
指揮者 沿　革　と　活　動　記　録

昭和５９年４月 １９８５年 菊入弘行 社会教育団体のサークル活動でママさんコーラスとして誕生

昭和６２年４月 １９８７年 吉岡弘行 松戸市合唱連盟加入

昭和６２年６月 吉岡弘行 第１３回松戸市合唱交歓会参加

昭和６２年１１月 吉岡弘行 第３９回松戸市文化祭「合唱祭」参加

昭和６３年６月 １９８８年 吉岡弘行 第１４回松戸市合唱交歓会参加

昭和６３年１１月 吉岡弘行 第４０回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成元年６月 １９８９年 吉岡弘行 第１５回松戸市合唱交歓会参加

平成元年１１月 吉岡弘行 第４１回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２年３月 １９９０年 吉岡弘行 松戸市合唱連盟ジョイントコンサート参加（４団体）

平成２年６月 吉岡弘行 第１６回松戸市合唱交歓会参加

平成２年１１月 吉岡弘行 第４２回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成３年６月 １９９１年 吉岡弘行 第１７回松戸市合唱交歓会参加

平成３年１１月 吉岡弘行 第４３回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成４年６月 １９９２年 吉岡弘行 第１８回松戸市合唱交歓会参加

平成４年１１月 吉岡弘行 第４４回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成５年６月 １９９３年 吉岡弘行 第１９回松戸市合唱交歓会参加

平成５年９月 吉岡弘行 マルチ吉岡弘行の世界コンサート（　柏近隣センターホール　）

平成５年１１月 吉岡弘行 第４５回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成６年３月 １９９４年 吉岡弘行 第１回ファミリーコンサート（　松戸市民会館　音楽室　）

平成６年６月 吉岡弘行 第２０回松戸市合唱交歓会参加

平成６年１１月 吉岡弘行 第４６回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成７年３月 １９９５年 吉岡弘行 第２回ファミリーコンサート（　クリスタル・ホール　）

平成７年６月 吉岡弘行 第２１回松戸市合唱交歓会参加

平成７年１１月 吉岡弘行 第４７回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成８年６月 １９９６年 吉岡弘行 第２２回松戸市合唱交歓会参加

平成８年９月 吉岡弘行 リンリーズコンサート’９６（　松戸市民劇場　）

平成８年１１月 吉岡弘行 第４８回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成９年６月 １９９７年 吉岡弘行 第２３回松戸市合唱交歓会参加

平成９年１１月 吉岡弘行 第４９回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１０年４月 １９９８年 吉岡弘行 リンリーズコンサート’９８（　松戸市民劇場　）

平成１０年６月 吉岡弘行 第２４回松戸市合唱交歓会参加

平成１０年１１月 吉岡弘行 第５０回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１１年６月 １９９９年 吉岡弘行 第２５回松戸市合唱交歓会参加

平成１１年１１月 吉岡弘行 第５１回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１２年６月 ２０００年 吉岡弘行 第２６回松戸市合唱交歓会参加

平成１２年９月 吉岡弘行 第３回定期演奏会（　森のホール２１　小ホール　）

平成１２年１１月 吉岡弘行 第５２回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１３年６月 ２００１年 吉岡弘行 第２７回松戸市合唱交歓会参加

平成１３年１１月 吉岡弘行 第５３回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１４年４月 ２００２年 吉岡弘行 第４回定期演奏会（　森のホール２１　小ホール　）

平成１４年６月 吉岡弘行 第２８回松戸市合唱交歓会参加

平成１４年９月 吉岡弘行 公開練習と「ハモル会」（　松戸市明市民センター　）

平成１４年１１月 吉岡弘行 第５４回松戸市文化祭「合唱祭」参加
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平成１５年６月 ２００３年 吉岡弘行 第２９回松戸市合唱交歓会参加

平成１５年１１月 吉岡弘行 第５５回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１６年５月 ２００４年 吉岡弘行 第５回北とぴあ合唱フェスティバル参加（　北とぴあ　）

平成１６年６月 吉岡弘行 第３０回松戸市合唱交歓会参加

平成１６年９月 吉岡弘行 第５回定期演奏会（　森のホール２１　小ホール　）

平成１６年１１月 吉岡弘行 第５６回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１７年６月 ２００５年 吉岡弘行 第３１回松戸市合唱交歓会参加

平成１７年１１月 吉岡弘行 第５７回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１８年６月 ２００６年 吉岡弘行 第３２回松戸市合唱交歓会参加

平成１８年７月 吉岡弘行 第６回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成１８年１１月 吉岡弘行 第５８回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成１９年６月 ２００７年 吉岡弘行 第３３回松戸市合唱交歓会参加

平成１９年１１月 吉岡弘行 第５９回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２０年６月 ２００８年 吉岡弘行 第３４回松戸市合唱交歓会参加

平成２０年７月 吉岡弘行 第７回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成２０年１１月 吉岡弘行 第６０回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２１年３月 ２００９年 吉岡弘行 デッキコンサート（　松戸駅西口前　）

平成２１年６月 吉岡弘行 第３５回松戸市合唱交歓会参加

平成２１年９月 上野隆史 日本ニューフィルハーモニック管弦楽団３０周年記念コンサート（　サントリーホール　）

平成２１年１１月 吉岡弘行 第６１回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２１年１２月 吉岡弘行 松戸市民吹奏楽団第３１回定期演奏会賛助出演

平成２２年２月 ２０１０年 吉岡弘行 第８回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成２２年６月 吉岡弘行 第３６回松戸市合唱交歓会参加

平成２２年１１月 吉岡弘行 第６２回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２３年６月 ２０１１年 吉岡弘行 第３７回松戸市合唱交歓会参加

平成２３年７月 吉岡弘行 第９回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成２３年１１月 吉岡弘行 第６３回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２４年１月 ２０１２年 吉岡弘行 東京バラライカ・アンサンブル「創立３０周年記念演奏会」（　紀尾井ホール　）

平成２４年５月 吉岡弘行 松戸市音楽協会「創立２０周年記念音楽祭」参加

平成２４年１１月 吉岡弘行 第６４回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２５年２月 ２０１３年 吉岡弘行 第１０回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成２５年６月 吉岡弘行 第３８回松戸市合唱交歓会参加

平成２５年１１月 吉岡弘行 第６５回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２６年６月 ２０１４年 吉岡弘行 第３９回松戸市合唱交歓会参加

平成２６年７月 吉岡弘行 第１１回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成２６年１１月 吉岡弘行 第６６回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２７年６月 ２０１５年 吉岡弘行 第４０回松戸市合唱交歓会参加

平成２７年１１月 吉岡弘行 第６７回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２８年４月 ２０１６年 吉岡弘行 第１２回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成２８年６月 樫木伴実 第４１回松戸市合唱交歓会参加

平成２８年１１月 吉岡弘行 第６８回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成２９年５月 ２０１７年 吉岡弘行 松戸市音楽協会「創立２５周年記念音楽祭」参加（第４２回松戸市合唱交歓会参加）

平成２９年７月 吉岡弘行 第１３回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成２９年１１月 吉岡弘行 第６９回松戸市文化祭「合唱祭」参加
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平成３０年７月 ２０１８年 吉岡弘行 第４３回松戸市合唱交歓会参加

平成３０年１０月 吉岡弘行 第７０回松戸市文化祭「合唱祭」参加

平成３１年６月 ２０１９年 吉岡弘行 第４４回松戸市合唱交歓会参加

平成３１年７月 吉岡弘行 第１４回定期演奏会（　森のホール２１　大ホール　）

平成３１年１１月 吉岡弘行 第７１回松戸市文化祭「合唱祭」参加

令和２年６月 ２０２０年 第４５回松戸市合唱交歓会：中止（新型コロナウイルス関連）

令和２年１１月 第７２回松戸市文化祭「合唱祭」：中止（新型コロナウイルス関連）

令和３年７月 ２０２１年 吉岡弘行 第４６回松戸市合唱交歓会参加：無観客（新型コロナウイルス関連）

令和３年１１月 第７３回松戸市文化祭「合唱祭」：中止（新型コロナウイルス関連）

令和３年１１月 まつど合唱フェスティバル2021:無観客／不参加（新型コロナウイルス関連）

令和４年３月 ２０２２年 吉岡弘行 AYF参加（東京オペレシティ／発表曲：春）

令和４年５月 吉岡弘行 第４７回松戸市合唱交歓会参加：無観客（新型コロナウイルス関連）

令和４年７月 吉岡弘行 第１５回定期演奏会（　森のホール２１　小ホール　）
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