイオリンディナー バイオリン 19:00
café 琥珀 12/15 金 Cello Duo チェロ 16:00
カフェ＆バル「類」 12/15 金 Cello Duo コンサート チェロ 19:00
松雲亭 12/16 土 クリスマス　ハープ　コンサート ハープ 14:00
スタジオ宝星 12/16 土 クリスマス　ジプシージャズコンサート ギター 18:30
サマンサ倶楽部 12/16 土 ライブバー サマンサ倶楽部 クリスマスパーティー バンドライブ 20:00
平潟神社 12/17 日 クリスマスコンサート ～ヴァイオリンとチェロの調べ～ チェロ・ヴァイオリン 14:00
松戸駅東西連絡自由通路 12/17 日 「小さい冬の演奏会」　童謡×ポストロック「キヲク座」 14：00、16：00
Café de KAORI 12/17 日 フルート＆チェンバロ　コンサート チェンバロ・フルート 19:00
伊勢丹松戸店 本館11Fイートパラダイス 12/17 日 サックス四重奏クリスマス演奏会 サクソフォーン 12：00、14：00
伊勢丹松戸店　プラザ広場 12/17 日 フラッシュ・モブ フラッシュ・モブ 午後
西口デッキステージ 12/17 日 ハーモニー・クリスマスコンサート 12:00
SMBC日興証券（株）松戸支店 12/20 火 クリスマス　チェロコンサート チェロ 17:30
松戸市議場 12/20 水 WEBサイトでご確認下さい 12:15
スタジオ宝星 12/22 金 X'mas Jazz Night ジャズ 19:00
カフェ＆バル「類」 12/22 金 クリスマス　ディナーコンサート ジャズ 19:00
アリエッタホール 12/23 土 星たちのクリスマス ソプラノ・ピアノ 15:00
スタジオ宝星 12/23 土 スウィートミュージックタイム♪～Xmasのあたたかな調べ～ フルート・ピアノ 14:00
アリエッタホール 12/24 日 クリスマス☆トリオが贈るクラッシックなひととき フルート・チェロ・ピアノ 13：00、15：30
西口デッキステージ 12/24 日 クリスマス抽選会 11:00
トラットリア・イル・レガーロ 12/25 月 五感 バイオリン 19:00


