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 独立行政法人日本芸術文化振興会（理事長 津田和明）では、芸術文化振

興基金による平成１９年度の助成対象活動を決定した。  
 芸術文化振興基金は、基金として政府から出資された５３０億円と民間か

らの出えん金１１２億円の計６４２億円を原資として、その運用益をもって

我が国の芸術家及び芸術文化団体が行う芸術の創造、普及を図るための活動

や地域の文化活動などを支援することを目的としている。  
 本年度の応募件数１，５４５件について、助成金の交付を適正に行うため、

芸術文化に関し広くかつ高い識見を有する委員１４名で構成する運営委員

会（委員長 海老澤 敏）に諮り、そのもとに置かれた４つの部会、１１の

専門委員会（委員数８９名）において精力的かつ慎重な審査が行われた。  
 審査の結果、採択件数は８２９件、助成金交付予定額は１６億７，５００

万円となった。  
 なお、このほか、映画の製作活動については、今後第２回目の募集を予定

しており、審査のうえ助成対象活動が決定される。  

 



　

応募件数 採択件数 助成金交付予定額

（件） （件） （千円）

現代舞台芸術創造普及活動 664 278 756,800

音  楽 162 65 233,800

舞  踊 102 47 84,100

演  劇 400 166 438,900

伝統芸能の公開活動 72 40 90,400

美術の創造普及活動 33 16 19,800

先駆的・実験的芸術創造活動 138 66 111,600

芸術の国際交流活動 18 8 30,000

925 408 1,008,600

〔映画の製作活動〕（第１回募集分）    

劇映画 29 7 120,000

記録映画 10 5 19,000

アニメーション映画 1 1 20,000

40 13 159,000

地域文化施設公演・展示活動 273 200 306,900

文化会館公演活動 170 127 146,300

 美術館展示活動 103 73 160,600

アマチュア等の文化団体活動 255 166 150,100

528 366 457,000

  

13 12 10,300

民俗文化財の保存活用活動 30 22 18,700

9 8 21,400

52 42 50,400

1,545 829 1,675,000合　　　計

〔文化財関係の活動〕

歴史的集落・町並み・文化的景観保
存活用活動

伝統工芸技術・文化財保存技術の
保存伝承等活動

小      計

小      計

小      計

〔地域文化関係の活動〕

小      計
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〔舞台芸術等の活動〕

現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計65件・233,800千円）　　　　　　　　　　

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

2007年度アンサンブルofトウキョウ定期演奏会 アンサンブル　ｏｆ　トウキョウ 1,000

オーケストラ・プロジェクト2007　現代音楽１世紀－未来への展望 オーケストラ・プロジェクト 1,000

オーケストラ・リベラ・クラシカ　平成19年度定期演奏会 オーケストラ・リベラ・クラシカ 2,200

たまにはお昼にクラシック 社団法人　大阪フィルハーモニー協会 3,500

親子のためのオーケストラ体験教室 社団法人　大阪フィルハーモニー協会 2,100

大阪センチュリー交響楽団　東京特別演奏会 財団法人　大阪府文化振興財団 3,500

関西フィルハーモニー管弦楽団　コミュニティーコンサート Vol.33～
Vol.36（全４回）

特定非営利活動法人　関西フィルハーモニー管
弦楽団

4,000

京都フィルハーモニー室内合奏団　京都府内小学校移動音楽鑑賞会（京
都市を除く）

特定非営利活動法人　京都ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ室内合奏団 2,500

京都フィルハーモニー室内合奏団　特別公演「子どものためのはじめて
のクラシックコンサート」

特定非営利活動法人　京都ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ室内合奏団 500

高校音楽教室 財団法人　群馬交響楽団 9,500

札幌交響楽団　青少年コンサート 財団法人　札幌交響楽団 9,500

札幌交響楽団　道内地方公演 財団法人　札幌交響楽団 9,000

サントリー音楽財団コンサート＜作曲家の個展２００７「望月京」＞ 財団法人　サントリー音楽財団 3,000

ジャパン・シンフォニア　第８回、第９回定期演奏会 ジャパン・シンフォニア 2,000

瀬戸フィルハーモニー交響楽団創立５周年記念コンサート
特定非営利活動法人　瀬戸フィルハーモニー交
響楽団

800

第50回～第54回定期演奏会 有限責任中間法人　東京ニューシティ管弦楽団 9,500

移動音楽鑑賞教室 財団法人　名古屋フィルハーモニー交響楽団 4,000

「現代日本のオーケストラ音楽」第３１回演奏会 財団法人　日本交響楽振興財団 2,700

広島交響楽団「移動音楽教室」 社団法人　広島交響楽協会 10,000

山形交響楽団特別演奏会「ドイツ・レクイエム」 社団法人　山形交響楽協会 1,200

山形交響楽団　スクールコンサート（音楽鑑賞教室） 社団法人　山形交響楽協会 10,000

クーラウ作曲　オペラ　『魔法の竪琴』演奏会形式
インターナショナル・フリードリヒ・クーラウ
協会

1,900

大田区民オペラ協議会公演2007 Ｖ.ベッリーニ『ノルマ』 大田区民オペラ協議会 3,500

オペラ彩第24回定期公演　オペラ「ナブッコ」 オペラ彩 4,000

第53回定期公演オペレッタ「こうもり」全３幕 喜歌劇楽友協会 1,500

京都オペラ協会　定期公演　「秘密の結婚」 京都オペラ協会 3,000

国立オペラ・カンパニー　青いサカナ団　第27回公演　歌劇『アゲハの
恋』

国立オペラ・カンパニー　青いサカナ団 4,500

第２回　群馬オペラ協会公演「夕鶴」 群馬オペラ協会 4,000

堺シティオペラ第22回定期公演　オペラ「ルサルカ」 堺シティオペラ 7,500

札幌室内歌劇場第36回公演　オペラ「陰謀者、または家庭争議」 特定非営利活動法人　札幌室内歌劇場 1,600

第１６回首都オペラ公演「ファウスト」 首都オペラ 8,500

2007仙台オペラ協会第32回公演「カプレーティ家とモンテッキ家」（ロ
メオとジュリエッタ）

仙台オペラ協会 5,500

第３３回二期会オペラ公演　歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」
「パリアッチ」

二期会四国支部 4,500

北海道二期会　平成１９年度オペラ公演　「カルメン」公演 北海道二期会 3,500

オッフェンバックで愉快な夜を!! モーツァルト劇場 3,000

オペラ「セビリアの理髪師」 財団法人　横浜市芸術文化振興財団 4,500
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

第１７回神奈川オペラフェスティバル　第２夜　モーツァルト作曲　オ
ペラ『コジ・ファン・トゥッテ』（原語上演）

特定非営利活動法人　横浜シティオペラ 4,000

アンサンブル　コルディエ（室内合奏団）定期演奏会　VOL.7～VOL.11
計5回公演

アンサンブル　コルディエ 1,800

アンサンブル《BWV2001》　第７回定期演奏会 アンサンブル《BWV2001》 600

２００７年度財団法人石川県芸術文化協会「芸文協コンサート」 財団法人　石川県芸術文化協会 1,100

クヮトロ・ピアチェーリ定期演奏会（第２回・第３回）～ショスタコー
ヴィチ・プロジェクト

クヮトロ・ピアチェーリ 1,200

スウェーデン音楽の調べVol.４ ステーンハンマル友の会 100

宮川彬良とアンサンブル・ベガ　子どもの日スペシャルコンサート 財団法人　宝塚市文化振興財団 1,000

「２１世紀音楽の会」　第６回作品展 ２１世紀音楽の会 300

日本演奏連盟第19回クラシックフェスティバル＜ロシアの風景＞～華麗
なるロシア大作曲家の系譜～

社団法人　日本演奏連盟 800

「親と子のはじめてのコンサート」 JCAA・日本作編曲家協会 900

平尾貴四男生誕１００年記念コンサート 平尾貴四男記念生涯教育センター 400

アール・レスピラン第22回定期演奏会シリーズ「新世紀への黎明Ⅰ」 アール・レスピラン 700

愛知県文化振興事業団プロデュース　オペラ・ガラ・コンサート 財団法人　愛知県文化振興事業団 4,500

第４９回　大阪国際フェスティバル 財団法人　朝日新聞文化財団 11,000

アンサンブル東風　第９回定期演奏会「音楽と文学」 アンサンブル東風 100

東京混声合唱団合唱音楽教室公演－新潟市全小学校 財団法人　合唱音楽振興会 3,000

フェスタ サマーミューザＫＡＷＡＳＡＫＩ２００７ 財団法人　川崎市文化財団 9,500

ザ・タロー・シンガーズ第９回東京定期演奏会『２０世紀に歌う・平和
への希求』イギリスとフランスの合唱曲

ザ・タロー・シンガーズ 600

C.U.G.ジャズオーケストラ　特別公演『大須演芸場コンサート』 C.U.G.ジャズオーケストラ 200

第２８回　霧島国際音楽祭 財団法人　ジェスク音楽文化振興会 8,500

青山太鼓見聞録 財団法人　児童育成協会 2,100

ダンスリー・ルネサンス合奏団例会（コンセール・セゾニエ）シリーズ
２００７年

ダンスリー・ルネサンス合奏団 500

角田健一ビッグバンド　2007定期公演 角田健一ビッグバンド事務所 2,000

ピアソラ没後１５年（２００７年）記念　幻のオラトリオ≪若き民衆≫
日本初演

財団法人　東京オペラシティ文化財団 3,000

日本合唱協会　青少年のための鑑賞教室地方公演 日本合唱協会 5,000

祝祭・国際モーツァルトin北海道２００７ 北海道モーツァルト協会 400

目白バ・ロック音楽祭２００７ 目白バ・ロック音楽祭実行委員会 7,000

守屋純子オーケストラ２００７定期公演 守屋純子オーケストラ 1,000

横濱 JAZZ PROMENADE 2007 横濱　JAZZ　PROMENADE実行委員会 10,000
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現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計47件・84,100千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

有馬龍子バレエ団公演「白鳥の湖」全幕 有馬龍子バレエ団 1,900

ＡＢＣ・ＦＡＣＴＯＲＹ　ＶＯＬ８「まくべす」 ＡＢＣ・ＦＡＣＴＯＲＹ 700

大阪バレエカンパニー公演「海賊」 有限会社　関西ステージ 1,800

日本とウクライナの若きアーティスト達『Ｂａｌｌｅｔ　Ｇａｌａ　２
００７』

特定非営利活動法人　子供の城アートセンター 2,400

小林恭バレエ団公演５７　「バフチサライの泉」 有限会社　小林恭バレエ団 3,000

佐々木美智子バレエ団第１０回記念公演　「白鳥の湖」全幕 佐々木美智子バレエ団 1,900

2007佐多達枝バレエ公演 佐多達枝・河内昭和バレエスタジオ 2,000

札幌舞踊会 定期公演 「コンサート」～坂本登喜彦 現代バレエの世界
(仮称)

有限会社　札幌舞踊会 1,200

スズキ・バレエ・アーツ第２１回『くるみ割り人形』－全幕－ 有限会社　スズキ・バレエ・アーツ 800

後藤千花ステップ・ワークスバレエ公演 ステップ・ワークスバレエ 1,500

ナゴヤ・テアトル・ド・バレエ公演 塚本洋子バレエ団 2,600

第２９回　全道バレエ・フェスティバル・イン・サッポロ 社団法人　日本バレエ協会北海道支部 3,500

第１６回定期公演　“ドン・キホーテ”（全幕） 有限会社　野間バレエ団 3,000

プティパの遺産　Vol.2　ドン・キホーテ　全幕 バレエＴＡＭＡ 2,500

BONANZAGRAM 2007 公演 「ハーメルンの笛吹き男」 BONANZAGRAM 600

「バレエスーパーガラ」バレエコレクション　２００７ in　ＯＳＡＫＡ
有限会社　松田企画/MRB松田敏子リラクゼー
ションバレエ

2,100

深川秀夫の世界　バレエ・イン・呉竹 有限会社　宮下靖子バレエ団 1,400

神原ゆかり　舞踊生活３５周年記念公演 ゆかりバレエ 1,800

DANCE SELECTION 2007 公演 株式会社　アンクリエイティブ 4,000

いきなりＤａｎｃｅＦｕｎｃｔｉｏｎＭ公演　vol.4　「non・sense」 いきなりＤａｎｃｅＦｕｎｃｔｉｏｎＭ 300

３５周年記念　内山時江ダンスシアター　「ア・ナ・タ№２」－わが胸
のほむら－

内山時江モダンバレエ研究所 400

STspotDanceSeries vol.65［the GROUND-breaking2008］ 特定非営利活動法人　STスポット横浜 1,500

加藤舞踊学院　創立６０周年記念　加藤燿子－舞－ひとすじの踊り道 加藤舞踊学院 2,200

山名たみえダンスフレグランス ２００７ カンパニーDeux 1,000

北村真美ダンススペース舞踊公演「ひすい色のみず」 北村真実ダンススペース 2,000

京都芸術センター舞台芸術賞2007「沈黙とはかりあえるほどに」 金魚（鈴木ユキオ） 1,000

Ｋ's pro.公演　My favorite  things -BLACK- Ｋ's pro. 400

第２８回　現代舞踊フェスティバル 社団法人　現代舞踊協会 2,500

Ｃｏ．山田うん『ドキュメント』（仮題） Co.山田　うん 3,500

マハバラタ シャクティ＆ヴァサンタマラ舞踊団 300

高瀬多佳子ダンスギャラリー公演　坩堝(るつぼ)The Crucible 2007 ツ
アー　－あれから２年、もう立派なオトナ？編－

高瀬多佳子ダンスギャラリー 2,300

Dance Theatre LUDENS「Moments'07」 Dance Theatre LUDENS 2,800

DANCE BRUT　第３回公演　「ミューズ（仮題）」 DANCE BRUT 900

SePT 独舞 vol.18 斉藤美音子ソロ（仮題） 特定非営利活動法人　days 900

馬場ひかりダンスプロジェクト公演『夜叉ヶ池』 馬場ひかりダンスプロジェクト 800

平多正於舞踊研究所　創立60周年記念公演 平多正於舞踊研究所 2,600

藤田佳代舞踊研究所モダンダンス公演　金沢景子モダンダンスリサイタ
ルⅢ

藤田佳代舞踊研究所 700
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

Ｐ－Ｂｏｘ　『ヒロシマによせて』 プロフェッショナルダンスセンター公演制作部 600

事情地域　～金沢編～（仮称） まことクラヴ 1,500

マドモアゼル・シネマ　２００７　旅するダンス　国内巡回公演 マドモアゼル・シネマ 1,500

未國新春公演「蛇女」 未國 2,400

ミチコ・ヤノ・モダンバレエカンパニー・瑠璃玉会　第20回公演
ミチコ・ヤノ・モダンバレエカンパニー・瑠璃
玉会

1,400

Yoko Ando Project　ワークショップ＆ダンス公演「feel＆connect」 Yoko Ando Project 2,900

横浜ダンスコレクションＲ 2008 財団法人　横浜市芸術文化振興財団 4,500

Rousse waltz公演（仮題）ピクニック Rousse waltz 1,600

レニ・バッソ　レパートリー凱旋公演 レニ・バッソ 2,300

劇団態変・金満里ソロ公演 劇団態変 600
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計166件・438,900千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額
（単位：千円）

（仮）愛知県文化振興事業団プロデュース第６回ＡＡＦ戯曲賞受賞作
『塔の上から』

財団法人　愛知県文化振興事業団 2,200

劇団青い鳥２００７公演「天使たちの誘惑－To The Lonely Planet－」 株式会社　青い鳥創業 4,000

アカデミック・シェイクスピア・カンパニー第３４回公演「オセロー」 アカデミック・シェイクスピア・カンパニー 600

第２８回本公演「箱師よ、その町の暁に釘を打て」 劇団　Ugly duckling 3,000

阿佐ヶ谷スパイダースPRESENTS『少女とガソリン』 阿佐ヶ谷スパイダース 14,500

山の手事情社・シアター・プロジェクト香川共同企画「かもめ」 有限会社　アップタウンプロダクション 2,700

AFROBATIC TOUR2007 アフロ１３ The 10th.LIVE『ライカンスロープ』 アフロ１３ 2,600

avecビーズévolution５　雪のねむり ａｖｅｃビーズ 700

アリストパネス・カンパニー・プロダクション２６「やもめの家」バー
ナード・ショー作　黒川欣映／訳・演出

アリストパネス・カンパニー 500

寺山修司全作品上演計画「狂人教育」名古屋・大阪公演 池の下 1,100

nostalgia 劇団　維新派 6,500

やや黄色い熱をおびた旅人 壱組印 3,000

イッセー尾形の作り方2007のフツーの人々 イッセー尾形・ら株式会社 5,500

獅子吼～シンハ・ナーダ～ InnocentSphere 1,200

「アメノクニ／ヤマトブミ」 innerchild 1,000

遊園地再生事業団＃１６『ニュータウン入口』 有限会社　ウクレレ 3,000

遊園地再生事業団＃１６『ニュータウン入口』プレビュー①リーディン
グ公演

有限会社　ウクレレ 300

夏の夜の夢 株式会社　Air studio 800

明日への夢“渾身愛”「黄昏れて、途方に暮れて」「まだ見ぬ幸せ」 株式会社　エム・アール 6,500

劇団Ｍ．Ｏ．Ｐ．第４２回公演『エンジェル・アイズ』 劇団Ｍ．Ｏ．Ｐ． 8,500

新進翻訳家トライアル・リーディングvol.3『アメリカン・パイロット／
クロウ』

演劇企画集団　楽天団 2,100

質問のラビリュントス－１００年たてばその意味わかる－ 演劇実験室◎万有引力 800

２００８　５周年記念公演「ＭＡＫＯＴＯ」 演劇集団フリーダム 2,400

大阪ショートプレイフェスティバル２００７
大阪ショートプレイフェスティバル（ＯＳＰ
Ｆ）実行委員会

1,400

第１３回公演「リフォーム」 特定非営利活動法人　大阪人情喜劇の会 1,600

劇団鹿殺し第１７回公演「２００８改訂版・百千万」 オフィス鹿 1,000

ヨーローッパ企画　第２３回公演『冬のユリゲラー』 株式会社　オポス 1,300

海流座公演「父帰る」「二十二夜待ち」 海流座 3,000

カムカムミニキーナ２００７年公演『大自然（仮題）』 カムカムミニキーナ 1,700

「鴎座」第Ⅱ期上演活動２「ダントンの死について」 鴎座 3,000

ティーンズ・シャドー～女子拳闘物語～ 株式会社　関西芸術座 1,900

劇的リーディング　～旅する編～ 有限会社　キィーワード 1,200

母からの手紙、ストレス解消センター行き、相寄る魂 ギイ・フォワシィ・シアター 2,400

万お仕事承ります 劇団岸野組 1,100

森の石松外伝Ⅲ 劇団岸野組 1,100

スロウライダー第１０回公演「手オノをもってあつまれ（仮）」 有限会社　quinada 500

「大部屋女優　浜子　～宴の華～」 危婦人 600
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額
（単位：千円）

劇団創立６０周年記念公演No.1『陽気な地獄破り』 有限会社　劇団京芸 1,600

グリング第１４回公演「ヒトガタ」 グリング 1,600

グリング第１５回公演「チンドン」（仮） グリング 1,500

片づけたい女たち グループる・ばる 3,500

演劇「寺山修司－過激なる疾走」 月蝕歌劇団 2,200

瀬戸内寂聴訳「源氏物語」詠み芝居　うき身醒めぬ　ゆめになしても 「源氏物語」実行委員会 4,000

聾学校と地域の関わりを深める『デフ・パペットシアター・ひとみ北海
道・東北・北関東地方巡回公演』

財団法人　現代人形劇センター 1,900

劇団五期会　第６１回本公演『マイ・ガーデン～秋～』 劇団五期会 1,300

劇団こふく劇場　第１０回公演「夏の夜の夢」 劇団　こふく劇場 1,100

薔薇と海賊 有限会社　サロン劇場 3,500

三条会の「秘密の花園」 三条会 1,600

曽我廼家喜劇・山椒の会 山椒の会 800

『サロメ-オーケストラ版』東京・横浜・兵庫地域巡回公演 合資会社 シアターマトリックス 1,100

奥州幕末のハムレット（破無礼） シェイクスピア・カンパニー 1,700

シェイクスピア作「ヴェローナの二紳士」夏目漱石作「こころ」連続上
演

有限会社　シェイクスピアシアター 4,000

新開地物語・後編 劇団四紀会 1,000

「ツーアウト」 有限会社　自転車キンクリーツカンパニー 3,000

自由人会ファミリー劇場「にっくいさるめとカニどんたち」 劇団自由人会 800

社チキス（仮題） 少年社中 900

唐人歌舞伎『男一匹、平野國臣』 有限会社　ショーマンシッフﾟ 700

「セメタリー倶楽部」公演 株式会社　シルバーライニング 1,400

おしっこ～僕のヒーロー探し～ シンクロナイズ・プロデュース 500

邯鄲の夢 新潮劇院 600

新転位・21　第１０回公演「ホタルの栖－育ヶ丘団地一家心中事件－」 新転位・21 2,500

アトリエ新派「明日の幸福」 新派アトリエの会 2,500

菅間馬鈴薯堂　第２１回公演「鯨屋の客」（仮題） 菅間馬鈴薯堂 600

菅間馬鈴薯堂　第２０回公演「Coin Laundry」（仮題） 菅間馬鈴薯堂 600

ルイス・キャロル没後１１０周年記念公演「アリス！」～Life,what is
it but a dream?～

杉浦千鶴子+ラドママプロデュース 2,200

孤児のミューズたち 有限会社　スタジオライフ 2,900

ロミオとジュリエット 有限会社　スタジオライフ 6,000

「ダウンロードアップグレード」沖縄公演・中国凱旋東京フィナーレ公
演

ＳＴＡＧＥ☆茨 1,500

the 15th session 「おんわたし」 ＳＰＩＲＡＬ　ＭＯＯＮ 900

劇団昴　ザ・サード・ステージ　第２８回公演「親の顔が見たい
（仮）」

劇団昴有限責任中間法人 1,300

建礼門院 千賀ゆう子企画 600

俳優館夏休みファミリー劇場２００７　ミュージカル「ぼくらはみんな
生きている」「星モグラ　サンジの伝説」２作品連続公演

有限会社　総合劇集団俳優館 4,000

双数姉妹公演「チューブラルーム」 双数姉妹 1,600

巣林舎　第五回公演　“佐々木先陣－天に向かって撃つ男－” 巣林舎 2,900
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額
（単位：千円）

劇団そとばこまち公演「黄昏のスターダスト・ハーバー」 劇団そとばこまち 1,700

空の驛舎第７回公演「夜光性動物症候群」 空の驛舎 800

ＭＡＲＧＩＮＡＬ　ＭＡＮ 劇団　太陽族 1,100

タテヨコ企画第１６回公演・カタカタ祭り「そのときどきによって」
「夏が来ない」「うそつきと呼ばないで」

劇団　タテヨコ企画 800

罪と、罪なき罪 玉造小劇店 5,000

リリパットアーミーⅡ　夜の姉妹（再演） 玉造小劇店 3,500

チェルフィッチュ　新作本公演「フリータイム」（仮） チェルフィッチュ 4,500

「路上」（仮題） 株式会社　ティーファクトリー 900

精華演劇祭VOL.8精華演劇祭スペシャル　芝居流通センター　デス電所第
１７回公演

デス電所 1,600

ノラ－人形の城－ テラ・アーツ・ファクトリー 700

劇団道学先生公演（第１８回） 劇団　道学先生 1,600

劇団道学先生公演（第１７回） 劇団　道学先生 500

ハムレット「九州地域巡回公演」等 株式会社　東京演劇集団　風 5,000

劇団東京乾電池公演「授業１９８０」～伊東潤プロデュース～ 劇団　東京乾電池 1,000

劇団東京乾電池公演「恐怖！ハト男」 劇団　東京乾電池 1,300

恋のむだ骨 東京シェイクスピア・カンパニー 500

花さくらこきまぜて～日本唱歌大全集～ 劇団東宝現代劇七十五人の会 2,000

創立２０周年記念公演（第２７回公演）『みーさんと動物の話』 飛ぶ劇場 2,300

劇団銅鑼公演『Big brother』 有限会社　劇団銅鑼 3,500

鳥の劇場２００７年春のプログラム 鳥の劇場 1,100

拙者ムニエル第２４回本公演「Ａメン＆Ｂメン」 有限会社　ナイロビ 2,100

南船北馬一団「ななし」 南船北馬一団 1,000

ＮＡＮＹＡ－ＳＨＩＰ　れぽっく・あべっく清水邦夫Vol4アンソロジー ＮＡＮＹＡ－ＳＨＩＰ 1,400

ニットキャップシアター第２３回公演（大阪公演） ニットキャップシアター 1,400

高校生・中学生のための巡回公演 社団法人　日本劇団協議会 31,000

笑顔の砦～関西バージョン～ 庭劇団ペニノ 800

人形劇団クラルテ第１０１回公演こどもの劇場「１１ぴきのねことぶ
た」

有限会社　人形劇団クラルテ 3,500

Ａｎｔ　Ｍａｎ　二匹の蟻のパラダイス 有限会社　人形劇団パン 1,000

劇団創立３５周年企画　邦楽と現代人形劇の競演「鬼笛」 人形劇団ポポロ 2,800

猫のホテルプレゼンツ　表現・さわやか　ポエム 猫のホテル 2,800

劇団俳小公演「ベイビー・ダンス」 株式会社　劇団俳小 4,000

家族の写真 株式会社　俳優座劇場 3,000

キューブリック はえぎわ 600

劇団犯罪友の会　野外演劇公演「たほり鶴」 劇団犯罪友の会 3,500

『ＯＮＥ！（ある犬達の物語）』 劇団Peek-a-Boo 800

劇団Ｂ級遊撃隊公演『３６５』 劇団Ｂ級遊撃隊 1,600

サロン 劇団フライングステージ 1,200
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額
（単位：千円）

アニェス・ベラドンヌ フランス演劇クレアシオン実行委員会 1,400

横浜キッチン プロジェクト・ムー 2,500

『彼のことを知る旅に出る』 劇団　ペテカン 2,400

ゆらめき（仮題） ペンギンプルペイルパイルズ 2,100

方の会　第４０回公演「おりん」－２５周年記念公演－ 方の会 700

ＹＯＵ ＡＲＥ ＨＥＲＥ マシュマロ・ウェーブ 1,900

『天井』 三田村組 3,500

第１１回　みつわ会公演　久保田万太郎作品公演＜その１８＞ みつわ会 1,700

劇団未来創立４５周年公演「やっぱり好きやねん！」～与謝野晶子・寛
と二人をめぐる人びと～

劇団　未来 1,000

劇団未来劇場　第８９回公演「金魚の口にコルクの栓」 株式会社　劇団未来劇場 1,700

劇団未来劇場　第８８回公演「猫娘月嵐夢三味」 株式会社　劇団未来劇場 2,300

無名塾公演　ミゲル・デ・セルバンテス作「ドン・キホーテ」 無名塾 15,500

現代演劇公演「リタ・ジョーの幻想」 メープルリーフ・シアター 1,600

劇団め組　２００７年度夏期公演“戊辰残照” 株式会社　劇団め組 2,400

モダンスイマーズ公演　ＭＩＴＡＫＡ“Next”selection 8th「デンキ
島・レオ編」

モダンスイマーズ 1,400

『三つの頭と一本の腕』 劇団桃唄３０９ 1,800

伝統の現代’（ダッシュ）５　新作「いつでも夢を」＋古典狂言　２本
立て公演

株式会社　森崎事務所 1,200

遊戯祭０７　死ぬ気で遊ぶ 遊戯祭実行委員会 1,100

遊劇体＃４４『夜叉ヶ池』 遊劇体 800

Ｕ・フィールド公演No.25「孤独な老婦人に気をつけて」 Ｕ・フィールド 1,200

横浜発演劇製作プロジェクト　横浜開港１５０周年記念３部作　第３部
「大仏次郎（仮）」

財団法人　横浜市芸術文化振興財団 1,900

横浜夢座公演「山本周五郎の妻」 横浜夢座 5,500

演劇公演「ファイル／残置物処理班」 世の中と演劇するオフィスプロジェクトＭ 1,400

御母堂伝説 la Compagnie An 800

楽塾創立１０周年記念公演「楽塾歌劇☆真夏の夜の夢」 有限会社　流山児オフィス/流山児★事務所 3,500

龍昇企画公演『こころ』（再演） 龍昇企画 1,900

ＯＮＥＯＲ８第２１回公演「ゼブラ」再演 ＯＮＥＯＲ８ 2,400

だいっきらい。－ドラマ de あそぼ－ 特定非営利活動法人　アートインAsibina 1,100

劇団うりんこ　クリスマス公演２００７「ようかいたちのクリスマス」 株式会社　劇団うりんこ 1,300

「腹ペコおおかみ・ゴンノスケ」 株式会社　劇団えるむ 2,200

劇団かかし座創立５５周年記念公演「竹取物語」～なよたけのかぐや姫
～

有限会社　劇団かかし座 3,000

東北・中四国地方幼・保・小学校巡回演劇教室 有限会社　劇団風の子 3,500

地域と学校と劇団でつくるウィークエンドシアター 有限会社　劇団風の子 2,300

小規模小学校巡回公演 企業組合　劇団風の子九州 1,900

小規模小学校巡回公演 社団法人　教育演劇研究協会/劇団たんぽぽ 9,000

劇団群馬中芸公演２００７年春のこども劇場「イーハトーヴォものがた
りパート４」

有限会社　群馬中芸（劇団群馬中芸） 1,100

こぐま座メルヘン劇場「みにくいアヒルの子」 株式会社　こぐま座 400

子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム２００７
子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム実行委
員会

2,700
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

夏休み（冬休み・春休み）を楽しく過ごす学童保育クラブの観劇会 特定非営利活動法人　劇団道化 1,600

児童演劇地方巡回公演（僻地・離島公演） 社団法人　日本児童演劇協会 23,000

２００７年・夏－児演協　児童・青少年演劇フェスティバル 日本児童・青少年演劇劇団協同組合 5,500

人形劇団むすび座創立４０周年記念プレ企画「地獄八景亡者戯」 株式会社　人形劇団むすび座 900

夏休みこどもの劇場「エルマーのぼうけん」 有限会社　劇団プーク 1,600

北海道聾学校・養護学校巡回公演 有限会社　劇団みんわ座 3,500

音楽劇　蝶々さん 株式会社　ケーリンクス 6,000

音楽座ミュージカル「メトロに乗って」 株式会社　ヒューマンデザイン 12,500

音楽座ミュージカル「アイ・ラブ・坊っちゃん」 株式会社　ヒューマンデザイン 14,000

甲斐京子ダンス・ソング・ドラマ７ 新しいレビュー公演実行委員会 1,400

朗読ミュージカル『山崎陽子の世界Ⅷ』 オフィス・ディーバ 300

紀尾井人形邦楽館　秋元松代作「北越誌」 財団法人　新日鐵文化財団 1,200

「一年一組」パペットシアター 全国専門人形劇団協議会 1,100

ちいさな人形たちの夏まつり 全国専門人形劇団協議会 1,100

とらまる人形劇団「アラジン、はじめての冒険」人形劇場とらまる座公
演

財団法人　とらまる人形劇研究所 1,800

其の十一「淀鯉出世滝徳」公演 南条好輝の近松二十四番勝負 300

薔薇笑亭ＳＫＤ　第１７回劇場公演「ＭＹ麗美優」 薔薇笑亭SKD 1,400
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伝統芸能の公開活動（合計40件・90,400千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

第八回　宇髙青巌能之会 宇髙会 300

県民のための能を知る会 財団法人　鎌倉能舞台 2,000

金剛流　普及能 金剛会 400

第９回　新春を寿ぐ翁と狂言の会 志芸の会 500

前進座五月特別公演　歌舞伎十八番の内『毛抜』『新門辰五郎』 劇団前進座　株式会社 12,000

近松座歌舞伎公演　No.18 近松座 4,000

ＴＴＲ能プロジェクト５周年感謝公演『隅田川』 ＴＴＲ能プロジェクト 400

ＴＴＲ能プロジェクト５周年感謝公演『熊野』 ＴＴＲ能プロジェクト 400

第八回　伝統芸能上演会 東海能楽研究会 200

歌舞伎フォーラム公演『弥作の鎌腹』 特定非営利活動法人　日本伝統芸能振興会 7,500

能楽ＢＡＳＡＲＡ第５回公演 能楽ＢＡＳＡＲＡ 400

みやびとひかり能乃会 橋本聲吟社 600

文楽地方公演【１０月・３月（全国）】 財団法人　文楽協会 27,000

和のおもちゃ箱２００７（仮題） 特定非営利活動法人　和のメソッド 800

女流邦楽への誘い 綾色箱 2,300

オーラJ第２０回定期演奏会「三木稔喜寿記念演奏会」 オーラJ 800

女流義太夫演奏会 社団法人　義太夫協会 3,000

第１４回　清元宗家演奏会 清元協会 400

「玄」第五回公演 玄 900

第九回仙台邦楽名曲演奏会 仙台邦楽名曲演奏會 1,800

筑前琵琶連合会　福岡全国演奏大会 特定非営利活動法人　筑前琵琶連合会 200

長唄東音会　定期公演 長唄東音会 4,500

日本音楽集団　関西特別公演　～現代邦楽をあなたに～ 特定非営利活動法人　日本音楽集団 700

第９６回、第９７回　女義太夫公演 財団法人　人形浄瑠璃因協会 200

真しほ会 真しほ会 600

月例　民謡定席 民謡研究会 500

米川敏子　箏・三弦リサイタル 株式会社　米川敏子音楽事務所 1,400

若手囃子勉強会　若獅子会 若獅子会 400

Vol.30 花柳衛菊舞踊リサイタル 花子さん日記「花子は家庭科教師」 エギクジャパニーズダンスプロダクツ 900

日本の音楽と舞踊の魅力を探る vol.7 おかしの美 有限会社　オフィス拓 400

第４９回北海道邦楽邦舞大会 社団法人　北海道邦楽邦舞協会 2,000

日韓語り芸「落語とパンソリの夕べ」（仮称） 特定非営利活動法人　国際落語振興会 500

第１８回『大演芸まつり』 日本演芸家連合 2,300

豪華浪曲大会 日本浪曲協会 400

ボーイズバラエティ『お笑い夏まつり』 ボーイズバラエティ協会 200

遠隔地地域学校公演 社団法人　落語協会 1,600
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

大阪楽所第２５回雅楽演奏会 大阪楽所 800

東京・沖縄芸能保存会　創立６０周年記念公演【沖縄公演】 東京・沖縄芸能保存会 1,900

東京・沖縄芸能保存会　創立６０周年記念公演【東京公演】 東京・沖縄芸能保存会 2,200

創立40周年記念ー甦る写し絵と影絵の世界 有限会社　劇団みんわ座 3,000
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美術の創造普及活動（合計16件・19,800千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

アートプログラム青梅２００７「こころの地元」展 アートプログラム青梅実行委員会 900

桐生再演１３～街における試み～ ＡＢ・Ｃ 1,600

「サスティナブル・アートプロジュクト2007」展 環境プロセスアート 1,000

国際野外の表現展2007比企 国際野外の表現展実行委員会 1,200

「KANDADA/project collective2007_commandN」展～地域社会とアートプ
ロジェクト～（仮）

コマンドＮ 1,400

EXHIBITION C-DEPOT 2007 Ｃ－ＤＥＰＯＴ 1,000

≪写真≫　見えるもの／見えないもの ≪写真≫展実行委員会 1,600

来往舎現代藝術展４（SWITCH展） SWITCH展制作委員会 800

ＪＴＣ沖縄プロジェクト　テキスタイルの未来形展 日本テキスタイルカウンシル(ＪＴＣ) 600

PRINTS TOKYO 2007-international Prints Exhibition Tokyo 2007 社団法人　日本版画協会 2,000

日本舞台美術家協会(ＪＡＴＤＴ)展２００７「舞台美術市場」 日本舞台美術家協会 1,000

食と現代美術 part4 BankART1929 1,900

富山県氷見市サスティナブルアートプロジェクト　ヒミング・2007 氷見クリック実行委員会 2,700

第６回まつしろ現代美術フェスティバル まつしろ現代美術フェスティバル実行委員会 600

メビウスの卵展２００７ メビウスの卵展実行委員会 800

「都市との対話」展 Nomad Production 700
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先駆的・実験的芸術創造活動（合計66件・111,600千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

２１世紀の創作・ヨーロッパの潮流（全曲世界・日本初演） アンサンブル・ヴィーヴォ 2008 800

アンサンブル「音楽三昧」コンサート２００８ アンサンブル「音楽三昧」 300

Ensemble Bois　2007年度　定期公演 Ensemble Bois 1,100

一柳　慧作品演奏会　３.音楽と詩の饗宴 一柳　慧 1,500

井上郷子ピアノリサイタル＃17 ～ドイナ＆ディアナ・ロタル作品 ソ
ロ・デュオ・トリオ～

井上　郷子 300

ヴォクスマーナ第17～18回定期演奏会 ヴォクスマーナ 500

eX.(エクス・ドット)2007年度公演(旧・シリーズ「作曲家の音」) 川島　素晴 2,100

木村かをりとアンサンブルの世界'07 木村　かをり 3,500

サントリー音楽財団コンサート２００７ TRANSMUSIC 対話する作曲家
「江村哲二」

財団法人　サントリー音楽財団 2,500

篠﨑史子ハープの個展Ⅹ～ハープと過ごす、この一年　春、夏…冬 篠﨑　史子 2,900

菅原淳とその仲間達による“パーカッション・ミュージアム”Vol.11
菅原淳とその仲間達による“ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ･ﾐｭｰｼﾞｱ
ﾑ”

900

鈴木俊哉リコーダーリサイタル，アコーデオンのフッソングを迎えて 鈴木　俊哉 400

中嶋香リサイタル＜ピアノ音楽の未知なる可能性＞－Ⅰ・Ⅱ－ 田中　香 1,400

ニンフェアール第３回公演：「音とテクノロジーの対話」 NympheArt（ニンフェアール） 300

next mushroom promotion vol.10 「ペソンの音世界」（仮題） next mushroom promotion 1,100

プレイアード五重奏団リサイタル［プレイアード・エンブレムⅠ］全曲
委嘱新作世界初演

プレイアード五重奏団 900

モノフォニー・コンソート２００７「植物の形姿　其の四」 モノフォニー・コンソート 600

Ａ.Ｐ.Ｉ.「fps」 石山　雄三 900

上田遥ダンスリサイタル１１ 上田　遙 4,500

質量,slide,＆.（仮称） ＡｂｓＴ 1,300

2007Ｏ.Ｆ.Ｃ.実験劇場 Ｏ.Ｆ.Ｃ. 500

「明晰の鎖」 大橋可也＆ダンサーズ 1,400

黒沢美香＋木佐貫邦子 ダンス公演 木佐貫ダンスオフィス 1,000

黒沢美香＆ダンサーズ公演　「なんという寛容の肉」 黒沢美香＆ダンサーズ 1,600

リンゴ企画ハーベスト（収穫祭）２００７
セッションハウス企画室「リンゴ企画」実行委
員会

800

ダンスシアター他動式　新作公演２００８「あ・うん」 ダンスシアター他動式 2,200

2008年江原朋子ダンス公演「エハラ版　枕草子」 トモコエハラダンスカンパニー 1,500

田中泯　場踊りツアー２００７ 舞踊資源研究所 2,900

山田せつ子ダンスシリーズ『二人いて（仮題）』 山田　せつ子 2,100

蘭　このみスペイン舞踊団公演「花がたみ」 蘭　このみスペイン舞踊団 3,500

ＡＲＩＣＡ新作公演「Meeting ミーティング」（仮題） ARICA 1,100

＋dust hmp 500

作品No.５ ＯＭ－２ 3,000

アンネフォールプロダクション2007『ブッダ12』 特定非営利活動法人 ｼｱﾀｰｱﾝﾈﾌｫｰﾙ 2,500

ウォーリー木下プロデュースTHE ORIGINAL TEMPO『VISION』トライアウ
ト公演

The Original Tempo 500

ZORA　第５回公演　『カノン』（仮題） ZORA 400

劇団態変２００７年度公演 劇団態変 1,000
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

ＤＡ・Ｍ新作公演『Random Sample』 劇団　ＤＡ・Ｍ 1,600

トランス☆プロジェクト舞台公演　性と生のはざまを漂うミステリー
「双頭の性。」

トランス☆プロジェクト 800

ふたつの向島２－東京⇔上海 トリのマーク（通称） 500

第１回ＮＡＧＡＮＯ国際コミュニケーション・アート・フェスティバル 日本国際ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｱｰﾄ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 1,300

パレスチナ・キャラバン「アザリアのピノッキオ」日本巡演 パレスチナ・キャラバン実行委員会 3,500

拡大版・「一方通行路～サルタヒコへの旅」 Port B 2,600

モレキュラーシアター「ＤＥＣＯＹ／デコイ＝囮（おとり）」公演 MOLECULAR THEATRE 1,900

「現代狂言Ⅱ」 萬狂言 4,000

reset-N『繭』 reset-N 800

奏心会－２００７－「今」を生きる古典 奏心会 100

古典の新芽シリーズVol.04文楽の試みⅡ　現代詩を語り、舞踏を舞い、
キリスト劇を演じる

パフォーマンス　イン　ミュージアム実行委員
会

600

深海さとみ箏・三絃リサイタル　－古典を現代にⅥ－ 深海　さとみ 800

北九州国際ビエンナーレ‘０７～新しいアートの実験都市をめざして～
特定非営利活動法人　アートインスティテュー
ト北九州

4,000

ＳＯＦＴ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ “darkness”（仮称） Responsive Environment 800

「noiseless・ノイズレス」展 京都国際現代音楽フォーラム 1,000

ヒロシマ　アート　ドキュメント 2007 CREATIVE UNION HIROSHIMA 1,200

ICANOF企画展「ISTHMUS(イスムス＝地峡)展」 市民アートサポート　ICANOF 1,900

ひびのこづえ　展－服と人と住まい（仮称） 財団法人　水戸市芸術振興財団 4,000

「Geldscheisser in Vault」展 柳　幸典 600

池田亮司／新作サウンドインスタレーション展 財団法人　山口市文化振興財団 2,800

第１７回「インターナショナル・オルガン・フェスティバル・イン・
ジャパン」２００７

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｵﾙｶﾞﾝ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･ｲﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ組織委員
会

2,400

『ASAGAO』 company izuru 1,100

狂言と鼓童のコラボレーション「佐渡ヶ島」 株式会社　北前船（鼓童） 1,200

サマー・アート・スクール＆パフォーマンス２００７ クリエイティブ・アート実行委員会 3,500

第２回Ackid 2007 CTプロジェクト 1,000

第１２回ニパフ・アジア・パフォーマンス・アート連続展 日本国際ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｱｰﾄ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 3,000

夢の饗演・イスラエルコンテンポラリーダンスと日本の舞台美術・“地
中海の東から風に乗って”Inspireし遇う心体と美・空間

日本舞台美術家ギルド 4,500

ダンス白州2007－－白州・夏・フェスティバル－－舞踊、芝居、音楽、
映像、造形の新作部門

ダンス白州実行委員会 4,500

声優口演　～無声映画のエンターテイメントライブ～ 株式会社　ムーブマン 1,300
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芸術の国際交流活動（合計8件・30,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

カメラータ・ヴォカーレ・ベルリンと大阪ゲヴァントハウス合唱団によ
る　J.S.バッハ作曲「ヨハネ受難曲」1725年版　共同公演

大阪ゲヴァントハウス合唱団 2,000

ミュージック＆リズムス in Fuji 2007 ～アジア-
NEWS(North,East,West,South)新しいアジア観へのパースペクティブ～
（仮）

株式会社　鬼太鼓座 3,000

２０周年記念　EARTH CELEBRATION 2007 アース・セレブレーション実行委員会 8,000

「ダンスが見たい！９」インターナショナルシリーズ die pratze 2,300

アジア民族舞踊交流会 財団法人　黛民族舞踊文化財団 2,500

国際リーディング・フェスティバル ＡＰＡ芸術振興協会 7,000

日中文化・スポーツ交流年記念　日中合同　北京子どものための５２回
公演帰国報告公演と京劇ワークショップ

特定非営利活動法人　劇団道化 700

第１１回アジア小劇場演劇ネットワーク（Asia Little Theater
Exchange Network in Tokyo ）アリスフェスティバル２００７（Alice
Festival 2007）

タイニイアリス NPO ARC 4,500
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〔映画の製作活動〕

映画の製作活動：劇映画　第１回募集分（合計7件・120,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

西の魔女が死んだ
アスミック・エース　エンタテインメント　株
式会社

20,000

ＧＳワンダーランド ＡＭＧエンタテインメント　株式会社 20,000

ハルの祈り（仮題） 株式会社　スープレックス 20,000

クワイエットルームにようこそ 株式会社　スプーン 20,000

手巻き式クロノグラフ 株式会社　ブラス 20,000

グミ・チョコレート・パイン 有限会社　パラレル 10,000

宮城野 有限会社　百米映画社
10,000

映画の製作活動：記録映画　第１回募集分（合計5件・19,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

空腹を忘れるために（仮題） 有限会社　カサマフィルム 5,000

長編ドキュメンタリー「シロタ家の２０世紀」（仮題） 株式会社　日本映画新社 5,000

僕の村の宝物　～ダムに沈む徳山村山村生活記（仮） 有限会社　ポレポレタイムス社 5,000

花の夢　－ある中国残留婦人－ 有限会社　いせフィルム 2,000

中華学校の子どもたち（仮題） ブロードメディア・スタジオ　株式会社 2,000

映画の製作活動：アニメーション映画　第１回募集分（合計1件・20,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

大ちゃん、だいすき。 有限会社　ゴーゴービジュアル企画 20,000
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地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演活動（合計127件・146,300千円）

都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
助成金予定額
（単位：千円）

北海道 開館３０周年記念　平成１９年度札幌芸術劇場「演劇」公演
財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌市教育文化
会館)

2,200

〃 札響と青少年のジョイント・コンサート
財団法人　函館市文化・スポーツ振興財団(函館
市民会館)

1,200

〃 サッポロ・ジャズ・フォレスト２００７
サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会(札幌芸術
の森野外ステージ)

4,500

青森県 ＮＨＫ交響楽団メンバーによる弦楽の響き 弘前文化会館 400

岩手県 パイプオルガンコンサート
財団法人　盛岡市文化振興事業団(盛岡市民文化
ホール)

700

〃 新しいピアノ・コンチェルトとの出逢い 花巻市(花巻市文化会館) 1,000

〃 釜石市「市制７０周年記念公演」 釜石市民文化会館 700

宮城県 七ヶ浜国際村ミュージカルＮａＮａ５９３１第６回公演 七ヶ浜町(七ヶ浜国際村ホール) 1,600

山形県 しらたか的音楽映画塾２００７ 白鷹町(白鷹勤労者総合福祉センター) 1,000

茨城県 ブーレーズの肖像
財団法人　水戸市芸術振興財団(水戸芸術館コン
サートホールＡＴＭ)

3,000

栃木県 第２１回人形劇こどもフェスティバル
財団法人　足利市みどりと文化・スポーツ財団
(足利市民プラザ)

200

〃
小山市立文化センターリニューアル記念コンサート「東京交響楽団
第九演奏会」

小山市(小山市立文化センター) 2,100

群馬県 オペラ「夕鶴」 オペラ「夕鶴」実行委員会(前橋市民文化会館) 1,600

埼玉県 大友直人とみんなで楽しむオーケストラ！！
株式会社　ケイミックス：指定管理者(久喜総合
文化会館)

1,200

〃 「”親子で聴ける”クラシックコンサート」
財団法人　越谷コミュニティセンター(越谷コ
ミュニティセンター)

400

〃
開館５周年記念　親子で一緒に本格舞台！子供のためのシェイク
スピアカンパニー『夏の夜の夢』

財団法人　富士見市施設管理公社(富士見市民文
化会館キラリふじみ)

400

千葉県 千葉県少年少女オーケストラとアキラさんの大発見コンサート
財団法人　千葉県文化振興財団(千葉県東総文化
会館)

600

〃 CHIBA弦楽アンサンブルコンサート２００７
財団法人　千葉県文化振興財団(千葉県文化会
館)

500

〃 千葉県こども歌舞伎アカデミー成果発表会　こども歌舞伎公演
財団法人　千葉県文化振興財団(青葉の森公園芸
術文化ホール)

1,400

〃 開館２０周年記念事業　千葉県少年少女オーケストラ演奏会
財団法人　東金文化・スポーツ振興財団(東金文
化会館)

700

〃
「弦」の魅力～北の津軽三味線と南の沖縄三線のコラボレーション
～

財団法人　千葉市文化振興財団(千葉市若葉文化
ホール)

500

〃
ベイサイドジャズ千葉１０周年記念「ＢＡＹ　ＳＩＤＥ　ＪＡＺＺ　２００７
ＣＨＩＢＡ」

財団法人　千葉市文化振興財団(千葉市文化セン
ター)

1,900

〃 八千代蝋燭能
財団法人　八千代市文化・スポーツ振興財団(八
千代市市民会館)

900

〃 県民芸術劇場船橋公演　船橋市制７０周年記念　ガラ・コンサート 船橋市民文化ホール(船橋市民文化ホール) 600

東京都
町田市制５０周年プレ記念事業　プッチーニ作曲オペラ「ラ・ボエー
ム」本格上演

財団法人　町田市文化・国際交流財団(町田市民
ホール)

3,000

〃 これがオペラだⅢ
財団法人　目黒区芸術文化振興財団(目黒区めぐ
ろパーシモンホール)

700

〃 立川市民オペラ公演２００７
財団法人　立川市地域文化振興財団(立川市市民
会館)

2,000

〃 北とぴあ国際音楽祭2007　モンテヴェルディ歌劇《オルフェーオ》 財団法人　北区文化振興財団(北とぴあ) 6,000

〃 ０歳からのコンサート～宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
財団法人　調布市文化・コミュニティ振興財団
(調布市グリーンホール)

300

〃 ルネこだいらファミリーコンサート「仲道郁代の光のこどもたち」
財団法人　小平市文化振興財団(小平市民文化会
館)

200

〃 夏休み子ども音楽会「上野の森文化探検」 財団法人　東京都歴史文化財団(東京文化会館) 1,400

〃 武蔵野シティバレエ　第２２回定期公演「コッペリア」（全幕）
財団法人　武蔵野文化事業団(武蔵野市民文化会
館)

1,000

〃
江東区でバレエを育てる会／東京シティ・バレエ団公演「第２２回く
るみ割り人形」

財団法人　江東区地域振興会(江東区江東公会
堂)

3,000

〃 江東狂言の会　薪狂言
財団法人　江東区地域振興会(江東区文化セン
ター)

700

〃
三鷹市内小学校全16校への訪問アーティストによる「ニューイ
ヤー・ファミリーコンサート」

財団法人　三鷹市芸術文化振興財団(三鷹市芸術
文化センター)

300

〃 第18回みたか弥生能
財団法人　三鷹市芸術文化振興財団(三鷹市公会
堂)

700

〔地域文化関係の活動〕
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
助成金予定額
（単位：千円）

東京都 林光構成・出演「武満徹の小さな部屋」
株式会社　東急エージェンシー：指定管理者(葛
飾区文化会館)

600

神奈川県
音楽堂で聴くバロック・オペラ　初演４００年　モンテヴェルディ作曲
『オルフェオ』

財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川県立音楽
堂)

5,000

〃 開館３周年記念　杉田劇場創作ミュージカル
財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜市磯子
区民文化センター)

1,900

〃
横須賀芸術劇場少年少女合唱団「親と子のためのクリスマス・コン
サート‘０７」

財団法人　横須賀芸術文化財団(横須賀芸術劇
場)

300

新潟県 演劇「いのちの華」 加茂市(加茂文化会館) 900

〃 武蔵野音楽大学・声楽家による「音楽の夕べ」 朝日村(朝日村総合文化会館) 200

富山県
舞台芸術・芸能－発見ライブ　in ORBIS 「歌舞伎舞踊っておもしろ
い！」

財団法人　富山県文化振興財団(富山県民小劇
場)

200

〃 開館２５周年記念　市民ミュージカル 財団法人　砺波市文化振興会(砺波市文化会館) 2,200

〃 クロスランド芸術祭２００７伝統芸能部門
財団法人　クロスランドおやべ(クロスランドお
やべ)

400

石川県 オペラ「ラ・ボエーム」公演事業 財団法人　金沢芸術創造財団(金沢市観光会館) 5,500

〃 ＮＥＷ　ＪＡＺＺ　ＶＩＢＲＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＫＡＮＡＺＡＷＡ
金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会(金
沢市文化ホール)

300

〃 ＢＩＧ　ＡＰＰＬＥ　ｉｎ　ＮＯＮＯＩＣＨＩ　２００７
財団法人　野々市町情報文化振興財団(野々市町
文化会館)

1,500

福井県 「演劇公演　けいせい仏の原」
財団法人　坂井市三国町文化振興事業団(坂井市
みくに文化未来館)

1,600

山梨県
夏休み子どもアートフェスティバル２００７（この夏は舞台アートがお
もしろい！舞台アートを体験・体感しよう）

財団法人　やまなし文化学習協会(山梨県立県民
文化ホール)

1,400

〃
東西古楽の真夏の祭典　第２２回都留音楽祭　～Tsuru Early
Music Festival～

財団法人　都留楽友協会(都の杜うぐいすホー
ル)

900

〃 第十回　石和薪能
財団法人　いさわ文化・スポーツ振興財団(笛吹
市スコレーセンター)

1,000

岐阜県 織部賞がもてなす狂言の世界
株式会社　アドツープラド：指定管理者(岐阜県
県民文化ホール未来会館)

800

〃 親と子に捧げる創作音楽劇「天狗のくれた紙」の公演 美濃市(美濃市文化会館) 900

〃 真夏の夜のコンサート「金木博幸と素敵な仲間たち」 八百津町教育委員会(八百津町中央公民館) 200

〃 名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート 恵那市(恵那市明智町かえでホール) 600

静岡県 青少年サマーミュージカルスクールＶｏｌ.６「我楽詫屋物語Ⅲ」
財団法人　富士市文化振興財団(富士市文化会
館)

800

愛知県 みんなのリーディング
財団法人　名古屋市文化振興事業団(名古屋市芸
術創造センター)

700

〃 「オズの魔法使い」
財団法人　名古屋市文化振興事業団(名古屋市青
少年文化センター)

4,500

〃 茂木大輔の生で聴く“のだめカンタービレの音楽会”
財団法人　かすがい市民文化財団(春日井市民会
館)

1,200

三重県 青山ホールこども劇団「うてかえりこんぼ」　第３回定期公演 財団法人　伊賀市文化都市協会(青山ホール) 200

〃 桑名市民会館リニューアル記念事業　市民参画演劇　孤愁の岸 桑名演劇塾実行委員会(桑名市民会館) 900

滋賀県 和太鼓サウンド夢の森２００７
財団法人　甲賀創健文化振興事業団(鹿深夢の森
文化創造のステージ)

1,700

〃 能オンステージ「松風」をめぐる能探訪 大津市(大津市伝統芸能会館) 500

〃 子どもたちとつくるオペラ「魔笛」公演
草津文化体験プログラム実行委員会(草津アミカ
ホール)

500

〃 さきら能「敦盛」
株式会社　ジェイアール西日本総合ビルサービ
ス：指定管理者(栗東芸術文化会館さきら)

700

京都府 ぶんげい合同創作人形劇「うさぎのひっこし大作戦」
財団法人　京都文化財団文化芸術会館(京都府立
文化芸術会館)

800

〃 第１５回木津川やまなみ国際音楽祭 京都府相楽郡南山城村(南山城村文化会館) 1,300

大阪府 文楽鑑賞教室
財団法人　松原市文化情報振興事業団(松原市情
報文化アメニティセンター)

500

〃
開館１５周年記念事業マイタウンオペラ　喜歌劇「メリー・ウィドウ」
（全３幕）

財団法人　河内長野市文化振興財団(河内長野市
立文化会館)

2,400

〃 第１８回皿田能「鉢木」 皿田能実行委員会(阪南市立文化センター) 300

〃 音楽絵巻『大東伝聞録』 大東市立文化ホール 500

〃 「堺市民参加演劇ハードタイムス」
財団法人　堺市文化振興財団(堺市立西文化会
館)

600
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
助成金予定額
（単位：千円）

大阪府 第６回関西シティフィルハーモニー交響楽団ファミリーコンサート
財団法人　いけだ市民文化振興財団(池田市民文
化会館)

600

〃 高安の女
財団法人　八尾市文化振興事業団(八尾市文化会
館)

700

〃
～メイシアタープロデュースＳＨＯＷ劇場　ＶＯＬ.２　Ｊ・Ｏ・Ｓ「お気に
召すまま」

財団法人　吹田市文化振興事業団(吹田市文化会
館)

600

兵庫県
第１６回川西市民オペラ　イタリア名作オペラ～悲劇のヒロインたち
vol.１　プッチーニ／歌劇「ラ・ボエーム」

財団法人　川西市文化財団(川西市みつなかホー
ル)

5,000

〃 第５回　アカペリンピックinとよおか 豊岡市(豊岡市立市民会館) 200

〃 みき演劇セミナー第十二発「わがまちシリーズ第５弾」
財団法人　三木市文化振興財団(三木市文化会
館)

500

〃 第２２回　伊丹市民オペラ定期公演「こうもり」
財団法人　伊丹市文化振興財団(伊丹市立文化会
館)

500

〃 ＫＡＶＣトライアウト３「ＸとＹのフーガ」
大阪ガスビジネスクリエイト株式会社：指定管
理者(神戸アートビレッジセンター)

700

〃
開館記念公演『オーケストラと和楽器の共演！時勝矢一路とオー
ケストラ「太鼓協奏曲～太鼓について」』

株式会社　ジェイコム：指定管理者(三田市総合
文化センター)

2,400

〃 宝塚演劇祭
財団法人　宝塚市文化振興財団(宝塚市立文化施
設ソリオホール)

600

〃
赤とんぼ誕生８０年記念～三木露風と山田耕筰の日本の心のうた
～　赤とんぼの里コンサート

財団法人　童謡の里龍野文化振興財団(たつの市
総合文化会館　)

600

奈良県
葛城市音楽祭―葛城クラシックコンサートと歌ものがたり「中将姫」
―

葛城市新庄文化会館 800

〃 劇団いかるが第九回公演　～斑鳩物語パート９～『ミササキの庵』
財団法人　斑鳩町文化振興財団(斑鳩町文化振興
センター)

200

〃 第３回まほろば音楽フェスティバル 奈良県文化会館 500

和歌山県 第３回オレンジコンサート　音楽劇「中将姫伝説」 有田市(有田市文化福祉センター) 200

〃 設立１０周年記念事業千住真理子ヴァイオリンリサイタル
財団法人　橋本市文化スポーツ振興公社(橋本市
民会館)

100

鳥取県 第２１回ふるさとミュージカル
鹿野町民音楽祭実行委員会(鳥取市立鹿野町中央
公民館)

1,400

島根県 新浜田市誕生記念地芝居大会
財団法人　浜田市教育文化振興事業団(浜田市石
央文化ホール)

300

〃 第１６回「出雲ドーム２０００人の吹奏楽」
「出雲ドーム2000人の吹奏楽」実行委員会(出雲
ドーム)

500

〃 隠岐乃國伝統芸能祭
財団法人　隠岐の島町教育文化振興財団(隠岐の
島町立隠岐島文化会館)

800

〃 グラントワ　クリスマスジャズフェスタ
財団法人　島根県文化振興財団(島根県芸術文化
センターいわみ芸術劇場)

600

岡山県
開館１５周年記念事業＆ズンチャチャプレゼンツ　ズンチャチャと踊
ろうズンチャチャダンスパフォーマンスVol.１『だい９』

財団法人　岡山市スポーツ・文化振興財団(西川
アイプラザ)

200

広島県
”演劇引力廣島”stage2プロデュース公演　『かもめ』（作/ｱﾝﾄﾝ･
ﾁｪｰﾎﾌ）

財団法人　広島市文化財団(広島市文化創造セン
ター)

1,500

〃 神楽公演
財団法人　広島市文化財団(広島市安佐南区民文
化センター)

300

〃 さえきコラボ劇場
財団法人　広島市文化財団(広島市佐伯区民文化
センター)

200

〃 ニコピン音楽祭“くずはらしげるとやなせたかしの世界”
財団法人　福山市かんなべ文化振興会(福山市神
辺文化会館)

400

〃 大阪フィルハーモニー交響楽団呉公演 財団法人　呉市文化振興財団(呉市文化ホール) 1,700

〃 こうぬ備後神楽共演大会２００７
甲奴町振興協議会連合会(三次市ジミー・カー
ターシビックセンター)

200

山口県 特殊な古典劇「ながと近松創作劇場」
財団法人　長門市文化振興財団(山口県民芸術文
化ホール)

1,900

〃 中原中也生誕百年記念イベント～生誕百年前夜祭～ 山口市(山口市民会館) 1,400

〃 第７回防府音楽祭
財団法人　防府市文化振興財団(防府市地域交流
センター)

1,900

徳島県 「みんなと楽しくクラシック」
財団法人　徳島県文化振興財団(徳島県郷土文化
会館)

1,800

〃 ミュージカル「コスモスの収容所Vol.Ⅲ」 鳴門市文化会館 500

香川県 第３回とらまる人形劇カーニバル
とらまる人形劇カーニバル実行委員会(東かがわ
市とらまるパペットランド)

600

愛媛県 内子座文楽公演 内子座文楽公演実行委員会(内子座) 2,700

〃 市制７０周年記念「Hands two Hands」コンサート
財団法人　新居浜市文化体育振興事業団(新居浜
市市民文化センター)

200

〃
歌い伝えよう日本と世界の歌－アカンサス・フォ－とふれあいコン
サート

アクティオ株式会社　：指定管理者(西条市丹原
文化会館)

500

高知県 ポかリン記憶舎　和服美女空間「夜奏」 財団法人　高知県文化財団(高知県立美術館) 1,600
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
助成金予定額
（単位：千円）

福岡県 アクロス弦楽合奏団　第１回定期演奏会
財団法人　アクロス福岡(福岡県国際文化情報セ
ンター)

2,500

〃 響ホールフェスティヴァル２００７
財団法人　北九州市芸術文化振興財団(北九州市
立響ホール)

1,500

〃 大学演劇部合同公演
特定非営利活動法人　福岡パフォーミングアー
ツプロジェクト(ぽんプラザホール)

400

〃
ムノツィル・ブラス（金管七重奏）／Mnozil Brass　地元高校生との
共演

財団法人　宗像市総合公園管理公社(宗像市民総
合センター)

500

〃 博多茂山狂言会
財団法人　新宮町文化振興財団(そぴあしんぐ
う)

400

佐賀県 〈空、海、大地と木のうた〉演奏会～世界中の子どもたちへ～ 武雄市文化協会(武雄市文化会館) 3,500

長崎県 第７回長崎おぢか国際音楽祭
おぢか国際音楽祭実行委員会(小値賀町離島開発
総合センター)

1,300

〃 アルカス千夜一夜スペシャル「安寿ミラ、文学と音楽の出会い」
財団法人　佐世保地域文化事業財団(アルカスＳ
ＡＳＥＢＯ)

800

熊本県 ファンタジーミュージカル「霧のむこうのふしぎな町」公演 合志市(合志市文化会館) 500

大分県 上妻宏光　生一丁コンサート 九重町教育委員会(九重文化センター) 300

宮崎県 北国の唄と九州民謡の夕べ
財団法人　門川ふるさと文化財団(門川町総合文
化会館)

300

〃 子どものための舞台公演２００７夏・（森の音、言葉のシャワー） 特定非営利活動法人　野の花館(野の花館) 300

〃 東京都交響楽団が贈る夏の終わりの名曲コンサート
財団法人　都城市文化振興財団(都城市総合文化
ホール)

3,500

鹿児島県 ファンタジーミュージカル「霧のむこうのふしぎな町」公演
財団法人　鹿児島県文化振興財団(鹿児島県文化
センター)

1,000

〃
日本民俗音楽の源流　～沖縄から奄美そして津軽へ・しまうた、民
謡は黒潮に乗って～

財団法人　鹿児島県文化振興財団(鹿児島県霧島
国際音楽ホール)

800

〃 ＪＯＹ倶楽部ミュージックアンサンブル
特定非営利活動法人　ワイド２１徳之島(徳之島
町文化会館)

200
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地域文化施設公演・展示活動：美術館展示活動（合計73件・160,600千円）

都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
助成金予定額

（単位：千円）

岩手県 ―詩情の楽園―　高橋忠彌の世界展 萬鉄五郎記念美術館 1,500

宮城県 特別展「イヌとネコの文化史」 東北歴史博物館 1,400

〃 ─青葉縁日（あおばえんにち）Ⅱ─ 仙台市(せんだいメディアテーク) 1,600

秋田県 「秋田蘭画の時代」展 秋田市立千秋美術館 3,000

茨城県 水の情景展 茨城県近代美術館 3,000

〃 「のこす，伝える―「お宝」考今昔」展 茨城県陶芸美術館 5,000

栃木県
サマーフォーラム２００７「クレアムの芸術～ベルギーから
のおくりもの」

特定非営利活動法人　もうひとつの美術館(もう
ひとつの美術館)

2,100

群馬県 第9回埋もれた郷土の芸術家展「千輝玉斎」 中之条町歴史民俗資料館 300

埼玉県 企画展「埼玉の現代美術」 埼玉県立近代美術館 2,000

〃
開館五周年記念特別展（小江戸文化シリーズ２）没後100年
橋本雅邦展

川越市(川越市立美術館) 2,400

東京都 青山二郎の眼　展 財団法人　せたがや文化財団(世田谷美術館) 5,000

〃 鈴木理策：熊野、桜、雪
財団法人　東京都歴史文化財団(東京都写真美術
館)

2,800

〃
SPACE FOR YOUR FUTURE―アートとデザインを横断する作家た
ち展

財団法人　東京都歴史文化財団(東京都現代美術
館)

6,500

〃 Ａｒｔ―Fｕｌｌ　２００７ 小金井市(小金井市立はけの森美術館) 2,100

〃 「ねりまの美術　柳原義達・土谷武・江口週　彫刻三人」展 練馬区立美術館 3,500

〃 開館２０周年記念展「版画で語る日中交流史」 町田市(町田市立国際版画美術館) 3,000

〃 「建築の記憶」
財団法人　東京都歴史文化財団(東京都庭園美術
館)

4,500

〃 「線の迷宮〈ラビリンス〉Ⅱ―鉛筆と黒鉛」展
財団法人　目黒区芸術文化振興財団(目黒区美術
館)

3,500

〃 美内すずえと『ガラスの仮面』展 財団法人　せたがや文化財団(世田谷文学館) 1,900

〃 Ｈｅｎｒｙ　Ｄａｒｇｅｒ　展
財団法人　アルカンシェール美術財団(原美術
館)

4,500

神奈川県 沈黙から　塩田千春展
財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川県民ホー
ルギャラリー)

2,000

〃 描かれた横浜の原風景　―浮世絵にみる横浜の都市形成史―
財団法人　横浜市ふるさと歴史財団(横浜開港資
料館)

600

〃 若林奮展 横須賀市(横須賀美術館) 3,000

〃 ニューアート展２００７
財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜市民
ギャラリー)

1,600

〃
「シュルレアリスムと美術　―イメージとリアリティーをめ
ぐって―」展

財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜美術
館)

4,000

〃
『クリエイティヴ　クラスターin Azamino』～横浜創造界隈
のアーティストたち～

財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜市民
ギャラリーあざみ野)

2,000

〃 みんなのデザイン―Ｇマークデザインの５０年― 川崎市(川崎市市民ミュージアム) 1,700

富山県 みんなのアート・ミュージアム 富山県立近代美術館 900

〃 「海老塚耕一展」
財団法人　入善町文化振興財団(入善町下山芸術
の森　発電所美術館)

600

〃 至高の精神展　総集編ＰＡＲＴ１ 財団法人　砺波市文化振興会(砺波市美術館) 500

石川県 「生誕１００年　高光一也画業６０年の軌跡」 石川県立美術館 2,000

〃 「長谷川等伯展　～最晩年作品を中心に～」 財団法人　七尾美術館(石川県七尾美術館) 1,300

〃 小森邦衞・髹漆の世界
財団法人　輪島漆芸美術館(石川県輪島漆芸美術
館)

1,300

〃 「日比野克彦アート・プロジェクト」
財団法人　金沢芸術創造財団(金沢21世紀美術
館)

4,000

福井県 五感で楽しむ造形展
財団法人　金津創作の森財団(金津創作の森アー
トコア)

500

長野県
松本が松本のスタイルです vol.４　松本平の神仏　百柱をた
てる

財団法人　松本市教育文化振興財団(松本市美術
館)

3,500

〃 生誕１００周年　ブルーノ・ムナーリ展 小海町高原美術館 1,100
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
助成金予定額

（単位：千円）

岐阜県 特別展　陶磁器デザイナー「日根野作三足跡展」
財団法人　岐阜県陶磁資料館(岐阜県陶磁資料
館)

600

静岡県
開館１０周年記念特別展「ジャポニズムのテーブルウエア―
西洋の食卓を彩った“日本”―」

財団法人　静岡市文化振興財団(静岡アートギャ
ラリー)

2,900

〃
「大正シック」展―外国人が見た日本のモダニズムとアール
デコ

静岡県立美術館 1,400

愛知県
特別展　三都の女―東京、京都、大阪における近代女性表現
の諸相―展

稲沢市荻須記念美術館 2,700

〃 岸田劉生展 刈谷市美術館 4,000

〃
開館２５周年記念・磁祖「加藤民吉」九州修行２００年記念
特別企画展「瀬戸染付の全貌―世界を彩ったその技と美―」

財団法人　瀬戸市文化振興財団(瀬戸市美術館) 1,300

三重県 ～白亜の希望～　伊藤利彦展 四日市市立博物館 1,600

滋賀県 天体と宇宙の美学展 滋賀県(滋賀県立近代美術館) 2,100

〃 子どもたんけん美術展
財団法人　滋賀県文化振興事業団(しが県民芸術
創造館)

200

京都府 特別展「川端康成と東山魅夷～響きあう美の世界～」 財団法人　京都文化財団(京都文化博物館) 2,300

〃 陶磁器レトロモダン―オールドノリタケの夢空間― 財団法人　細見美術財団(細見美術館) 800

兵庫県 「河口龍夫展」 兵庫県立美術館 4,500

〃
25周年記念事業「美術で奏でるシンフォニー　-シャガール、
マティス、カンディンスキー・・・-」

財団法人　尼崎市総合文化センター(尼崎市総合
文化センター美術ホール)

1,000

〃 生誕100年　木村知石回顧展
財団法人　西宮市大谷記念美術館(西宮市大谷記
念美術館)

2,100

〃 珉平焼展 珉平焼展実行委員会(兵庫陶芸美術館) 5,500

〃 イギリスコンテンポラリージュエリー展
財団法人　伊丹市文化振興財団(伊丹市立工芸セ
ンター)

200

〃 没後100年　田能村直入とその門下生展 丹波市立植野記念美術館 700

〃
特別展　柿衞文庫・さくらゐ文庫にみる　なにわの俳諧史─
新しさと楽しさと

財団法人　柿衞文庫(柿衞文庫) 1,100

〃
アートイニシアティヴ・プロジェクトVol.1「Exhibition as
medeia（メディアとしての展覧会）」

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社：指定管
理者(神戸アートビレッジセンターギャラリー)

1,500

島根県 しりとり美術展
財団法人　浜田市教育文化振興事業団(浜田市世
界こども美術館)

1,200

〃 「出雲焼と京焼の名品展」
財団法人　出雲市教育文化振興財団(出雲文化伝
承館)

1,600

岡山県 画家の絵手紙―国画創作協会の画家たちを中心として 笠岡市立竹喬美術館 1,000

〃 ～大地悠久と生命賛歌～　田渕俊夫展 財団法人　新見美術振興財団(新見美術館) 800

広島県 神々に捧げられた絵画 広島県立歴史民俗資料館 600

〃 生誕100年　靉光展 広島県立美術館 2,200

〃 茶の芸術　名碗展
財団法人　ふくやま芸術文化振興財団(ふくやま
美術館)

1,400

徳島県 開館十五周年記念特別展「蜂須賀家の名宝と近世大名美術」 徳島市立徳島城博物館 1,400

香川県 エルネスト・ネト展
財団法人　ミモカ美術振興財団(丸亀市猪熊弦一
郎現代美術館)

6,000

愛媛県 自主企画展　森　堯茂　展 町立久万美術館 1,000

〃
「異界・妖怪大博覧会―『お化け』と『あの世』の世界―」
展

愛媛県歴史文化博物館 600

福岡県 企画展「東南アジアの塼仏」展 福岡市美術館 1,300

〃
鴻臚館跡発掘２０周年記念特別展「古代の博多―鴻臚館とそ
の時代―」

福岡市博物館 5,500

長崎県 渡辺与平展
財団法人　長崎ミュージアム振興財団(長崎県美
術館)

1,500

熊本県
熊本国際美術展ＡＴＴＩＴＵＤＥ２００７　―真に歓喜に値
するもの

財団法人　熊本市美術文化振興財団(熊本市現代
美術館)

5,000

大分県 特別展「大分発掘ものがたり―遺跡が語る郷土の歴史―」 大分県立歴史博物館 800

鹿児島県 「日比野克彦」展
財団法人　鹿児島県文化振興財団(鹿児島県霧島
アートの森)

2,000
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アマチュア等の文化団体活動（合計166件・150,100千円）

都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

北海道 設立５０周年記念公演　北海道現代舞踊フェスティバル２００７ 社団法人　現代舞踊協会北海道支部 700

〃 アイヌ民族文化祭（ヌヤン　ヌカラン　ピラサレヤン） 社団法人　北海道ウタリ協会 400

〃 2007さっぽろ旭山音楽祭（第２０回） さっぽろ旭山うた祭りの会 3,500

〃 第９０回釧美記念展 釧路美術協会 600

〃 たきかわ市民ミュージカル たきかわ市民ミュージカル実行委員会 1,200

〃 第１７回公演フンパーティンク作曲「ヘンゼルとグレーテル」全２幕 函館市民オペラの会 700

〃 第２０回公演「星の城、明日に輝け」
特定非営利活動法人　市民創作「函館野外劇」
の会

900

〃 平成１９年度　人形浄瑠璃公演 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 700

〃 人形劇フェスティバル２００８年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 600

青森県 東京公演２０回記念演奏会 弘前バッハアンサンブル 1,400

〃 第５回　北の太鼓衆　あおもり 北の太鼓衆実行委員会 100

〃 創立４５周年　演奏会 弘前ブルンネンコール 200

〃 第37回定期公演　歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」 弘前オペラ 2,000

〃 第２７回定期演奏会 青森ジュニアオーケストラ 200

宮城県
インクルーシブダンスパフォーマンスVol.5 記念公演　カンパニー作
品「冬の蚊帳」ステージクラス作品「Hikari」上演

特定非営利活動法人　みやぎダンス 900

秋田県 ＮＥＷストリングスプラザinあきた記念演奏会 ＮＥＷストリングスプラザの会 800

〃 第３０回　記念定期演奏会 秋田青少年オーケストラ 400

〃 「青少年音楽の家」新春コンサート 青少年音楽の家運営委員会 1,000

〃 第２４回公演　オペラ・オペレッタフェスタ 秋田声楽研究会 900

〃 第６回秋田県チェンソーアート展示会 秋田県チェンソーアートクラブ 200

山形県 市制４０周年記念コンサート 南陽市合唱協会 1,000

〃
山形　吹奏楽の祭典２００７（吹奏楽音楽団体ジョイント・コンサート
in山形）

山形市ブラス・オルケスター 400

〃 創立５５周年記念第４７回定期演奏会 山形フィルハーモニー交響楽団 300

〃 合唱劇「銀河鉄道の夜」委嘱初演（第３４回定期演奏会・仙台公演） 合唱団じゃがいも 800

福島県 第２０回定期演奏会
特定非営利活動法人　福島ウインドアンサンブ
ル

200

茨城県 創立２５周年記念　第２５回定期演奏会 日立市民混声合唱団 400

〃 第３回公演　「ロンの花園」 竜ヶ崎子どもミュージカル 700

栃木県 結成１０周年記念第７回公演　創作オペラ「殺生石物語」 くろいそオペラをつくる会 2,000

〃 第１７回公演オペラ「魔笛」全二幕（日本語上演） ＯＹＡＭＡオペラアンサンブル 1,800

群馬県 コンサートＩＮ新町パートⅨ公演 新町歌劇団 200

〃
創立50周年記念発表会「日系ブラジル・ペルー人との文化共生を
めざして」

大泉町文化協会 200

埼玉県 創立２０周年記念公演 民族芸能サークルこぶし会 400

〃 創立２０周年記念コンサート 女声コーラス秋桜 200

〃 オペレッタ「メリー・ウィドウ」 さいたまシティ　オペラ 1,900

千葉県 創作オペラ「童謡」 特定非営利活動法人　童謡文化を広める会 1,500

〃 創立３０周年記念演奏会 八千代少年少女合唱団 1,100

〃 第３３回現代バレエ合同公演 千葉県芸術舞踊協会 1,400
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

千葉県 第１０回我孫子国際野外美術展 我孫子野外美術展実行委員会 2,000

東京都 第１９回八丈島文化フェスティバル 八丈島文化フェスティバル実行委員会 100

〃
創立１０周年記念公演　歌劇「ラ・ボエーム」全４幕　字幕付き原語
上演

多摩シティオペラ 1,000

〃 ジュニア合唱フェスティバル２００８ 特定非営利活動法人　日本少年少女合唱連盟 1,900

〃 第７回公演　歌劇「カルメン」 オペラ　リリカ　八王子 1,000

〃 演奏会２００７ 合唱団響 900

〃 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 300

〃 子どもたちに伝える伝統芸能公演 藤の会 500

〃 創立７５周年記念演奏会 ユーフォニック合唱団 400

〃 荒川区民でつくるオペラコンサート第１０回公演 区民でつくるオペラコンサート実行委員会 1,100

〃 熟年演劇　たつのおとしご会第１８回公演「ホロー館の人びと」 演劇集団　たつのおとしご会 400

〃 第３０回記念日本きりえ美術展 日本きりえ協会 400

神奈川県 創立５０周年記念演奏会（第３１回神奈川県合唱フェスティバル） 神奈川県合唱連盟 1,200

〃 結成４５周年記念公演　第４３回神奈川県名流邦舞祭 社団法人　日本舞踊協会神奈川県支部 2,200

〃 第１７７回定期演奏会（設立５０周年記念演奏会） 財団法人　神奈川県青少年交響楽団 200

〃 鎌倉古楽祭vol.6創立１０周年記念コンサート「Voice　こえ」 地球音楽園 300

〃 第４７回神奈川県女流美術家協会展 神奈川県女流美術家協会 700

〃 ６０周年記念演奏会 シグナス合唱団 200

〃 第９０回特別演奏会（創立４５周年記念） 鎌倉交響楽団 300

〃 第６３回ハマ展 横浜美術協会 300

〃 劇団創立６０周年記念公演 劇団麦の会 400

〃 遊行かぶき第１９回公演「小栗判官と照手姫―愛の奇蹟」 遊行舎 400

新潟県 第４回里山アート展＆里山アートシンポジウム コスモ夢舞台実行委員会 200

〃 上越市民オペラ演奏会 上越市民オペラ 400

富山県 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２００７ 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会 4,000

〃 創立５０周年記念演奏会 富山県邦楽協会 800

〃 五箇山合掌の里芸術祭 五箇山合掌の里芸術祭実行委員会 400

石川県 白山国際太鼓エクスタジア２００７ 白山国際太鼓エクスタジア実行委員会 2,500

〃
第３６回「オーケストラと少年少女・子供の歌フェスティバル
２００７」金沢公演

オーケストラと少年少女実行委員会 1,300

〃 第２４回定期演奏会 石川フィルハーモニー交響楽団 400

〃 第６回金沢子ども伝統芸能音楽祭 石川県三曲協会 800

〃
第４５回音文協年末公演「第九交響曲・千鳥の曲」・「荘厳ミサ曲」
金沢公演

金沢市音楽文化協会 2,800

〃 第１８回石川の太鼓 社団法人　石川県太鼓連盟 1,700

〃 第１３回定期公演「よくばり天狗　パートⅢ－天狗惑星の大冒険」 大杉ミュージカルシアター 200

〃 ～共に生き！共に夢をつかむ～ Ten seeds プロジェクト 700

福井県 創立２０周年記念第２０回定期演奏会 混声合唱団　福井コールアカデミー 600

〃 第３回南越前第九演奏会 南越前第九演奏会実行委員会 1,000

〃
第１５回国際丹南アートフェスティバル２００７　アジアの現代美術
《武生・大阪》

丹南アートフェスティバル実行委員会 1,400
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

福井県 若狭小浜「日本の第九」第１５回記念演奏会 小浜第九演奏会実行委員会 900

長野県 第２０回記念　長野県芸術文化総合フェスティバル 長野県芸術文化協会 500

〃 発足２５周年記念　第１０回オペラ公演「フィガロの結婚」 声楽家集団「土の会」 1,200

〃 ＮＡＧＡＮＯ　ｏｐｅｎ－ａｉｒ　ＴＨＥＡＴＥＲ　２００７ 劇空間　夢幻工房 500

〃 ２００７年企画展「上田紬と真田ひも」 上田紬研究会サークル絹の郷 200

岐阜県
第１２１回公演・ミュージカル劇場No.36「こそあどの森の物語～ふし
ぎな木の実の料理法～」

特定非営利活動法人　劇団はぐるま 1,000

静岡県 第１０回伊東温泉「薪能」、地域芸能祭 特定非営利活動法人　伊東市文化財史蹟保存会 1,900

〃 ムジカ・パシフィカＪＰＮ創立10周年記念　オペラ「ハムレット」 静岡児童合唱団 800

〃 第２０回記念公演　J.S.バッハ「ヨハネ受難曲」演奏会 磐田古楽協会・磐田バロックコア 600

愛知県 創立３５周年記念コンサート 合奏団レストロ・アルモニコ 700

〃 第５１回演奏会 グリーン・エコー 900

〃 第６回水芭蕉忌コンサートin愛知：名古屋公演 水芭蕉忌コンサートin愛知実行委員会 500

三重県 オペラ「夕鶴」 三重オペラ協会 1,500

〃 第１５回コンサート ヴォーカルアンサンブル《ＥＳＴ》 400

〃 第３３回うたおに音楽会”hommage” 合唱団「うたおに」 200

〃 設立３０周年記念フェスティバル 名張文化協会 500

〃 ４０周年記念コンサート 養正コーラス 300

滋賀県 現代大津絵展 日本大津絵文化協会 100

〃 第１１回公演 長濱ゆう歌舞伎座 700

〃 ２００７メサイア演奏会 メサイア合唱団 500

〃 多賀大社平成の大造営竣工記念行事公演「寿福の猿楽」 近江猿楽多賀座 100

京都府 若者による邦楽コンサート「第１３回全国学生邦楽フェスティバル」 全国学生邦楽フェスティバル実行委員会 500

〃 第１１回きょうと〈北部〉〈中部〉児童青少年演劇まつり 京都児童青少年演劇協会 800

〃 きょうと児童青少年演劇まつり’０７やましろのくに
きょうと児童青少年演劇まつりやましろのくに
実行委員会

200

大阪府 第１０回四條畷市コーラスフェスティバル１０周年記念コンサート 四條畷市合唱連盟 100

〃
第８回演奏会特別演奏会　山田和樹×モーツァルト・レクイエム
根津昌彦×佐藤賢太郎委嘱作品

合唱団天上花火 700

〃 創立２０周年記念第１０回定期演奏会 泉南市混声合唱団 400

〃 第９回高槻ジャズストリート 高槻ジャズストリート実行委員会 3,500

〃 「天使の贈り物２」 劇団スタジオＱ 100

〃
大阪シンフォニッククヮイア・英国ハダスフィールド合唱協会合同演
奏会「ブリテン／戦争レクイエム」

大阪シンフォニッククヮイア 900

〃 第３回わがまち門真市民ミュージカル　茨田の堤 門真市民ミュージカル実行委員会 1,300

兵庫県 創立３０周年記念コンサート（第１５回定期演奏会） 西神戸混声合唱団 400

〃 第２３回ジャパン　スチューデント　ジャズ　フェスティバル２００７ 日本学校ジャズ教育協会関西本部 600

〃 第３０回定期演奏会”戦争で死んだ兵士のこと” 神戸市役所センター合唱団 400

〃 ぐるっぽユーモア風オペラ「フアルスタッフ」 ぐるっぽユーモア 400

〃 第２７回西日本アマチュアビッグバンド連絡会in神戸ハーバーランド 西日本アマチュアビッグバンド連絡会 300

〃 神劇まわり舞台 兵庫県劇団協議会 1,700

〃 コーラスミュージカル「夢学校Ⅲ～リア王の真実～」 合唱団ＴＥＲＲＡ 1,100
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

兵庫県 １０周年記念特別演奏会 オーケストラ千里山 600

〃
三田市総合文化センター・郷の音ホールオープニング記念コン
サート「第九」合唱付

郷の音・市民コンサート実行委員会 500

奈良県 結成２５周年記念オリジナルミュージカル「森に生かされて」 まつぼっくり少年少女合唱団 1,100

〃 第３２回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 1,900

和歌山県 第５４回総合美術展 和歌山文化協会 300

〃 創作ふるさとオペラ「石童丸ものがたり」 はしもとしふるさとオペラ 400

〃 結成２５周年記念公演 天音太鼓保存会 200

〃 幸せになるクスリ 演劇集団和歌山 100

〃 第２２回記念公演田辺第九演奏会 田辺第九の会 1,000

鳥取県 第２５回アザレアのまち音楽祭２００７ 倉吉文化団体協議会 100

〃 オペラ「アマールと夜の訪問者」 鳥取オペラ協会 200

島根県 むらくも座２００７・出雲歌舞伎復活公演 出雲歌舞伎の里づくり実行委員会 3,500

〃 第１０回記念演奏会 ゾリステン　アンサンブル 300

〃 定期演奏会～挑戦！！新しい劇場～ 松江プラバ少年少女合唱隊 800

〃 結成３０周年フェスティバル 掛合太鼓保存会 1,400

岡山県
第１回おかやま洋舞フェスティバル［岡山県バレエ連盟及び岡山県
現代舞踊連盟の合同公演（洋舞合同公演）］

岡山県バレエ連盟 1,600

広島県 第17回オペラ定期公演 ひろしま国際オペラスタジオ（ＨＩＯＳ） 500

〃 第27回定期演奏会 東広島混声合唱団 300

山口県 第５回山口国際交流芸術祭 山口国際交流芸術祭実行委員会 300

徳島県 舞踊組曲「母子慕情～浄瑠璃傾城阿波の鳴門より～」 舞踊組曲「傾城阿波の鳴門」実行委員会 2,100

〃
設立１０周年記念公演プッチーニ作曲オペラ「蝶々夫人」全２幕（原
語・字幕スーパー）上演

特定非営利活動法人　オペラ徳島 2,200

愛媛県 創立２０周年松野町鬼城太鼓記念コンサート 松野町鬼城太鼓保存会 1,300

〃 第４回松山・フライブルグ姉妹都市交流演奏会 松山バッハ合唱団 900

〃 第４回定期公演 オペラえひめ 600

高知県 高知音楽フェスティバル２００７ 高知音楽フェスティバル実行委員会 1,300

〃 第26回定期演奏会 高知フライデー・ウインド・アンサンブル 300

福岡県 第１６回川筋太鼓壱響祭～日本の美と技～ ほなみ川筋太鼓保存会 600

〃 旗揚げ１０周年記念公演「ミュージカル　パワーキッズ」 劇団パワーキッズ 1,000

佐賀県 第９０回記念　佐賀美術協会展 佐賀美術協会 1,100

長崎県 創立４０周年記念第１０回長崎県子どもと文化フェスティバル 特定非営利活動法人　長崎県子ども劇場連絡会 500

〃 結成４０周年記念演奏会～第３７回定期演奏会～ 長崎少年少女合唱団 300

〃 第５０回記念定期演奏会・第２弾 佐世保市民管弦楽団 300

熊本県 第２８回九州現代音楽祭 九州・沖縄作曲家協会 500

大分県 大分県県民オペラ協会創立４０周年記念公演　オペラ「白蓮」 大分県民芸術文化祭実行委員会 4,500

〃 バレエコンサート　Ｅｎｖｏｌｅｅｔ（始まり） 中津文化協会 400

〃
第２４回定期演奏会（委嘱ミュージカル「鏡の国のアリス」初演発
表）

中津少年少女合唱団 600

宮崎県 市民オペラ音楽祭「カルメン」 特定非営利活動法人　音楽に親しむ会 200

〃 創立１０周年記念公演オペラ「カルメン」 都城シティオペラ 1,500
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

宮崎県 第４１回公演「埋もれ木」 劇団ぐるーぷ連 200

鹿児島県 定期公演　喜歌劇「メリー・ウィドウ」（全三幕）公演 鹿児島オペラ協会 2,400

〃
鹿児島県子ども芸術祭典２０周年記念　第４回ティーンズアートフェ
スティバル

鹿児島県子ども劇場協議会 1,800

沖縄県 第２回祈りの祭典 沖縄県南部連合文化協会 600

〃 Amici della Musica Vol.9「日本のうた」 沖縄リート協会 500

全国 第２７回　全日本少年少女合唱祭全国大会「越前町大会」 全日本少年少女合唱連盟 1,300

〃 第２３回日本剪画美術展 特定非営利活動法人　日本剪画協会 500

〃
第３５回全国アマチュアオーケストラフェスティバルやまがた酒田大
会

社団法人　日本アマチュアオーケストラ連盟 1,200

〃 公募第２２回　日本和紙絵画展 社団法人　日本和紙絵画芸術協会 2,200

〃 第１回こどもコーラスフェスティバル 社団法人　全日本合唱連盟 1,900

〃 第７回全国中学校総合文化祭 全国中学校文化連盟 500

〃 全日本川柳2007年栃木大会 社団法人　全日本川柳協会 1,100

〃 全国高等学校演劇協議会ブロック大会 全国高等学校演劇協議会 3,500

〃 第１６回国際高校生選抜書展 財団法人　毎日書道会 1,900

〃 ２００７エイパ室内楽コンサート 日本アマチュア演奏家協会 500

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県」欄に「全国」を標記している。

- 27 -



歴史的集落・町並み・文化的景観保存活用活動（合計12件・10,300千円）

都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

千葉県 香取市佐原重要伝統的建造物群保存地区啓発活動 香取市 400

福井県 第二回湊町三国・歴史を生かす街づくり文化フォーラム 特定非営利活動法人　三国湊魅力づくりＰＪ 1,300

長野県 高原の城下町小諸/町並み歳時記・旅くらぶ 特定非営利活動法人　小諸町並み研究会 900

滋賀県
重要文化的景観「近江八幡の水郷」普及啓発パンフレット作
成活動

近江八幡市 100

大阪府 富田林寺内町重伝建選定10周年記念事業 富田林寺内町をまもり・そだてる会 100

大分県 日田市豆田町重要伝統的建造物群保存地区景観保存啓発活動 特定非営利活動法人　本物の伝統を守る会 500

宮崎県 飫肥重要伝統的建造物群保存地区選定30年記念事業 日南市 1,400

〃
日向市美々津重要伝統的建造物群保存地区『美々津の町並保
存・5年間の記録Ⅳ』作成活動

日向市 500

全国
歴史的景観都市協議会紹介パンフレット作成及びパネル展示
並びに普及啓発活動

歴史的景観都市協議会 500

〃
第5回近代の歴史的町並みと近代化遺産の保存・活用ワーク
ショップ

全国近代化遺産活用連絡協議会 400

〃 第30回全国町並みゼミ　伊勢大会 特定非営利活動法人　全国町並み保存連盟 2,000

〃
重要伝統的建造物群保存地区紹介パンフレット作成及びパネ
ル展示並びに伝統的建造物群保存活用啓発活動

全国伝統的建造物群保存地区協議会 2,200

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県」欄に「全国」を標記している。

〔文化財関係の活動〕
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民俗文化財の保存活用活動（合計22件・18,700千円）

都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

秋田県 新潟県民謡（既存録音資料）のデジタル化による記録保存 財団法人　民族芸術研究所 1,300

〃 横手市増田民俗芸能フェスティバル開催 増田地域センター運営協議会 300

山形県 「豊烈神社の打毬」保存伝承活動 山形豊烈打毬保存会 300

群馬県 第18回全国地芝居サミットｉｎしぶかわ 渋川市 1,800

埼玉県 第3回「雅の会・蒼天の会」公演 武州里神楽保存会 800

千葉県 房総の郷土芸能2007 房総の郷土芸能実行委員会 400

〃 第10回野田市民俗芸能のつどい 野田市民俗芸能連絡協議会 600

神奈川県 第３５回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 100

〃 平成１９年度小田原民俗芸能保存協会後継者育成発表会 小田原民俗芸能保存協会 100

新潟県 村上大祭まつり行事　肴町しゃぎり巡行保存活用活動 村上市肴町区 1,200

石川県 能登の揚浜式製塩の伝承及び現地公開 能登の揚浜式製塩保存会 800

岐阜県 第3回郡上おどりの祭典 郡上おどりの祭典実行委員会 800

〃 第15回飛騨・美濃歌舞伎大会えな2007の開催 恵那市 600

静岡県 大御所四百年祭記念事業　全国伝統花火大会in静岡 全国伝統花火大会実行委員会 1,500

〃 三遠南信ふるさと歌舞伎交流浜松・佐久間大会
三遠南信ふるさと歌舞伎交流浜松・佐久間大会
実行委員会

1,100

愛知県 第６回はんだ山車まつり 第６回はんだ山車まつり実行委員会 4,500

滋賀県 水口曳山祭　保存公開事業 水口まつり保存振興会 500

島根県 島後久見神楽公開活動 久見神楽保持者会 100

広島県 板橋西原八幡神社の祭礼神儀 板橋西原八幡神社神儀保存会 900

徳島県 第５回拝宮農村舞台公演 拝宮谷農村舞台保存会 300

香川県 中山春日神社奉納歌舞伎 中山歌舞伎保存会 400

福岡県 今津人形芝居の公開 今津人形芝居保存会 300
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伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計8件・21,400千円）

都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

東京都 伝統木構造の構造設計研修 特定非営利活動法人　伝統木構造の会 900

滋賀県 日本伝統建築技術養成研修 特定非営利活動法人　日本伝統建築技術保存会 4,500

京都府 文化財保存技術の保存伝承活動 社寺建造物美術協議会 1,300

全国 日本伝統瓦製造および葺上げ技術研修会 日本伝統瓦技術保存会 4,500

〃 日本の伝統美と技の世界　重要無形文化財保持団体秀作展 全国重要無形文化財保持団体協議会 2,800

〃 日本の伝統工芸（無形文化財）に関する情報公開普及活動 社団法人　日本工芸会 3,000

〃 美術刀剣製作技術保存研修会 財団法人　日本美術刀剣保存協会 1,600

〃
竹筬製造技術（仕上げ工程）の保存および継承と、そのため
の記録作成

日本竹筬技術保存研究会 2,800

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県」欄に「全国」を標記している。
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平成１９年度助成対象活動の専門委員会の審査方法等について 

 

助成金の交付対象となる活動について，芸術文化振興基金運営委員会より，審査を

付託された各専門委員会は，「芸術文化振興基金助成金交付の基本方針」及び募集案

内で定める趣旨・要件等を踏まえ専門的見地から調査審議を行うため，以下のとおり

審査の方法等について決定し，調査審議を行ったところである。 

 
○ 審査方法等 
 
１ 各専門委員は，芸術文化団体等から提出のあった助成金交付要望書について，それ

ぞれの分野に係る下記の「評価の要素」及び「評価の区分」をもとにして事前審査を

行う。 
 
２ 専門委員会における審査は，各専門委員の事前審査の結果をもとに，下記の「評価

の要素」に着目し，これらを総合的に検討の上，「採択」又は「不採択」のいずれか

の評定を行う。 
 

記 
 
１ 舞台芸術等の活動（音楽・舞踊・演劇・伝統芸能・美術の各専門委員会） 
（１）評価の要素 

ア 活動の目的及び内容が優れていること 
イ 活動内容が具体的であること 
ウ 活動が社会的に開かれたものであること 
エ 観客層拡充等に努力を行っていること 
オ 今後の発展性に期待が持てること 
カ 予算積算等が適切であること 
キ 活動内容が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であること 
ク 芸術団体の運営及び経理が適正であること 
ケ 助成の緊要度が高い活動であること 
コ 先駆的・実験的芸術創造活動については，新しい試みなど創意工夫が認められ

る活動であること 
サ 芸術の国際交流活動については，有意義な国際芸術文化交流の推進に資すると

ともに，我が国の芸術文化の発展が期待できる活動であること 
 

（２）評価の区分 
評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 
Ｂ 助成することが望ましい 
Ｃ 助成しても差し支えない 
Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 



２ 映画の製作活動（劇映画・記録映画・アニメーション映画の各専門委員会） 
（１）評価の要素 

ア 活動の目的及び内容が優れていること 
イ 活動内容が具体的であること 
ウ 活動が社会的に開かれたものであること 
エ 今後の発展性に期待が持てること 
オ 予算積算等が適切であること 
カ 活動内容が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であること 
キ 芸術団体の運営及び経理が適正であること 
ク 助成の緊要度が高い活動であること 

 
（２）評価の区分 

評価区分 内  容 
Ａ 是非とも助成すべきである 
Ｂ 助成しても差し支えない 
Ｃ 助成の必要性が乏しい 

 
 
３ 地域文化施設（文化会館）公演活動（地域文化活動専門委員会） 
（１）評価の要素 

ア 活動の目的及び内容が明確であること 
イ 予算積算が適切であること 
ウ 活動に芸術創造性があること 
エ 活動内容に実現性があること 
オ 助成の緊要度が高い活動であること 
カ 活動に地域性があること 

 
（２）評価の区分 

評価区分 内  容 
Ａ 是非助成したい 
Ｂ 助成することが望ましい 
Ｃ 助成しても差し支えない 
Ｄ 助成することは適切でない 

 
４ 地域文化施設（美術館）展示活動（美術専門委員会） 
（１）評価の要素 

ア 活動の目的及び内容が明確であること 
イ 予算積算が適切であること 
ウ 活動に芸術創造性があること 
エ 活動内容に実現性があること 
オ 助成の緊要度が高い活動であること 
カ 活動に地域性があること 



（２）評価の区分 
評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 
Ｂ 助成することが望ましい 
Ｃ 助成しても差し支えない 
Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 
 
５ アマチュア等の文化団体活動（文化団体活動専門委員会） 
（１）評価の要素 

ア 活動の目的及び内容が明確であること 
イ 予算積算が適切であること 
ウ 活動に芸術創造性があること 
エ 活動内容に実現性があること 
オ 助成の緊要度が高い活動であること 
カ 活動に地域性・公開性があること 
キ 継続助成の効果が認められる活動であること 

 
（２）評価の区分 

評価区分 内  容 
Ａ 是非助成したい 
Ｂ 助成することが望ましい 
Ｃ 助成しても差し支えない 
Ｄ 助成することは適切でない 

 
 
６ 文化財関係の活動（文化財保存活用専門委員会） 
（１）評価の要素 

ア 活動の目的及び内容が明確であること 
イ 予算積算が適切であること 
ウ 活動内容に実現性があること 
エ 助成の緊要度が高い活動であること 
オ 活動に地域性や公開性があること 
カ 文化財の保存活用が期待できる活動であること 
キ 継続助成の効果が認められる活動であること 

 
（２）評価の区分 

評価区分 内  容 
Ａ 助成することが適切である 
Ｂ 助成しても差し支えない 
Ｃ 助成することは適切でない 

 



           
芸術文化振興基金運営委員会委員名簿 

 

○ 運営委員会 
委員長      海老澤   敏 

委員長代理  内 田 弘 保 

       秋 山 和 慶 

             上 原 恵 美 

             大 原 謙一郎 

             小田島  雄  志 

             品 田 雄 吉 

             野 村   萬 

             星 野   紘 

             牧   阿佐美 

             真 室 佳 武 

             山 根 貞 男 

             渡 邊 明 義 

             渡 辺   保 

 

○部   会 
舞台芸術等部会(10名) 

部会長  小田島 雄 志（運営委員会運営委員） 

秋 山 和 慶（運営委員会運営委員） 

牧   阿佐美（運営委員会運営委員） 

真 室 佳 武（運営委員会運営委員） 

渡 辺   保（運営委員会運営委員） 

前   和 男（音楽専門委員会主査） 

うらわ まこと（舞踊専門委員会主査） 

水 落   潔（演劇専門委員会主査） 

田 中 英 機（伝統芸能専門委員会主査） 

建 畠   晢（美術専門委員会主査） 
 

映像芸術部会（５名） 
（映画の製作活動：第２回募集分の審査終了後発表） 

 

地域文化・文化団体活動部会（４名） 
部会長  上 原 恵 美（運営委員会運営委員） 

星 野   紘（運営委員会運営委員） 

渡 邊 學 而（地域文化活動専門委員会主査） 

米 田 耕 司（文化団体活動専門委員会主査） 
 

文化財部会（３名） 
部会長  内 田 弘 保（運営委員会運営委員） 

渡 邊 明 義（運営委員会運営委員） 

宮 田 繁 幸（文化財保存活用専門委員会主査） 



○専門委員会

音楽専門委員会（１０名） 舞踊専門委員会（１０名） 演劇専門委員会（１０名）

網　干　　　毅 池　野　　　惠 ○ 木　村　　　隆

小　畑　恒　夫 石　井　達　朗 酒　井　　　誠

田　中　千香士 稲　田　奈緒美 高　橋　　　豊

東　條　碩　夫 ◎ うらわ　まこと 竹　内　銃一郎

沼　野　雄　司 金　井　芙三枝 土居原　作　郎

◎ 前　　　和　男 ○ 桜　井　多佳子 林　　　あまり

松　原　千代繁 玉　垣　直　美 細　川　展　裕

水　野　みか子 村　　　尚　也 松　岡　和　子

三　宅　幸　夫 村　山　久美子 ◎ 水　落　　　潔

○ 悠　　　雅　彦 望　月　辰　夫 水　野　　　久

伝統芸能専門委員会（８名） 美術専門委員会（７名） 地域文化活動専門委員会（８名）

内　山　美樹子 伊　籐　俊　治 ○ 粟飯原　　　眞

遠　藤　佳　三 上　野　憲　示 佐々木　晃　彦

○ 荻　田　　　清 ○ 宝　木　範　義 清　水　裕　之

下　田　秀　夫 ◎ 建　畠　　　晢 白　石　美　雪

◎ 田　中　英　機 長谷川　祐　子 鈴　木　滉二郎

月　渓　恒　子 藤　幡　正　樹 山　田　友　治

野　川　美穂子 吉　村　佳　子 宮　辻　政　夫

村　上　　　湛 ◎ 渡　邊　學　而

文化団体活動専門委員会（９名） 文化財保存活用専門委員会（７名）

○ 枝　川　明　敬 大　島　暁　雄

岡　野　智　子 後　藤　　　治

佐　藤　まいみ 鈴　田　由紀夫

高　萩　　　宏 萩　原　法　子

田　中　通　孝 ○ 藤　井　恵　介

楢　崎　洋　子 丸　山　伸　彦

根　岸　一　美 ◎ 宮　田　繁　幸

坂　東　亜矢子 ◎主査

◎ 米　田　耕　司 ○主査代理

（五十音順）

※劇映画専門委員会、記録映画専門委員会、アニメーション映画専門委員会については、映画の製作活
動：第２回募集分の審査終了後発表


