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平成２５年度芸術文化振興基金  

助成対象活動の決定について 

 
 

平成２５年３月２７日  
 
                  独立行政法人  日本芸術文化振興会  

 
 独 立 行政法人日本芸術文化振興会（理事長  茂木  賢三郎）では、  
芸術文化振興基金による平成２５年度の助成対象活動を決定しました。  
 芸術文化振興基金は、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

います。  
 本年度の応募件数１，５１９件について、助成金の交付を適正に行うため、

芸術文化振興基金運営委員会に諮り、そのもとに置かれた４部会、１０専門

委員会において審査が行われました。  
 審査の結果、採択件数は７４５件、助成金予定額は１２億１，２５０万円

となりました。  
 なお、国内映画祭等の活動については、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を決定します。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



平 成 ２ ５ 年 度 芸 術 文 化 振 興 基 金

独立行政法人　日本芸術文化振興会

助 成 対 象 活 動 の 決 定 に つ い て



　

応募件数 採択件数 助成金交付予定額

（件） （件） （千円）

612 239 600,700

125 46 204,400

97 43 73,700

390 150 322,600

伝統芸能の公開活動 82 42 52,400

美術の創造普及活動 20 8 15,700

多分野共同等芸術創造活動 63 17 23,400

国内映画祭等の活動 58 34 86,900

835 340 779,100

地域文化施設公演・展示活動 361 216 294,300

文化会館公演活動 214 130 143,300

 美術館等展示活動 147 86 151,000

アマチュア等の文化団体活動 265 142 97,100

626 358 391,400

  

11 11 10,000

34 26 14,900

13 10 17,100

58 47 42,000

1,519 745 1,212,500

伝統工芸技術・文化財保存技術の
保存伝承等活動

小      計

合　　　計

平成２５年度芸術文化振興基金
助成対象分野別採択状況

〔舞台芸術等の活動〕

助成対象分野

現代舞台芸術創造普及活動

音  楽

舞  踊

民俗文化財の保存活用活動

演  劇

小      計

〔地域文化関係の活動〕

小      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



現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計46件・204,400千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金交付予定額

(単位：千円)

（単位：千円）
あいちトリエンナーレ2013プロデュースオペラ　「蝶々夫人」 あいちトリエンナーレ実行委員会(愛知県) 10,000

オーケストラ・ニッポニカ　第23回演奏会、第24回演奏会 芥川也寸志メモリアル　オーケストラ・ニッ
ポニカ(東京都) 2,600

ル・ポン2013 赤穂国際音楽祭・姫路国際音楽祭 赤穂国際音楽祭実行委員会(兵庫県) 5,500

アフィニス夏の音楽祭　2013　広島 公益財団法人　アフィニス文化財団(東京都) 4,000

アンサンブル・ノマド定期演奏会第47～49回　「人間の声＝ヒューマ
ン・ヴォイスVol.1～3」 アンサンブル・ノマド(東京都) 3,000

アントネッロ定期公演　オペラフレスカシリーズ アントネッロ(埼玉県) 4,000

ヴォクスマーナ　第29～30回定期演奏会 ヴォクスマーナ(東京都) 800

オーケストラ・プロジェクト　2013 オーケストラ・プロジェクト(神奈川県) 1,500

オーケストラ・リベラ・クラシカ定期演奏会 オーケストラ・リベラ・クラシカ(埼玉県) 2,500

岡崎ジャズストリート2013 特定非営利活動法人　岡崎ジャズストリート
実行委員会(愛知県) 5,000

岡山　潔　弦楽四重奏団　ベートーヴェン中期弦楽四重奏曲シリーズ
（全5回） 岡山潔弦楽四重奏団(東京都) 1,200

オペラ『森は生きている』　京都・広島公演 有限会社　オペラシアターこんにゃく座(神
奈川県) 300

関西歌劇団第９５回定期公演　｢仮面舞踏会｣ 特定非営利活動法人　関西芸術振興会(大阪
府) 8,000

第34回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル 公益財団法人　関信越音楽協会(群馬県) 10,000

クヮトロ・ピアチェーリ第14回定期演奏会～ショスタコーヴィチ・プロ
ジェクトXIV クヮトロ・ピアチェーリ(東京都) 700

「ムズカシイはおもしろい！」古典四重奏団のモーツァルト全曲2013 古典四重奏団(埼玉県) 300

2013サイトウ・キネン・フェスティバル松本 公益財団法人　サイトウ・キネン財団(東京
都) 8,000

札幌交響楽団　北海道内地方公演 公益財団法人　札幌交響楽団(北海道) 5,500

サントリー芸術財団コンサート　作曲家の個展2013 権代　敦彦 公益財団法人　サントリー芸術財団(東京都) 2,700

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2013 <MUSIC TODAY 21> 公益財団法人　サントリー芸術財団(東京都) 15,000

第34回霧島国際音楽祭 2013 公益財団法人　ジェスク音楽文化振興会(東
京都) 8,000

第15回記念福岡古楽音楽祭 １８世紀音楽祭協会(福岡県) 2,000

首都オペラ　設立25周年記念　第22回公演　「アムレット」 首都オペラ(神奈川県) 6,000

紀尾井シンフォニエッタ東京定期演奏会　第89回～第93回 公益財団法人　新日鉄文化財団(東京都) 9,500

2013仙台オペラ協会第38回公演　「こうもり」 仙台オペラ協会(宮城県) 3,500

慶長遣欧使節出帆400年記念事業　オペラ　「遠い帆」　2013公演 公益財団法人　仙台市市民文化事業団(宮城
県) 7,500

武生国際音楽祭2013 武生国際音楽祭推進会議(福井県) 5,000

角田健一ビッグバンド　2013 定期公演 角田健一ビッグバンド事務所(東京都) 1,600

メキシコ音楽の祭典 公益財団法人　東京オペラシティ文化財団
(東京都) 2,800

コンポージアム 2013 公益財団法人　東京オペラシティ文化財団
(東京都) 7,000

東京シンフォニエッタ2013年度定期演奏会（第33・34回） 東京シンフォニエッタ(東京都) 2,500

第3回流山ジャズ・フェスティバル　JAZZ IN NAGAREYAMA 流山文化のまちづくり実行委員会(千葉県) 1,200

2013年名古屋二期会オペラ定期公演 一般社団法人　名古屋二期会(愛知県) 5,500

第39回二期会オペラ公演　歌劇　「偽の女庭師」 二期会四国支部（四国二期会）(香川県) 3,000

日生劇場　ファミリーフェスティヴァル　2013　オペラ　「ヘンゼルと
グレーテル」

公益財団法人　ニッセイ文化振興財団(東京
都) 7,000

青少年のための「日生劇場オペラ教室」　第34回公演/NISSEY OPERA
2013 オペラ「フィデリオ」

公益財団法人　ニッセイ文化振興財団(東京
都) 9,500

日本の作曲家2014 社団法人　日本作曲家協議会(東京都) 800

第377回名曲コンサート　《日本フィルハーモニー協会合唱団創立40周
年記念演奏会》

財団法人　日本フィルハーモニー交響楽団
(東京都) 1,700

ビッグバンド・フェスティバル　2013 Vol.15 一般社団法人　日本ポピュラー音楽協会(東
京都) 1,800

パシフィック・ミュージック・フェスティバル　（PMF) 2013 公益財団法人　パシフィック・ミュージッ
ク・フェスティバル組織委員会(北海道) 4,000
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金交付予定額

(単位：千円)

（単位：千円）
ひろしまオペラルネッサンス公演　「イル・カンピエッロ」 ひろしまオペラ・音楽推進委員会(広島県) 7,500

広島交響楽団　平成25年度　移動音楽教室 公益社団法人　広島交響楽協会(広島県) 9,500

藤沢市民会館45周年・藤沢市民オペラ創立40周年記念公演　藤沢市民オ
ペラ　「フィガロの結婚（全4幕）」　（原語上演・字幕付）

公益財団法人　藤沢市みらい創造財団(神奈
川県) 4,000

第11回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン　オラトリオ《サウル》全
曲公演

ヘンデル・フェスティバル・ジャパン実行委
員会(茨城県) 1,300

さっぽろオペラ祭2013　北海道二期会平成25年度オペラ公演　「不思議
の国のアリス」　上演 北海道二期会(北海道) 700

守屋純子オーケストラ2013年度定期公演 守屋純子オーケストラ(東京都) 900
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地） 助成金交付予定額
(単位：千円)

ARCHITANZ 2014 株式会社　アーキタンツ(東京都) 1,400

ART COMPLEX HIROSHIMA 「ODOREEL meets JUNJUN」（仮称） ART COMPLEX HIROSHIMA　実行委員会(広島県) 500

第32回あきた全国舞踊祭　エキシビション公演 秋田県芸術舞踊協会(秋田県) 600

吾妻橋ダンスクロッシング2013（仮） 吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会(東京都) 1,400

有馬龍子バレエ団公演『ARCADE』“バレエ・コンサート” 一般社団法人　有馬龍子バレエ団(京都府) 2,400

S.S.シンプル・ストーリーズ（新進振付家創作シリーズ） 特定非営利活動法人　STスポット横浜(神奈川県) 600

沖縄インターナショナルバレエコーポレーション　クリスマス公演　End
of year performance

沖縄インターナショナルバレエコーポレーション(沖縄
県)

1,400

かえるP新作公演　vol.4 『海底のヤギとファンタジー（仮）』 かえるP(埼玉県) 200

勅使川原三郎　新作ソロ公演 有限会社　カラス（勅使川原三郎 / KARAS）(東京都) 3,000

勅使川原三郎振付　新作グループ公演 有限会社　カラス（勅使川原三郎 / KARAS）(東京都) 2,200

35周年記念川口節子バレエ団創作公演「舞浪漫　My Roman 2013」 川口節子バレエ団(愛知県) 1,400

珍しいキノコ舞踊団新作公演『タイトル未定』 合同会社　キノコノキ(東京都) 2,800

金魚（鈴木ユキオ）新作国内ツアー「微分の堆積（仮）」 金魚（鈴木ユキオ）(神奈川県) 2,100

黒沢美香＆ダンサーズ公演 黒沢美香＆ダンサーズ(神奈川県) 600

ケイタケイLIGHT津々浦々シリーズ2013-14
ケイタケイ's ムービングアース・オリエントスフィア
(東京都)

2,200

K★CHAMBER COMPANY 公演　クラシックバレエとコンテンポラリーダンス
の夕べVol.6

Ｋ★バレエスタジオ(大阪府) 1,700

東京ELECTROCK STAIRS 新作公演 KENTAROCKERS(千葉県) 1,200

福岡ダンスフリンジフェスティバル 特定非営利活動法人　コデックス(福岡県) 1,300

Co.山田うん　「春の祭典」ツアー Co.山田うん(東京都) 1,700

創立35周年記念’13佐々木美智子バレエ団公演「バフチサライの泉」全
幕

佐々木美智子バレエ団(大阪府) 3,000

札幌舞踊会　定期公演　バレエ「コッペリア」全幕 有限会社　札幌舞踊会(北海道) 2,000

山海塾「降りてくるもののなかで――とばり」国内ツアー 特定非営利活動法人　山海塾(東京都) 1,800

DANCE-X13 公益財団法人　児童育成協会(東京都) 1,600

2013年　地主薫バレエ団創立25周年記念公演　“シンデレラ”　プロ
ローグ付き全3幕

地主薫バレエ団(大阪府) 4,000

平原慎太郎ダブルヘッダーソロダンス公演「NOCON2」（仮） 瞬project(東京都) 500

関かおり公演「ヘヴェルルッド」（仮） 関かおり(東京都) 1,100

リンゴ企画2013 近藤良平「神楽坂とさか計画」
セッションハウス企画室 リンゴ企画実行委員会(東京
都)

400

DANCE TRUCK PROJECT：2013 四都市巡回公演 全日本ダンストラック協会(東京都) 1,700

Dance Theatre LUDENS 新作公演　「Body Songs」（仮題） Dance Theatre LUDENS(埼玉県) 1,200

篠原聖一バレエ・リサイタル「DANCE for Life 2013」 DANCE for Life 実行委員会(東京都) 1,900

POSTMAN ～ten pieces of postcards～ chairoi PURiN(東京都) 200

Yoko Tsukamoto テアトル・ド・バレエ　カンパニー公演　Next Spring テアトル・ド・バレエ　カンパニー(愛知県) 2,000

イデビアン・クルー新作公演ツアー（タイトル未定） 特定非営利活動法人　days(東京都) 1,900

第3回ゲネリス・笠井叡プロデュース公演 天使館(東京都) 1,000

（公社）日本バレエ協会関西支部・関西バレエカンパニー公演　第41回
バレエ芸術劇場「白鳥の湖」（全幕）

公益社団法人　日本バレエ協会(東京都) 4,000

第35回全道バレエフェスティバル・イン・サッポロ 公益社団法人　日本バレエ協会(東京都) 4,000

「薔薇の人」 薔薇ノ人クラブ(東京都) 600

藤田佳代舞踊研究所モダンダンス公演　創作実験劇場 藤田佳代舞踊研究所(兵庫県) 800

プロジェクト大山　新作公演 プロジェクト大山(東京都) 500

平富恵スペイン舞踊団公演「Latido～鼓動～」 有限会社　マジェスティック(東京都) 2,800

第38回　宮下靖子バレエ団公演　深川 秀夫 ＆ 島﨑 徹　“舞の饗宴” 有限会社　宮下靖子バレエ団(京都府) 1,700

森山開次×ひびのこづえ×川瀬浩介　新作ダンス公演　「LIVE BONE
Special」（仮）

森山開次プロジェクト(東京都) 2,800

横浜ダンスコレクションEX2014 公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(神奈川県) 3,500

現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計43件・73,700千円）
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金交付予定額

(単位：千円)

方丈記プロジェクト　「狭い家の鴨と蛇」
特定非営利活動法人　アートファーム(岡山
県)

1,200

14+アジアの戯曲シリーズvol.1　『真如極楽』
特定非営利活動法人　アートマネージメント
センター福岡(福岡県)

1,200

劇団青い鳥スぺシャル！　「セールスマンの死。　てか」（仮題） 株式会社　青い鳥創業(東京都) 1,600

劇団あおきりみかん其の弐拾九　「2013の日記」 劇団　あおきりみかん(愛知県) 1,400

アジア7都市共同創作公演”Unbearable Dreams 7～Life”
特定非営利活動法人アジア・ミーツ・アジア
(東京都)

1,900

第9回公演　「プロペラとスカーフ（仮題）」 アトリエ・センターフォワード(東京都) 1,100

アマヤドリ本公演　『うれしい悲鳴』(再演)(仮) アマヤドリ(東京都) 1,300

ARICA　新作公演　　『しあわせな日々』 ARICA(東京都) 1,000

第13回公演　「失望のむこうがわ（仮題）」 アル☆カンパニー(神奈川県) 2,400

東京デスロック「SYMPOSIUM（シンポジウム）」（仮） 一般社団法人　unlock(東京都) 1,400

iaku Vol.4 『目頭を押さえた』 iaku(大阪府) 900

寺山修司全作品上演計画「さらば、映画よ」 池の下(東京都) 1,200

身体詩「光る旅　PIRGRIM 2013」　～民族の衝突をのりこえて～
特定非営利活動法人　祈りの芸術TAICHI-
KIKAKU(東京都)

800

劇団　印象－indian elephant－第18回公演　「グローバル・ベイ
ビー・ファクトリー　Global Baby Facotory」

劇団　印象－indian elephant－(東京都) 700

ウォーキング・スタッフ　プロデュース　「proof」　(仮題) ウォーキング・スタッフ(東京都) 2,800

うずめ劇場　第26回公演「砂の女」←→「砂男」 うずめ劇場(東京都) 1,900

戦国クリスマス 株式会社　劇団うりんこ(愛知県) 1,300

第9回本公演「Digitalis」 劇団VOGA(京都府) 900

エイチエムピー・シアターカンパニー新作公演<現代日本演劇のルーツ
１>櫻姫

エイチエムピー・シアターカンパニー(大阪
府)

1,200

ロミオとジュリエット　～恋する地動説～ 株式会社　エーシーオー沖縄(沖縄県) 1,700

泣いた赤鬼 株式会社　江戸糸あやつり人形座(東京都) 2,800

2013年再演　「三島　近代能楽集」『邯鄲』『葵上』　(仮称)
公益財団法人　江戸糸あやつり人形　結城座
(東京都)

2,000

寺山修司没後三十年・演劇実験室万有引力創立三十周年記念公演第一弾
『SUNA・砂漠の動物園‐その形態はピラネージの牢獄に似る‐』

演劇実験室◎万有引力(東京都) 1,100

寺山修司没後三十年・演劇実験室万有引力創立三十周年記念公演第二弾
『邪宗門』

演劇実験室◎万有引力(東京都) 1,700

演劇集団　砂地　No.9 「二重の不実（仮題）」 演劇集団　砂地(東京都) 200

演劇集団非常口　第15回公演　「四畳半の翅音」　伊佐公演・福岡公演 演劇集団非常口(鹿児島県) 600

演劇ユニットてがみ座　第8回公演『空のハモニカ―わたしがみすゞ
だった頃のこと―』（東京・京都ツアー）

演劇ユニット　てがみ座(東京都) 1,600

『日本語私辞典』 オイスターズ(愛知県) 600

「作品No.8」 ＯＭ－２(東京都) 2,200

大阪新劇団協議会プロデュース公演　「灯り」 大阪新劇団協議会(大阪府) 2,300

イッツフォーリーズ公演　ミュージカル「小さいつが消えた日」 株式会社　オールスタッフ(東京都) 2,000

岡崎藝術座　新作公演ツアー　ブラックコーヒー 岡崎藝術座(神奈川県) 1,400

熟れた客人 有限会社　オフィスコットーネ(東京都) 3,000

オフィス３○○公演　音楽劇　あかい壁の家 有限会社　おふぃすさんじゅうまる(東京都) 5,000

劇団鹿殺し2013年秋興行　女優祭り　「岸家の秋」 株式会社　オフィス鹿(東京都) 3,500

ヨーロッパ企画イエティ♯8　「中ガイド（仮）」 株式会社　オポス(京都府) 900

左内坂スタジオ開設公演　INFANT 劇団　解体社(東京都) 1,500

鹿児島県内離島・小人口地域「舞台芸術との感動ふれあい巡回事業
2013」

特定非営利活動法人　かごしま子ども芸術セ
ンター(鹿児島県)

400

現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計150件・322,600千円）
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金交付予定額

(単位：千円)

「陽気なハンス」九州沖縄地方、小学校巡回公演 有限会社　劇団風の子(東京都) 2,000

北海道過疎地域の子どものための巡回公演 有限会社　劇団風の子北海道(北海道) 1,600

華のん企画プロデュース『三人姉妹』 有限会社　華のん企画(埼玉県) 2,400

第10回公演 「新説とりかへばや物語」 カムヰヤッセン(東京都) 1,000

エッシャーの家 かもねぎショット(東京都) 2,200

「鴎座」第Ⅱ期上演活動4　『Silent Days（仮題）』『森の直前の夜』 鴎座(東京都) 1,500

劇団唐ゼミ☆　第22回公演『夜叉綺想』　横浜・浅草・長野巡回公演 劇団　唐ゼミ☆(神奈川県) 1,600

劇団唐ゼミ☆×やなぎみわ『パノラマ・完全版（仮題）』 劇団　唐ゼミ☆(神奈川県) 1,600

空晴第11回公演　「理想の、あとかたづけ」（仮） 空晴(大阪府) 1,200

『東海道四谷怪談』 木ノ下歌舞伎(京都府) 2,500

ミュージカル　はだしのゲン 有限会社　木山事務所(東京都) 1,700

九州沖縄子どもと舞台芸術出会いの広場
九州沖縄子どもと舞台芸術出会いの広場実行
委員会(福岡県)

5,000

九州沖縄子どものための離島・小人口地域を含む巡回公演2013
特定非営利活動法人　九州沖縄子ども文化芸
術協会(福岡県)

2,000

小規模小学校巡回公演 公益社団法人　教育演劇研究協会(静岡県) 9,500

『サブウェイ』 列島縦断延伸ツアー 極東退屈道場(大阪府) 1,300

真夜中の弥次さん喜多さん ＫＵＤＡＮ　Ｐｒｏｊｅｃｔ(愛知県) 900

下鴨車窓#11『建築家M』 特定非営利活動法人　劇研(京都府) 600

劇読み！vol.5 劇団　劇作家(神奈川県) 1,000

デフ・パペットシアター・ひとみ結成30周年記念作品　「森と夜と世界
の果てへの旅」　横浜公演（神奈川芸術劇場提携公演）

公益財団法人　現代人形劇センター(神奈川
県)

1,600

柿喰う客「世迷言」 有限会社　ゴーチ・ブラザーズ(東京都) 2,200

乞局奇譚集2013「市場／Market」 乞局(東京都) 500

2013子ども演劇祭in岸和田 子ども演劇祭in岸和田実行委員会(大阪府) 1,300

オウコク（仮） 劇団子供鉅人(大阪府) 800

子どもと舞台芸術ー出会いのフォーラム2013
子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム実行
委員会(東京都)

1,700

劇団こふく劇場プロデュース公演♯19　みやざき◎まあるい劇場『風の
線路（仮）』全国ツアー

劇団　こふく劇場(宮崎県) 2,500

コンカリーニョプロデュース2013　「茶の間は血まみれ」
特定非営利活動法人　コンカリーニョ(北海
道)

500

コンブリ団その7「ガイドブック」 コンブリ団(京都府) 500

小池博史ブリッジプロジェクト　「注文の多い料理店」　中部地方ツ
アー公演

株式会社　サイ(東京都) 1,800

「キル兄にゃとU子さん」 サイマル演劇団(東京都) 200

サスペンデッズ第13回公演『エレノア』 サスペンデッズ(東京都) 1,700

サンプル「シフト」 サンプル　(東京都) 1,600

tpt86 『ウォストウォーター　Wastwater』
有限会社　シアタープロジェクト・東京(東
京都)

2,800

劇団ジャブジャブサーキット第52回公演　「月光カノン」 劇団　ジャブジャブサーキット(岐阜県) 2,100

ミュージカル　かぎばあさんぼうけんの島へ 株式会社　劇団自由人会(兵庫県) 1,900

少年王者舘　第37回本公演　「タイトル未定」 少年王者舘(愛知県) 1,700

唐人歌舞伎「沈黙は語る～広田弘毅、裁かれた罪とは？～」 有限会社　ショーマンシッフﾟ(福岡県) 1,700

新転位・21　第22回公演「漱石の道草」 新転位・２１(千葉県) 2,500

第32回公演　「冬の支度（仮題）」 菅間馬鈴薯堂(東京都) 1,700
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金交付予定額

(単位：千円)

「わらしべ長者」　全国巡回公演
公益財団法人　すぎのこ芸術文化振興会(東
京都)

3,000

スクエア第33回公演　「誉め兄弟（仮）」 スクエア(大阪府) 800

STORE HOUSE Collection　日韓演劇週間＜生きる＞ことの考察 有限会社　ストアハウス(東京都) 2,400

青蛾館　寺山修司没後30年企画初期ー幕物連続上演第二弾　「毛皮のマ
リー」

青蛾館(東京都) 1,300

清流劇場2013年10月公演「WOYZECK version FUKUSHIMA」 清流劇場(兵庫県) 400

新美南吉生誕100年記念前進座青少年劇場公演　『花木村月夜奇妙』 劇団　前進座  株式会社(東京都) 2,800

SENDAI座☆プロジェクト番外公演　「僕たちの好きだった革命」 SENDAI座☆プロジェクト(宮城県) 800

SENDAI座☆プロジェクト番外公演　「東鳴子温泉物語（仮称）」 SENDAI座☆プロジェクト(宮城県) 2,600

夏休みファミリー劇場2013　ミュージカル「世界どうぶつ会議」～ワー
ルド・ズーラシアン・サミット～

有限会社　総合劇集団俳優館(愛知県) 2,400

空の驛舎　第18回公演　『ライトハウス』 空の驛舎(大阪府) 500

競演東西南北 タイニイアリス NPO ARC(東京都) 2,400

Over the Rainbow -虹の彼方に-　（仮題） 劇団　態変(大阪府) 1,500

林檎幻燈 劇団　太陽族(大阪府) 1,100

バッコスに背を向けて 劇団　太陽族(大阪府) 1,200

DA・M新作公演　”Walking” 劇団　DA・M(東京都) 1,200

劇団　DULL-COLORED POP　プロデュース『フロイト、最後の精神分析』
（仮題）

劇団　DULL-COLORED POP(東京都) 1,500

チェルフィッチュ『女優の魂』2013年全国ツアー チェルフィッチュ(東京都) 2,000

『CHITENの近未来語』 合同会社　地点(京都府) 1,200

『ブレヒトのファッツアー』（仮） 合同会社　地点(京都府) 1,800

フェルナンド・アラバール 「戦場のピクニック」 フェスティバル die pratze(東京都) 1,600

第45回公演　「少女仮面」 桃園会(大阪府) 1,500

東京演劇アンサンブルこどもの劇場　はらっぱのおはなし 有限会社　東京演劇アンサンブル(東京都) 2,300

東日本地域巡回公演　肝っ玉おっ母とその子供たちーあとから生まれて
くる人たちに

株式会社　東京演劇集団　風(東京都) 5,000

劇団東京乾電池公演「かもめ」 株式会社　劇団東京乾電池(東京都) 1,300

笑顔配達便！　劇団道化「やさしいライオン」信州千曲の里・小学校巡
回公演

特定非営利活動法人　劇団道化(福岡県) 1,400

日本ろう者劇団の 「観客席」（改訂版）
社会福祉法人　トット基金  日本ろう者劇団
(東京都)

1,600

手話狂言・初春の会
社会福祉法人　トット基金  日本ろう者劇団
(東京都)

2,700

飛ぶ劇場　vol.34　『大砲の家族』 飛ぶ劇場(福岡県) 1,200

dracom Gala公演　『たんじょうかい』 dracom(大阪府) 400

TRASHMASTERS 第19回公演 「極東の地、西の果て」 TRASHMASTERS(東京都) 2,700

トリコ・A演劇公演2013『誠実な殺人（仮）』 トリコ・Ａプロデュース(京都府) 2,200

劇団仲間　第128回公演　『星の王子さま』 企業組合　劇団仲間(東京都) 1,700

七ツ寺プロデュース第21弾　『ゴドーを待ちながら』 七ツ寺共同スタジオ／七ツ寺企画(愛知県) 1,600

渡辺源四郎商店 『オトナの高校演劇フェスティバル』（仮） なべげんわーく合同会社(青森県) 1,900

渡辺源四郎商店『イタコ探偵工藤よしこの事件簿』（仮） なべげんわーく合同会社(青森県) 1,800

南船北馬「いき　おい」（仮） 南船北馬(大阪府) 1,200

第33回公演　『少年王マヨワ（仮）』 ニットキャップシアター(京都府) 1,600

二兎社公演38　『兄帰る』 株式会社　二兎社(東京都) 5,000
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金交付予定額

(単位：千円)

高校生のための巡回公演 公益社団法人　日本劇団協議会(東京都) 25,000

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(東京都) 21,000

2013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(東京都) 5,500

人形劇団クラルテ創立65周年企画　地元の子ども合唱団との共演による
「火の鳥―黎明編」全国公演2013

有限会社　人形劇団クラルテ(大阪府) 5,500

冬休み人形げきじょう2013 ラチとらいおん／おおかみと7ひきのこやぎ 株式会社　人形劇団むすび座(愛知県) 1,500

ハーフムーン・シアター・カンパニー　ハロルド・ピンター連続上演
No.12『山の言葉』『家族の声』『レヴューのためのスケッチ集』

ハーフムーン・シアター・カンパニー(東京
都)

900

劇団犯罪友の会（HANTOMO）　野外演劇公演「二矢の午後」 劇団　犯罪友の会(HANTOMO)(大阪府) 3,000

Pカンパニー第10回公演　別役実『とうめいなすいさいが』vs竹本穣
『鼎たたいて鳴るよしもがな』日替わり公演

株式会社　Ｐカンパニー(東京都) 1,500

劇団B級遊撃隊公演「満月」 劇団　Ｂ級遊撃隊(愛知県) 1,100

人形劇「あまんじゃくとうりこひめ」「うしかたとやまんば」 有限会社　ひとみ座(神奈川県) 2,600

ゲオルク・ビューヒナー生誕200年記念企画　冨士山アネットX冨士山ア
ネット/Manos.[Woyzeck/W]（仮）

冨士山アネット(東京都) 1,900

Project Nyx　第12回公演　「宝島」 Project Nyx(東京都) 2,800

獅子 有限会社　劇団文化座(東京都) 1,600

GO 有限会社　劇団文化座(東京都) 4,000

方の会　第53回公演　「1300海里の彼方　～想いは祖国へ～」 方の会(神奈川県) 800

THE SHAMPOO HAT 第28回公演「闇穴」 HOT LIPS(東京都) 2,300

Referendum - 国民投票プロジェクト　広島・長崎ツアー Port B(埼玉県) 2,000

マームとジプシー8月公演　「cocoon」 マームとジプシー(神奈川県) 2,000

「前向き！タイモン」　全国ツアー ミクニヤナイハラプロジェクト(東京都) 1,600

第17回みつわ会公演　久保田万太郎作品公演＜その24＞ みつわ会(東京都) 1,700

北海道聾学校・養護学校巡回公演 有限会社　劇団　みんわ座(東京都) 2,200

2013年度日本劇作家協会プログラム 「太平洋食堂」　メメントC＋太平
洋食堂を上演する会

メメントC(神奈川県) 1,600

なつかしい土地の思い出（仮題） 有限会社　モード(東京都) 2,500

モダンスイマーズ　「ビー・デッド（仮）」 モダンスイマーズ(東京都) 2,700

M＆Oplays プロデュース 「ミスター・ロンリー」（仮題） 株式会社　森崎事務所(東京都) 3,500

モレキュラーシアター『NINO-MAI　にのまい』演劇公演 MOLECULAR THEATRE(青森県) 900

うた芝居　「ないたあかおに」　関東地区巡回公演 山の音楽舎(神奈川県) 600

遊園地再生事業団♯19『ザ･ロスト･ノートブックス･オブ･アナザー･
ピープルズ』（仮）

遊園地再生事業団／ルアプル(東京都) 2,200

遊劇体♯54　＜遊劇体×泉鏡花オリジナル戯曲全作品上演シリーズ⑧＞
『恋女房』

遊劇体(京都府) 700

あんなに愛しあったのに　～Heavenly Love～ 指輪ホテル(東京都) 2,700

横浜ボートシアター公演　説経「愛護の若」より　”恋に狂いて候” 横浜ボートシアター(東京都) 2,300

リオフェス2013　（第7回岸田理生アバンギャルドフェスティバル） 理生さんを偲ぶ会(神奈川県) 5,500

龍昇企画公演『ヴィヨンの妻』 龍昇企画(東京都) 1,200

錬肉工房公演　現代能「始皇帝」 有限会社　錬肉工房(千葉県) 1,700

悪い芝居vol.15『ラスト・ナイト・エンド・ファースト・モーニング
（仮）』

悪い芝居(京都府) 1,000

猿股のゆくえ ＯＮＥＯＲ８(東京都) 1,800
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伝統芸能の公開活動（合計42件・52,400千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地） 助成金交付予定額
(単位：千円)

「ファミリー狂言会」 特定非営利活動法人　ＡＣＴ．ＪＴ(東京都) 800

江戸浄瑠璃・式佐の会 江戸浄瑠璃保存会(埼玉県) 700

第11回　善竹兄弟狂言会・大阪公演 大蔵流狂言善竹会(兵庫県) 100

平成25年度　善竹狂言会 大蔵流狂言善竹会(兵庫県) 200

大阪楽所第31回雅楽演奏会 大阪楽所(大阪府) 900

音輪会第14回雅楽演奏会 音輪会(京都府) 500

県民のための能を知る会 公益財団法人　鎌倉能舞台(神奈川県) 1,300

第五十九回　同明会能
一般社団法人　京都能楽囃子方同明会(京都
府)

700

第27回現代邦楽作曲家連盟作品演奏会 現代邦楽作曲家連盟(東京都) 100

喜多流涌泉能 高吟会(京都府) 800

金剛永謹能の会　第29回東京公演 公益財団法人　金剛能楽堂財団(京都府) 400

座・SQUARE　第16回公演 座・SQUARE(東京都) 400

塩津哲生の會　研究能 塩津哲生の會(東京都) 300

声明の会・千年の聲　声明公演「千年の聲」 声明の会・千年の聲(東京都) 1,200

奏心会―2013―　～「今」を語る古典～ 奏心会(東京都) 200

創邦21　第11回作品演奏会 創邦21(東京都) 600

第1回たんたん能（能の魅力発見公演）および「おもしろ能楽講座」 たんたんのうのう会(京都府) 900

筑前琵琶連合会　全国演奏大会
特定非営利活動法人　筑前琵琶連合会(神奈
川県)

300

TTR能プロジェクト企画公演　『表現の骨格を楽しむ』 ＴＴＲ能プロジェクト(兵庫県) 200

第四回長唄伝承曲の研究会 長唄伝承曲の研究会(東京都) 200

長唄東音会　定期公演 長唄東音会(神奈川県) 3,500

第11回　長唄・囃子　樂明会 長唄・囃子　樂明会(東京都) 200

日本演芸若手研精会 日本演芸若手研精会(東京都) 300

第5回　能って何？ 公益社団法人　能楽協会(東京都) 200

第八回奥川恒治の会「安宅」 株式会社　能のHana(東京都) 200

第20回記念廣田鑑賞会能　「安宅」 廣田鑑賞会(京都府) 400

文楽地方公演　10月・3月（全国） 公益財団法人　文楽協会(大阪府) 27,000

第七回　和 邦楽集団　和(東京都) 400

邦楽囃子　新の会 邦楽囃子　新の会(東京都) 500

豊春会　春の能 豊春会(京都府) 400

真しほ会 真しほ会(東京都) 400

第13回　松能会 松の会(東京都) 200

第27回　檀の会 松の会(東京都) 800

第八回　狂言ざゞん座 株式会社　万作の会(東京都) 300

第一回　三宅狂言会 三宅狂言会(東京都) 400

初心者のための上方伝統芸能ナイト 公益財団法人　山本能楽堂(大阪府) 2,400

第13回　雙ノ会 一般社団法人　夜桜能(東京都) 400

現代に生きる古典Ⅱ～共にあること　その二　米川敏子　箏・三絃リサ
イタル

株式会社　米川敏子音楽事務所(東京都) 800

YOKOSO KYOGEN－Kyogen for English Speaker－　外国人のための狂言
会

株式会社　萬狂言(東京都) 400
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地） 助成金交付予定額
(単位：千円)

伶楽舎第十一回雅楽演奏会 伶楽舎(東京都) 1,200

伶楽舎雅楽コンサートno.27 伶楽舎(東京都) 1,000

若手囃子演奏会　若獅子会 若獅子会(東京都) 200
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地） 助成金交付予定額
(単位：千円)

「U-30 Under 30 Architects exhibition 2013」 30歳以下の若手建築家
7組による建築の展覧会（2013）

特定非営利活動法人　アートアンドアーキテクトフェスタ（大阪府) 1,900

ゼロダテ美術展2013「街を越えてつながる」 特定非営利活動法人　アートNPOゼロダテ (秋田県） 3,000

アートプログラム青梅2013 アートプログラム青梅実行委員会 (東京都) 1,200

雨引の里と彫刻　2013 雨引の里と彫刻　実行委員会 (茨城県) 3,500

落石計画第6期　境界について　－風景と風土－展 落石計画実行委員会 (東京都） 600

ヒロシマ アート ドキュメント 2013 展 CREATIVE UNION HIROSHIMA　(広島県） 900

さわひらき展 公益財団法人　東京オペラシティ文化財団　(東京都） 1,800

寺山修司　展 ブルーノ・タウト展実行委員会　(東京都） 2,800

美術の創造普及活動（合計8件・15,700千円）
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多分野共同等芸術創造活動（合計17件・23,400千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地） 助成金交付予定額
(単位：千円)

帝国の建設者 一般社団法人　アンサンブル室町(東京都） 600

空間絵本の旅「いのちの叫び　今　耳をすます」プロジェクト（仮称）
特定非営利活動法人　越後妻有里山協働機構
(新潟県）

1,200

アルトー最後の夜（仮題） 株式会社　江戸糸あやつり人形座(東京都） 2,300

合唱舞踊劇「カルミナ・ブラーナ」/「グロリア」 O.F.C.(東京都） 2,800

ダンスアーカイヴプロジェクト 大野一雄舞踏研究所(神奈川県） 700

パフォーマンスプロジェクト「ザ・ワールド」 大橋可也＆ダンサーズ(東京都） 900

KUNIKO KATO SOLO CONCERT　「ライヒ～ペルト」究極のミニマリズム 加藤　訓子(神奈川県） 1,800

アジア国際共同制作企画3 "a new creation（仮タイトル）"： To
Belong project

北村　明子（東京都） 900

2013サマー・アート・スクール・パフォーマンス＆展覧会
クリエイティブ・アート実行委員会(東京
都）

1,100

ICANOF 第二期第一回企画展『種差 SCENERY ～　北島敬三展－写真家
北島敬三が撮った被災地と八戸の人々』（仮題）

市民アートサポート　ICANOF(青森県） 900

三茶でカツドウ　(活動写真)　/無声映画には現代音楽がよく似合
う！？(仮題)

公益財団法人　せたがや文化財団(東京都） 500

KOBE-Asia Contemporary Dance Festival #3 ～私たちの住処はうごめ
き、また日々生成される。（それとも私の体がグログロするからそう見
える？）～

特定非営利活動法人　ダンスボックス(兵庫
県）

2,800

第17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(ﾆﾊﾟﾌ)実行
委員会(長野県）

1,200

第19回日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル（ニパフ
'13）

日本国際ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｱｰﾄ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾆﾊﾟﾌ)実行
委員会(長野県）

1,700

会津アートカレッジ　－　パフォーマンスフェスティバル'13（30周年
記念）

パフォーマンスフェスティバル実行委員会
(福島県）

1,300

Whenever Wherever Festival 2013 Body Arts Laboratory(東京都） 700

Multus#2 ダンス・オン・ピアノ　「東京・仙台・京都」 門仲天井ホール　運営委員会(東京都） 2,000
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地） 助成金交付予定額
(単位：千円)

あいち国際女性映画祭２０１３
公益財団法人　あいち男女共同参画財団（愛
知県）

3,000

アジアフォーカス・福岡国際映画祭２０１３
アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員
会（福岡県）

8,500

イメージフォーラム ・フェスティバル2013 イメージフォーラム（東京都） 1,500

第２０回大阪ヨーロッパ映画祭 大阪ヨーロッパ映画祭実行委員会（大阪府） 4,000

カナザワ映画祭２０１３ かなざわ映画の会（石川県） 1,300

第３５回ぎふアジア映画祭 ぎふアジア映画祭実行委員会（岐阜県） 400

第５回京都ヒストリカ国際映画祭
京都ヒストリカ国際映画祭実行委員会（京都
府）

2,300

第19回京都国際子ども映画祭
特定非営利活動法人　キンダーフィルムフェ
スト・きょうと(京都府）

400

第５回神戸ドキュメンタリー映画祭
神戸ドキュメンタリー映画祭実行委員会（兵
庫県）

600

第１７回水戸短編映像祭
特定非営利活動法人　シネマパンチ（茨城
県）

900

第２２回しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会（島根県） 2,500

ショートピース！仙台短篇映画祭2013 仙台短篇映画祭実行委員会（宮城県） 500

第16回京都国際学生映画祭
公益財団法人　大学コンソーシアム京都（京
都府）

1,200

第７回田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会（和歌山県） 1,100

ダマー映画祭 in ヒロシマ 2013
ダマー映画祭 in ヒロシマ実行委員会（広島
県）

1,000

第23回映画祭　ＴＡＭＡ　ＣＩＮＥＭＡ　ＦＯＲＵＭ
ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会（東京
都）

1,500

第14回東京フィルメックス／ＴＯＫＹＯ　ＦＩＬＭｅＸ2013
特定非営利活動法人　東京フィルメックス実
行委員会（東京都）

18,000

ブラジル映画祭2013
トゥピニキーン・エンターテイメント　株式
会社（東京都）

2,200

第６回爆音映画祭  ＢＡＫＵＯＮ　ＦＩＬＭ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ 2013 爆音映画祭実行委員会（東京都） 1,900

第19回函館港イルミナシオン映画祭2013
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会（北
海道）

1,200

第１２回　はままつ映画祭２０１３ はままつ映画祭実行委員会（静岡県） 700

第19回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会（宮崎県） 300

もりおか映画祭 2013 もりおか映画祭実行委員会（岩手県） 1,100

山形国際ドキュメンタリー映画祭2013
特定非営利活動法人　山形国際ドキュメンタ
リー映画祭（山形県）

20,000

第３８回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会（大分県） 1,500

第１６回　ゆふいん文化・記録映画祭
ゆふいん文化・記録映画祭実行委員会（大分
県）

700

国内映画祭等の活動：国内映画祭（合計26件・78,300千円）
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地） 助成金交付予定額
(単位：千円)

「アース・ビジョン in 東北」 上映プロジェクト アース・ビジョン実行委員会（宮城県） 600

第５回　つながり映画祭 有限会社　イメージ・サテライト（東京都） 400

映画タイムマシン 公益財団法人　川崎市文化財団（神奈川県） 100

生誕百年　女性映画の名匠・中村登監督の世界
特定非営利活動法人　コミュニティシネマ大
阪（大阪府）

700

東日本大震災被災地及び避難地域等における上映活動　（映画応援団－
シネマエール東北）

一般社団法人　コミュニティシネマセンター
（東京都）

5,000

まなざしの先に　あの日から900日　岩手・宮城のこれまでとこれから
特定非営利活動法人　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ
Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｕｎｃｉｌ（東京都）

500

生誕百年記念　織田作之助と仲間たち 日本映画大回顧展上映実行委員会（大阪府） 900

第８回北海道ユニバーサル上映映画祭
北海道ユニバーサル上映映画祭実行委員会
（北海道）

400

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計8件・8,600千円）
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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） 助成金交付予定額
(単位：千円)

北海道
釧路ジュニアジャズオーケストラwith椎名豊カルテット　スペシャル
ジャズ　コンサート 2013

一般財団法人　釧路市民文化振興財団(釧路
市生涯学習センター)

300

〃 春風亭昇太　林家たい平　二人会
遠別町芸術鑑賞事業運営委員会(遠別町生涯
学習センター（マナピィ・21）)

600

〃 ノースジャムセッション 2013
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)

2,200

青森県 青森県立美術館日韓パフォーミングアーツ新コンテンツ創作公演
青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実
行委員会(青森県立美術館)

2,400

岩手県 いわてJAZZ　2013
公益財団法人　岩手県文化振興事業団(岩手
県民会館)

2,400

〃
吉田　愛&渋澤久美　パイプオルガン・デュオ・リサイタル（盛岡市民
文化ホール会館15周年記念事業）

財団法人　盛岡市文化振興事業団(盛岡市民
文化ホール)

200

〃
「パリ・ギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団コンサート」and中・高
生のための楽しいブラス・クリニック「ボレロ」編

財団法人　北上市文化創造(北上市文化交流
センターさくらホール)

1,000

〃 二戸市民手作りミュージカル「二戸駅を作った男小野三十郎物語」
株式会社東北共立：指定管理者(二戸市民文
化会館)

500

宮城県 七ヶ浜国際村パフォーマンスカンパニーNaNa5931&Groove7公演 七ヶ浜町(七ヶ浜国際村ホール) 900

秋田県 平成25年度秋田子ども邦舞・邦楽公演
秋田子ども邦舞・邦楽公演実行委員会(秋田
市文化会館)

400

〃
ドンパル開館10周年記念事業　仙台フィルハーモニーオーケストラ&東
誠三クラシックコンサート

大仙市(大仙市中仙市民会館) 1,600

福島県 劇団四季ファミリーミュージカル「桃次朗の冒険」
倉美館運営協会(棚倉町文化センター（倉美
館）)

800

〃 未来の音楽授業！アキラ塾
三春町教育委員会(三春交流館（まほらホー
ル）)

400

栃木県 第27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

〃 田中正造翁没後百年記念演劇公演
佐野市田中正造翁没後百年顕彰事業実行委員
会(佐野市文化会館)

800

埼玉県 ウエストで楽しめる本格オペラ　音楽劇「フィガロの結婚」
公益財団法人　さいたま市文化振興事業団
(さいたま市地域中核施設プラザウエスト)

400

〃 和光市民文化センター開館20周年記念事業　伝統芸能フェスティバル
財団法人　和光市文化振興公社(和光市民文
化センター)

300

〃 熊谷会館ファミリー・クラシック「夏休みオーケストランド！」
公益財団法人　埼玉県芸術文化振興財団(熊
谷会館)

1,900

千葉県 創作狂言　「千葉の羽衣」
アートプレックスちば事業体　代表団体：公
益財団法人　千葉市文化振興財団(千葉市文
化センター)

400

〃
NHK交響楽団若手演奏家による演奏会　子供向け絵本コンサート
「スーホの白い馬」

アートプレックスちば事業体　代表団体：公
益財団法人　千葉市文化振興財団(千葉市美
浜文化ホール)

300

〃 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
公益財団法人　東金文化・スポーツ振興財団
(東金文化会館)

600

東京都 「赤坂能」　公演とワークショップ「謡と仕舞」の発表会
公益財団法人　港区スポーツふれあい文化健
康財団(赤坂区民センター　)

600

〃 沼尻竜典&トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　第65回定期演奏会
公益財団法人　三鷹市芸術文化振興財団(三
鷹市芸術文化センター)

1,200

〃 武蔵野シティバレエ　第28回定期公演
公益財団法人　武蔵野文化事業団(武蔵野市
民文化会館)

800

〃 かめいどらぼ2014
公益財団法人　江東区文化コミュニティ財団
(江東区亀戸文化センター)

300

〃
東京シティ・バレエ団／ティアラ”くるみ”の会「第28回くるみ割り人
形」

公益財団法人　江東区文化コミュニティ財団
(江東区江東公会堂（ティアラこうとう）)

2,200

〃 夏休み子供音楽会2013≪上野の森文化探検≫
公益財団法人　東京都歴史文化財団(東京文
化会館　)

1,500

〃 ルネこだいら開館20周年記念　三大コンチェルトの競演
公益財団法人　小平市文化振興財団(小平市
民文化会館（ルネ　こだいら）)

1,200

〃 鈴木秀美古典派の世界　～クラシック音楽の新たなる魅力を求めて～
公益財団法人　多摩市文化振興財団(多摩市
立複合文化施設（パルテノン多摩）)

600

〃 伝統文化交流事業 in ゆとろぎ 「伝統文化公演」 羽村市(羽村市生涯学習センターゆとろぎ) 800

〃
せんがわ劇場開館5周年記念事業・若手芸術家育成公演「HER NAKED
SKIN」

調布市(調布市せんがわ劇場) 1,500

〃 日比谷音90周年記念「野音できくオペラと第九」
日比谷野音90周年記念事業実行委員会(日比
谷公園大音楽堂)

2,200

〃 こがねいガラ・コンサート2013
こがねいしてぃ共同事業体：指定管理者(小
金井市民交流センター　)

800

〃 大地讃頌を歌おう　佐藤眞合唱曲演奏会
サントリーパブリシティサービス株式会社：
指定管理者(江戸川区総合文化センター)

400

〃 藝大アーツ・スペシャル　2013　～聞こえる色・見える音～
国立大学法人　東京藝術大学(東京藝術大学
奏楽堂)

1,800

〃 大学院オペラ2013「コシ・ファン・トゥッテ」 学校法人　国立音楽大学(国立音楽大学講堂) 2,500

〃
桜美林大学プルヌスホールプロデュース/市民参加企画　群読音楽劇
『銀河鉄道の夜2013』

学校法人　桜美林学園　(桜美林大学プルヌ
スホール)

600

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演活動（合計130件・143,300千円）
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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） 助成金交付予定額
(単位：千円)

神奈川県 市民オペラ　「かぐや姫」
公益財団法人　川崎市文化財団(川崎シン
フォニーホール（ミューザ川崎）)

2,500

〃
親子で楽しむコンサート・シリーズ Vol.13 「かわせみ座　”バーレル
セルの森にて”」

サントリーパブリシティサービス・共立・神
奈川共立　共同事業体：指定管理者(横浜市
神奈川区民文化センター(かなっくホール))

300

〃
オペラ宅配シリーズⅩⅡ　ぎゅぎゅっとオペラ　ヴェルディ「椿姫」
ハイライト

公益財団法人　横須賀芸術文化財団(横須賀
芸術劇場)

700

〃 音楽堂で聴く雅楽
公益財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川
県立音楽堂)

900

〃 相模原ジュニア・オーケストラ
公益財団法人　相模原市民文化財団(相模原
市文化会館（グリーンホール相模大野）)

900

〃 チェンバーオーケストラ相模原
公益財団法人　相模原市民文化財団(相模原
市立杜のホールはしもと)

1,000

〃
相模原南市民ホール開館30周年記念　「平井千絵　フォルテピアノ・コ
ンサート」

公益財団法人　相模原市民文化財団(相模原
南市民ホール)

200

〃 世阿弥生誕650年記念　横浜能楽堂企画公演　「時々の花」
公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横
浜能楽堂)

1,900

〃 川崎市アートセンターしんゆりミュージカル特別公演　『三文オペラ』
公益財団法人　川崎市文化財団(川崎市アー
トセンター)

1,400

〃
昭和音楽大学　バレエ特別公演　『近代から現代へー新しいバレエの息
吹』

学校法人　東成学園　(昭和音楽大学テアト
ロ・ジーリオ・ショウワ)

2,200

新潟県
上越文化会館創立35周年記念　市民創作劇「山なみに響く」～今に生き
る高田瞽女唄～

株式会社NKSコーポレーション：指定管理者
(上越文化会館)

900

富山県
オリジナルミュージカル（地元スタッフ脚本によるオリジナルのミュー
ジカル）

公益財団法人　砺波市文化振興会(砺波市文
化会館)

600

〃 入善町合併60周年記念演奏会
公益財団法人　入善町文化振興財団(入善町
民会館（コスモホール）)

900

石川県 金沢ティーンズミュージカル
公益財団法人　金沢芸術創造財団(金沢市文
化ホール)

1,200

〃 物語を楽しむ～お能と落語～
公益財団法人　金沢芸術創造財団(金沢市
アートホール)

300

〃 BIG APPLE in NONOICHI 2013
公益財団法人　野々市市情報文化振興財団
(野々市市文化会館)

1,100

〃
オーケストラ・アンサンブル金沢とともに～シグナス・スプリングコン
サート～

津幡町(津幡町文化会館（シグナス）) 900

福井県
親子で楽しむ　絵本deクラシック　～絵本の朗読と名曲のコラボレー
ション～

美浜町(美浜町生涯学習センターなびあす) 300

山梨県 MABOROSI ～オペラ源氏物語～
アドブレーン・共立・ＮＴＴ－Ｆ共同事業
体：指定管理者(山梨県立県民文化ホール
（コラニー文化ホール）)

2,000

〃
東西古楽の真夏の祭典　第27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)

800

長野県 第7回緑と湖のまち音楽祭　みんなで歌おう　武井武雄の世界2013
財団法人　岡谷市振興公社(岡谷市文化会館
（カノラホール）)

700

〃
「響つないで」長野市民会館フェスティバル～新市民会館完成まで500
日!カウントダウン・スペシャルステージ～

「響つないで」長野市民会館フェスティバル
実行委員会(長野市篠ノ井市民会館)

700

〃 竹田恵子オペラひとりっ切り
株式会社地域文化創造：指定管理者(茅野市
民館)

400

〃 第39回木曽音楽祭
木曽音楽祭実行委員会(木曽文化公園文化
ホール)

1,700

〃 劇団仲間公演　森は生きている 舞台芸術鑑賞事業実行委員会(飯田文化会館) 500

〃 長野県県民文化会館　開館30周年記念　第九演奏会
財団法人　長野県文化振興事業団(長野県県
民文化会館(ホクト文化ホール))

1,000

岐阜県
サラマンカホール少年少女合唱団CORO JUNIOR 第一回記念演奏会～未来
の子どもたちへ～

ふれあいファシリティズ：指定管理者(岐阜
県県民ふれあい会館（サラマンカホール）)

400

〃 誰でも参加できる音楽劇「我らのレ・ミゼラブル」
公益財団法人　多治見市文化振興事業団(多
治見市笠原中央公民館)

1,200

〃 山県市合併10周年記念事業　山県市オリジナル演劇「ゆめ想い」
山県市文化の里花咲きホール(山県市文化の
里花咲きホール)

1,300

静岡県
Shizuoka×Sports×Art エスパルスオフィシャルダンスミュージカル
「エスパルス物語」

公益財団法人　静岡市文化振興財団(静岡市
民文化会館)

800

〃 東京混声合唱団「日本のうた」
公益財団法人　静岡市文化振興財団(静岡音
楽館(静岡音楽館ＡＯＩ) )

1,500

〃 日本舞踊家集団　弧の会　「コノカイズム」
財団法人　富士市文化振興財団(富士市文化
会館(ロゼシアター))

200

〃
静岡文化芸術大学の室内楽演奏会　バンバン！ケンバン♪はままつ
キーボードと出会うコンサートとフォーラム

公立大学法人　静岡文化芸術大学(静岡文化
芸術大学講堂)

800

愛知県 名古屋の演劇人が贈る名作劇場「國語元年」
公益財団法人　名古屋市文化振興事業団(名
古屋市東文化小劇場)

900

〃
名古屋市文化振興事業団2014年企画公演「事業団設立30周年記念事業
Theatrical Music～時間旅行～」

公益財団法人　名古屋市文化振興事業団(名
古屋市青少年文化センター)

3,500

〃 愛知県立芸術大学管弦楽団知立特別公演
ちりゅう芸術創造協会(知立市文化会館（パ
ティオ池鯉鮒）)

500
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愛知県 穂の国とよはし芸術劇場オープニング事業　「ヘンリー四世」
公益財団法人　豊橋文化振興財団(穂の国と
よはし芸術劇場)

2,200

〃
新美南吉生誕100周年記念ことばの杜朗読会　「朗読で綴る新美南吉の
世界」

新美南吉生誕100周年記念事業実行委員会(半
田市福祉文化会館)

1,000

三重県 KUDAN Project 「真夜中の弥次さん喜多さん」
公益財団法人　三重県文化振興事業団(三重
県文化会館)

500

〃 四日市市民オペラ　「椿姫」
財団法人　四日市市まちづくり振興事業団
(四日市市文化会館)

900

滋賀県 山海塾　「二つの流れ－から・み」
公益財団法人　びわ湖ホール(滋賀県立芸術
劇場びわ湖ホール)

1,900

〃 おやこ☆演劇フェスティバル2013 in おおつ
株式会社ピーエーシーウエスト：指定管理者
(大津市民会館)

400

京都府 ALTI BUYOH FESTIVAL(ABF)2014
創：指定管理者(京都府立府民ホール(アル
ティ))

1,200

〃 世阿弥生誕650年記念企画　「能楽の世界～継承と創生～」
創：指定管理者(京都府立文化芸術会館ホー
ル)

1,200

〃 ロッシーニ作曲　オペラ「アルジェのイタリア女」
公益財団法人　京都府長岡京記念文化事業団
(京都府長岡京記念文化会館)

1,700

〃 「京に舞う、早池峰神楽」
学校法人　佛教教育学園(佛教大学宗教文化
ミュージアム・宗教文化シアター)

500

〃 地域の60歳以上の方と学生による創作演劇　『演じるシニア』
学校法人　瓜生山学園　(京都造形芸術大学
京都芸術劇場　春秋座)

400

大阪府 「ジョイフル・オーケストラ」　～ドイツの作曲家特集～
公益財団法人　堺市文化振興財団(堺市立栂
文化会館)

900

〃 SHOW劇場　vol.8 「金色夜叉」
公益財団法人　吹田市文化振興事業団(吹田
市文化会館(メイシアター）)

1,000

〃
市民合唱　ベートーヴェン「第九」(高槻市市制施行70周年・高槻市文
化振興事業団設立25周年記念）

公益財団法人　高槻市文化振興事業団(高槻
現代劇場　)

1,600

〃
コスモスオリジナルミュージカル「Stand By Me 2013～見上げてごらん
大きな空を～」　Season2

一般財団法人　貝塚市文化振興事業団(貝塚
市民文化会館)

800

〃
河内長野マイタウンオペラvol.14「ジャンニ・スキッキ」&河内長野マ
イタウンオペラ・コンチェルタンテvol.2「カヴァレリア・ルスティ
カーナ」

公益財団法人　河内長野市文化振興財団(河
内長野市立文化会館（ラブリーホール）)

1,700

〃 第28回　リトルカメリア推薦コンサート
財団法人　摂津市施設管理公社(摂津市民文
化ホール)

1,200

〃
第50回オペラ公演　20世紀オペラ・シリーズ　「ピーター・グライム
ス」

学校法人　大阪音楽大学(大阪音楽大学ザ・
カレッジ・オペラハウス)

3,500

兵庫県 「夏のジュニアミュージカル　孝行物語」
兵庫県多可郡多可町(多可町文化会館（ベル
ディーホール）)

400

〃 ささやま市民ミュージカル第6弾　10日遅れのバレンタイン 篠山市(篠山市立たんば田園交響ホール) 1,100

〃 たからづか能
公益財団法人　宝塚市文化財団(宝塚市立文
化施設ソリオホール)

400

〃 みき演劇セミナー第十八発　「わがまちシリーズ第11弾」
公益財団法人　三木市文化振興財団(三木市
文化会館)

900

〃 永楽館歌舞伎 豊岡市(豊岡市立出石永楽館) 2,800

〃 第28回　伊丹市民オペラ定期公演　「赤い陣羽織」「子供と魔法」
公益財団法人　伊丹市文化振興財団(伊丹市
立文化会館（いたみホール）)

2,300

〃 「ブラス・クインテット・ウィーン=ベルリン」&特別公開クリニック
株式会社JTBコミュニケーションズ：指定管
理者(三田市総合文化センター)

1,000

〃
第22回みつなかオペラ　ベッリーニ：歌劇「カプレーティとモンテッ
キ」

公益財団法人　川西市文化・スポーツ振興財
団(川西市みつなかホール)

2,800

奈良県 なら燈花会プロムナードコンサート2013 奈良県文化会館(奈良県文化会館) 1,000

〃
劇団いかるが第十五回公演　斑鳩物語パート15　『三室の山に花咲き
て』

公益財団法人　斑鳩町文化振興財団(斑鳩町
文化振興センター(いかるがホール）)

200

〃
”なら１００”クリスマス・オーケストラコンサート～関西フィルと一
緒に演奏しよう！～

一般財団法人　奈良市総合財団(なら100年会
館)

700

鳥取県 ヤング・プロデューサーズ・シリーズ vol.5 (演劇公演）
財団法人　鳥取県文化振興財団(鳥取県立倉
吉未来中心)

2,300

〃 第27回鹿野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)

1,300

島根県 第22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)

400

〃 劇作家　岡部耕大　「隠岐騒動」　隠岐公演
財団法人　隠岐の島町教育文化振興財団(隠
岐島文化会館)

500

〃 出雲神話ゆかりの文楽　「日本振袖始」 島根県民会館(島根県民会館) 1,600

広島県 演劇引力廣島　第11回プロデュース公演
財団法人　広島市未来都市創造財団(広島市
文化創造センター（アステールプラザ）)

2,400

〃 南区民文化センター　演劇マネジメント活性化事業
財団法人　広島市未来都市創造財団(広島市
南区民文化センター)

400

〃 さえきコラボ劇場
財団法人　広島市未来都市創造財団(広島市
佐伯区民文化センター)

200
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広島県 ポポロの広響コンサート
三原まちづくり芸術文化センター共同事業
体：指定管理者(三原市芸術文化センター
（ポポロ）)

1,200

山口県
オーケストラと合唱による　～山口県の美しきメロディーとポップス
オーケストラの魅力～

サントリーパブリシティサービスグループ：
指定管理者(山口県民文化ホールいわくに
（シンフォニア岩国）)

2,200

〃 秋吉台の夏2013 メインコンサート
公益財団法人　山口きらめき財団　(秋吉台
国際芸術村)

400

〃 近松文楽
公益財団法人  長門市文化振興財団(山口県
民芸術文化ホールながと(ルネッサながと）)

1,400

〃 第13回防府音楽祭<ほうふニューイヤーコンサート2014>
公益財団法人　防府市文化振興財団(防府市
地域交流センター（アスピラート）)

1,500

徳島県 スーパーブラスアンサンブル　～東京ブラスシンフォニー～　徳島公演
財団法人　徳島県文化振興財団(徳島県郷土
文化会館（※あわぎんホール）)

1,100

〃 まちが奏でるクラシックin吉野川市 吉野川市(吉野川市鴨島公民館) 1,900

香川県 ジャズ・ピアノ6連弾
公益財団法人　高松市文化芸術財団(高松市
文化芸術ホール(サンポートホール高松）)

900

愛媛県 ジャズコァフライブルグコンサート
公益財団法人　松山市文化・スポーツ振興財
団(松山市総合コミュニティセンター文化
ホール（キャメリアホール）)

400

〃 内子座文楽公演 内子座文楽公演実行委員会(内子座) 2,400

福岡県
アクロスちびっこコンサート　こどものためのオペラ　「羊飼いとオオ
カミ」

公益財団法人　アクロス福岡(福岡県国際文
化情報センター （アクロス福岡）)

1,500

〃
2013北九州国際音楽祭　市制50周年記念ガラ・コンサート　～市民文化
賞・奨励賞受賞者を迎えて～

北九州国際音楽祭実行委員会(北九州市立響
ホール)

2,300

〃 音楽&人形劇うごきだす絵本「100万回生きたねこ」
特定非営利活動法人子ども文化コミュニティ
(福岡市大橋音楽・演劇練習場（ゆめアール
大橋）)

1,300

佐賀県 宝石箱コンサートⅩⅦ　海より深い哀しみの愛 武雄市(武雄市北方公民館) 700

長崎県 OMURA室内合奏団第16回定期演奏会
財団法人　大村市振興公社(大村市体育文化
センター（シーハットおおむら）)

1,000

熊本県 「気のいいイワンと不思議な小馬」（音楽劇）公演 合志市(合志市文化会館) 400

宮崎県 オルガンとその仲間たちシリーズ2013 メサイア～開館20周年特別公演
公益財団法人　宮崎県立芸術劇場(宮崎県立
芸術劇場(※メディキット県民文化セン
ター）)

1,000

〃
市民参加型舞台制作事業　ドラマをつくる会　”スマイルみやこん
じょ”　「恋し都、響いて遥か」

公益財団法人　都城市文化振興財団(都城市
総合文化ホール)

500

鹿児島県 平成25年度宝山ホール自主企画事業　かごしま伝統文化祭り
公益財団法人　鹿児島県文化振興財団(鹿児
島県文化センター(※宝山ホール）)

1,100

〃 中種子町郷土芸能祭 中種子町教育委員会(種子島こり-な) 100

（注）※は、施設命名権（ネーミングライツ）によるもの。
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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） 助成金交付予定額
(単位：千円)

北海道 開館20周年記念　特別企画展「室内～閉じられた世界の人間像」 神田日勝記念美術館(神田日勝記念美術館) 1,100

〃 生誕110年記念　岩橋英遠展
「生誕110年記念　岩橋英遠展」　実行委員
会(滝川市美術自然史館)

1,100

〃 夜明けまえ　知られざる日本写真開拓史　北海道・東北編 北海道立函館美術館(北海道立函館美術館) 1,400

〃 画家　岸田劉生の軌跡 北海道立帯広美術館(北海道立帯広美術館) 700

〃 マンガ王国北海道展
マンガ王国北海道展実行委員会(札幌芸術の
森美術館)

1,700

青森県 開館5周年記念 「西沢立衛」 展
ナンジョウアンドアソシエイツグループ：指
定管理者(十和田市現代美術館)

1,400

〃 三陸復興国立公園（仮称）指定記念　「道－そして、希望の朝」展 八戸市(八戸市美術館) 3,000

宮城県 洲之内徹と現代画廊展 宮城県美術館(宮城県美術館) 1,500

秋田県 京都の美を愛でる　－細見美術館名品展－ 秋田市立千秋美術館(秋田市立千秋美術館) 2,800

福島県 第67回福島県総合美術展覧会
福島県総合美術展覧会運営委員会(福島県文
化センター)

2,400

〃 河野保雄コレクション展 福島県立美術館(福島県立美術館) 2,100

〃
喜多方美術倶楽部の再来と喜多方の美術愛好家があこがれたセピロマの
世界展

喜多方市ふるさと振興株式会社：指定管理者
(喜多方市美術館)

700

茨城県 没後50年　板谷波山展 茨城県陶芸美術館(茨城県陶芸美術館) 1,200

〃 「再考－茨城の近現代美術Ⅱ　白牙会に集った洋画家たち」展
茨城県近代美術館つくば分館(茨城県近代美
術館つくば分館)

2,000

〃 ダレン・アーモンド展
公益財団法人　水戸市芸術振興財団(水戸芸
術館現代美術ギャラリー)

3,000

栃木県 マンハッタンの太陽 栃木県立美術館(栃木県立美術館) 2,000

群馬県 山口　晃 展 群馬県立館林美術館(群馬県立館林美術館) 2,800

埼玉県 狩野派と橋本雅邦（美術展）
埼玉県立歴史と民俗の博物館(埼玉県立歴史
と民俗の博物館)

1,600

千葉県 企画展示 「音の風景－うつりゆく自然と環境を未来に伝える－」 千葉県立中央博物館(千葉県立中央博物館) 1,100

〃 仏像半島 － 房総の美しき仏たち
財団法人　千葉市教育振興財団(千葉市美術
館)

2,200

東京都 米田知子展
公益財団法人　東京都歴史文化財団(東京都
写真美術館)

2,400

〃 縁起もの　－版画と絵画で楽しむ吉祥図像－ 町田市(町田市立国際版画美術館) 2,200

〃 クラフト・エヴィング商會展
公益財団法人　せたがや文化財団(世田谷文
学館)

2,800

〃 「天上の舞　飛天の美」
公益財団法人　サントリー芸術財団(サント
リー美術館)

2,200

〃 前田寛治と小島善太郎　1930年協会の作家たち
公益財団法人　八王子市学園都市文化ふれあ
い財団(八王子市夢美術館)

1,200

〃 榮久庵憲司展
公益財団法人　せたがや文化財団(世田谷美
術館)

2,200

〃 物質と彫刻
国立大学法人　東京藝術大学(東京藝術大学
大学美術館陳列館)

500

〃
「ET IN ARCADIA EGO 墓は語るか？　－彫刻と呼ばれる、隠された場
所」

学校法人　武蔵野美術大学(武蔵野美術大学
美術館・図書館)

1,900

〃 「新耽奇会」 展
学校法人　早稲田大学(早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館)

1,400

神奈川県 「北代省三の写真」展 川崎市(川崎市岡本太郎美術館) 1,700

〃 日常／オフレコ　Everyday Life/Off The Record
公益財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川
芸術劇場)

1,800

〃 企画展　「ある街の記憶－横須賀をたどる」 横須賀美術館(横須賀美術館) 1,300

〃
「ポリクリスタル（多結晶）：シンガポール美術館東南アジアコレク
ション 1999-2011」

公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横
浜美術館)

3,500

新潟県 里山の限界芸術 「飯田裕之－越後妻有の江戸祭－」展
特定非営利活動法人　越後妻有里山協働機構
(まつだい雪国農耕文化村センター)

400

〃 ニイガタ・クリエイション／美術館は生きている 新潟市(新潟市美術館) 2,200

富山県 白寿記念　郷倉和子展 富山県立近代美術館(富山県立近代美術館) 600

〃 川辺外治と彩彫会　展
公益財団法人　砺波市文化振興会(砺波市美
術館)

1,000

〃 入善町合併60周年記念　西島直紀+O JUN 二人展
公益財団法人　入善町文化振興財団(入善町
下山芸術の森アートスペース)

700

石川県 「俵屋宗達と琳派」展 石川県立美術館(石川県立美術館) 2,300

地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示活動（合計86件・151,000千円）
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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） 助成金交付予定額
(単位：千円)

石川県 中川一政生誕120年記念展「中川一政芸術の黎明」
白山市立松任中川一政記念美術館(白山市立
松任中川一政記念美術館)

1,300

長野県 藤松博展 松本市(松本市美術館) 3,000

〃 生誕120年　宮芳平展
株式会社地域文化創造：指定管理者(茅野市
美術館)

1,900

静岡県 没後100年　徳川慶喜展
公益財団法人　静岡市文化振興財団(静岡市
美術館)

2,200

愛知県 陶磁の名品、ここに集う 愛知県(愛知県陶磁資料館) 2,100

〃 プレイアート展
公益財団法人　かすがい市民文化財団(春日
井市文芸館)

1,100

〃 日本画家が描いた西洋風景展
稲沢市荻須記念美術館(稲沢市荻須記念美術
館)

1,400

〃 企画展 ムラージュ ～科学教育をささえた蝋細工～
国立大学法人　名古屋大学(名古屋大学博物
館)

200

三重県 特別展「斎宮誕生」 斎宮歴史博物館(斎宮歴史博物館) 1,300

〃 歿後20年　中谷泰展 三重県立美術館(三重県立美術館) 1,800

〃 川喜田半泥子没後50年記念特別展　「川喜田半泥子がみた名品」 公益財団法人　石水博物館(石水博物館) 1,600

滋賀県 特別企画　「アーティスト・イン・レジデンス20年の歩み」
公益財団法人　滋賀県陶芸の森(滋賀県立陶
芸の森)

2,100

京都府 生誕100年佐藤太清展 財団法人　京都文化財団(京都文化博物館) 1,200

〃 「日本の美　髪飾りの華やぎ」展 公益財団法人　細見美術財団(細見美術館) 1,200

〃 特別展　木島櫻谷 公益財団法人　泉屋博古館(泉屋博古館) 2,600

〃 Open Studio KYOTO 2013
京都市立芸術大学(京都市立芸術大学ギャラ
リー＠KCUA)

1,500

大阪府 アイヌ文化と大阪
公益財団法人　大阪人権博物館(大阪人権博
物館)

300

兵庫県 特別展　「関西学院の美術家～知られざる神戸モダニズム～」
神戸市立小磯記念美術館(神戸市立小磯記念
美術館)

1,600

〃 棚田康司　「たちのぼる。」 展
公益財団法人　伊丹市文化振興財団(伊丹市
立美術館　)

2,000

〃 豪農の絵画
たつの市立龍野歴史文化資料館(たつの市立
龍野歴史文化資料館)

2,200

〃 「昭和モダン　絵画と文学 1926-1936」 展 兵庫県立美術館(兵庫県立美術館) 2,800

鳥取県 植田正治生誕100年記念事業　「植田正治の実験精神」
植田正治生誕100年記念事業実行委員会(伯耆
町立写真美術館)

1,400

岡山県 開館30周年記念事業　「倉敷市仏教美術展」 倉敷市立美術館(倉敷市立美術館) 1,200

〃 霊と艶をもとめて　村上華岳展 笠岡市立竹喬美術館(笠岡市立竹喬美術館) 1,500

広島県 企画展「時代を作った技－中世の生産革命－」 広島県立歴史博物館(広島県立歴史博物館) 1,000

〃
平成25年度夏の特別企画展「妖怪だらけの夏休み－大石兵六と稲生平太
郎－」

広島県立歴史民俗資料館(広島県立歴史民俗
資料館)

600

山口県 「生誕100年　松田正平－悠久の周防灘」展 山口県立美術館(山口県立美術館) 3,500

〃 生誕百年　桂ゆき展 下関市立美術館(下関市立美術館) 1,000

〃 第25回　UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展） 宇部市 (緑と花と彫刻の博物館) 2,200

徳島県 Awagami International Mini Print Exhibition 2013
一般財団法人　阿波和紙伝統産業会館(阿波
和紙伝統産業会館)

1,800

〃 特別展　「狩野栄川院と徳島藩の絵師たち」
徳島市立徳島城博物館(徳島市立徳島城博物
館)

1,400

香川県
丹下健三生誕100周年プロジェクト　「丹下健三と瀬戸内の現代建築
展」

丹下健三生誕100周年プロジェクト実行委員
会(香川県立ミュージアム)

2,800

〃 大竹伸朗展
公益財団法人　ミモカ美術振興財団(丸亀市
猪熊弦一郎現代美術館)

2,800

〃 高松コンテンポラリーアート・アニュアルvol.03 高松市(高松市美術館) 2,200

〃
瀬戸内国際芸術祭連携事業　「東山魁夷と建築家吉村順三　－住空間と
日本美の饗宴－」

香川県立東山魁夷せとうち美術館(香川県立
東山魁夷せとうち美術館)

1,600

愛媛県 2013年度企画展　新井淳一展 町立久万美術館(町立久万美術館) 700

高知県 開館20周年記念展　塩田千春展 － ありがとうの手紙
公益財団法人　高知県文化財団(高知県立美
術館)

2,800

〃 土佐文学の源流～紀貫之と土佐日記～展
公益財団法人　高知県文化財団(高知県立文
学館)

800

福岡県 柳瀬正夢展 柳瀬正夢展実行委員会(北九州市立美術館) 2,200
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〃 「邪馬台国が見える！　日本古代の原風景」
北九州市立自然史・歴史博物館(北九州市立
自然史・歴史博物館)

2,400

〃 茶の湯交遊録　小林一三と松永安左エ門 福岡市美術館(福岡市美術館) 1,200

〃 「東アジア　美術の近代」 福岡アジア美術館(福岡アジア美術館) 2,200

〃 博多祇園山笠展　－ 郷土の逆襲　山笠の力 － 福岡市博物館(福岡市博物館) 2,200

長崎県 アントニオ・ロペス展
公益財団法人　長崎ミュージアム振興財団
(長崎県美術館)

2,200

大分県 特別展「いきものと人間－“いのち”の物語－」 大分県立歴史博物館(大分県立歴史博物館) 1,300

宮崎県 生誕130年　魯山人の宇宙展 都城市立美術館(都城市立美術館) 2,800

鹿児島県 「名和晃平」展
公益財団法人　鹿児島県文化振興財団(鹿児
島県霧島アートの森)

1,700
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北海道 第10回記念公演 函館子ども歌舞伎後援会 1,200

〃 北海道ダンスプロジェクト公演「新たなる挑戦（New Challenge）Ⅳ」 北海道ダンスプロジェクト（HDP） 600

〃 創立70周年記念演奏会 札幌三曲協会 500

〃 10周年記念公演 「ドン・カルロ」 LCアルモーニカ 1,500

〃 人形劇フェスティバル2014年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 400

〃 2013 さっぽろ旭山音楽祭 （第26回） さっぽろ旭山うた祭りの会 1,400

〃
モエレ沼公園ガラスのピラミッド10周年記念事業／フォールディング・
コスモス

フォールディング・コスモス実行委員会 400

〃 人形浄瑠璃2014 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 500

青森県 創立50周年記念公演 劇団支木 200

〃 第17回奥内歌舞伎新春公演 奥内歌舞伎保存会 500

〃 第54回定期演奏会 青森市民交響楽団 400

岩手県 寺山修司演劇祭in盛岡 寺山修司演劇祭in盛岡実行委員会 400

〃 創立70周年記念演奏会 岩手三曲協会 400

宮城県 第11回ミュージカル公演
登米祝祭劇場子どもミュージカル劇団「ド
リーム☆キッズ」

700

〃
創立70周年記念　第51回定期演奏会「J.S.バッハヨハネ受難曲（全
曲）」

仙台放送合唱団 1,200

〃 名取こどもミュージカル2013公演 名取こどもミュージカル実行委員会 700

〃 東日本大震災復興祈念事業　カンタータ「大いなる故郷石巻」公演
カンタータ「大いなる故郷石巻」公演実行委
員会

700

〃 創作舞踊「青葉と天使～文学と舞踊、音楽と邂逅～」 佐取　純子モダンバレエスタジオ 600

〃 「お気に召すまま」（温泉旅館のシェイクスピア・シリーズ第二弾） シェイクスピア・カンパニー 100

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

〃 第36回定期演奏会～現役・卒業生大集合“秋田大好き”～ 秋田青少年オーケストラ 400

山形県
結成10年記念事業　春の定期公演「2013コンサート」＜第18回定期演奏
会＞

けやきの森ブリティッシュブラスバンド 200

〃 第40回定期演奏会（山形・東京公演） 合唱団じゃがいも 900

〃 創立25周年記念第15回公演 表現舎刻一刻 200

福島県 第10回演奏会 オーケストラ・フィルジッヒ 600

茨城県
第4回「OPERA NOSTRA」公演　歌劇『カルメン』全4幕(演奏会形式上
演）

ひたちオペラ合唱団 1,100

〃 元気なアートコラボラボ・桜川芸術祭vol.5 元気なアートプロジェクト実行委員会 500

栃木県 第10回定期演奏会 宇都宮市民ジャズオーケストラ 200

群馬県 創立20周年「娘・葉子が描く父萩原朔太郎への鎮魂」日韓文化交流 前橋朗読研究会「BREATH」 200

埼玉県
創立40周年記念・埼玉第九合唱団第78回演奏会-ヴェルディ生誕200年・
「ヴェルレク」演奏会

埼玉第九合唱団 800

〃 創立25周年記念演奏会 サンシティ市民合唱団 300

〃 第20回記念　さいたま太鼓エキスパート2013 さいたま和太鼓振興会 200

〃 ちちぶ国際音楽祭 ちちぶ国際音楽祭実行委員会 600

〃
千葉15周年・東京10周年・神奈川5周年　ドルチェ邦楽合奏団グループ
周年記念演奏会

ドルチェ邦楽合奏団グループ東京邦楽合泰団 1,000

千葉県 第48回千葉県音楽祭 千葉県音楽振興協議会 200

〃 第九演奏会 大網白里祝市制 第九合唱団（実行委員会） 800

〃 創立25周年記念　柏少年少女合唱団　第13回定期演奏会 柏少年少女合唱団 800

〃 設立十周年記念錦秋公演 たてやま村歌舞伎保存会 200

アマチュア等の文化団体活動（合計142件・97,100千円）
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

千葉県 第16回我孫子国際野外美術展 我孫子野外美術展実行委員会 600

東京都
特定非営利活動法人設立10周年記念事業「ヴェルディ生誕200周年・フ
ランコ・コレッリ没後10周年記念ガラコンサート」

特定非営利活動法人　チッタディーノオペラ
振興会

1,000

〃 みんなのコンサート 特定非営利活動法人　みんなのことば 1,100

〃 20周年記念公演　ミュージカル「しあわせの青い鳥」
児童劇団「大きな夢」稲城子どもミュージカ
ル

900

〃 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 500

〃 立川市民オペラ公演2014　歌劇「アイーダ」 立川市民オペラの会 1,700

〃 新富座こども歌舞伎　例大祭公演 「新富座こども歌舞伎」の会 300

〃 ワーグナー生誕200年記念コンサート 日本ワーグナー協会 700

〃 第15回公演「シモン・ボッカネグラ」 荒川区民オペラ 1,500

〃 熟年演劇　たつのおとしご会第24回公演　「殺人同盟」 演劇集団　たつのおとしご会 500

〃 第6回演奏会 はるか 300

神奈川県 第25回　遊行かぶき　「きつね葛の葉－阿部晴明誕生秘話」 公演 遊行舎 700

〃 50周年記念演奏会 小田原少年少女合唱隊 1,100

〃 横浜で夜間中学創立から65周年記念・劇団ひこばえ公演 地域演劇教育集団劇団ひこばえ 300

〃 第39回　人形浄瑠璃自主公演 あつぎ　ひがし座 200

〃 横浜子安浜漁民廃魚40周年・2013神奈川区民ミュージカル公演 神奈川区民ミュージカル実行委員会 600

〃 第39回野毛大道芸 野毛大道芸実行委員会 500

〃 第3回演奏会 混声合唱団 コーロ・フォレスタ 900

新潟県 開館二十五周年記念　南魚沼市歌舞伎公演 南魚沼市歌舞伎公演実行委員会 600

〃 第10回里山アート展 特定非営利活動法人　コスモ夢舞台 400

〃 演奏会『打楽器の饗演』 寸分道リズムアンサンブル 200

石川県 第42回「オーケストラと少年少女・子供の歌フェスティバル2013」 オーケストラと少年少女実行委員会 1,100

〃 白山国際太鼓エクスタジア2013 白山国際太鼓エクスタジア実行委員会 1,400

〃 第12回いしかわ子ども伝統芸能音楽祭
「いしかわ子ども伝統芸能音楽祭」実行委員
会

500

福井県
アートイノベーション・継続される芸術「地球と握手」によるアートプ
ロジェクト

地球と握手展覧会実行委員会 400

〃 ゴールデンコンサート2013 男声合唱団ゴールデンエイジふくい 600

山梨県 創立40周年記念　山梨交響楽団第40回定期演奏会 山梨交響楽団 400

〃 Steel Pan 100人Project Orange Music Panschool 1,200

〃 第7回八ヶ岳音楽祭inYamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 500

長野県 第4回公演　歌劇ラ・ボエーム　全4幕字幕付き原語上演 オペラを楽しむ会 400

〃 第8回定期公演　合唱オペラ「ツバキとツブテと川の上」 アンサンブル・デル・クォーレ 500

〃 第18回まつもと演劇祭 第18回まつもと演劇祭実行委員会 600

〃 NAGANO open-air THEATER2013 特定非営利活動法人　劇空間夢幻工房 500

岐阜県 創立60周年記念「岐阜公演」 公益社団法人岐阜県交響楽団 1,700

〃 創作オペラ「貞奴」プロジェクト 創作オペラ「貞奴」プロジェクト 600

〃
第130回公演・ミュージカル劇場NO.41『コルチャック先生と子どもた
ち』

特定非営利活動法人　劇団はぐるま 400

静岡県 創立70周年記念PartⅢ　モンテヴェルディ「オルフェオ」 音楽青葉会・静岡児童合唱団 1,200

〃 第38回「伊東祐親まつり」 NPO法人・伊東市文化財史蹟保存会 900
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静岡県 興津地区　文化　ふれあい事業 特定非営利活動法人　AYUドリーム 200

〃
第4回SOLE公演　2台のピアノと打楽器アンサンブル伴奏「カルミナ・ブ
ラーナ」

SOLE 500

愛知県
ワーグナー生誕200年記念ワーグナープロジェクト名古屋舞台神聖祝祭
劇「パルジファル」全3幕公演

ワーグナープロジェクト名古屋実行委員会 600

〃 2013公演「トゥーランドット」全3幕原語上演 三河市民オペラ制作委員会 1,500

三重県 「アート亀山2013」の開催 アートによる街づくりを考える会 200

〃 第16回オペラ公演　オペラ「いのち」 三重オペラ協会 800

〃 第21回コンサート ヴォーカルアンサンブル《ＥＳＴ》 300

〃 創立25周年　記念演奏会　「ありがとう東員　こころをこめて感謝祭」 飛龍東員太鼓 300

滋賀県 第22回滋賀県少年少女合唱祭 滋賀県少年少女合唱連盟 200

〃 第17回長濱ゆう歌舞伎公演 長濱ゆう歌舞伎座 700

京都府 京都混声合唱団・びわこアーベントロート合唱団合同演奏会
京都混声・びわこアーベントロート合同演奏
会実行委員会

600

〃 親子で楽しめる読み聞かせコンサートフェスティバル 丹後読み聞かせ実行委員会 200

大阪府 舞踊フェスタ2013 舞踊フェスタ実行委員会 300

〃 農民車製作プロジェクト-3～自作自動車の展示会
NPO法人　記録と表現とメディアのための組
織（remo）

400

兵庫県 五色塚古墳物語～五色塚古墳に秘められた謎～ 夏の夜の野外神話劇実行委員会 900

〃 篠山音楽協会創立40周年記念「ベートーヴェン第九交響曲」公演 第九の会in篠山実行委員会 500

〃 創立30周年記念演奏会 宝塚市交響楽団 600

〃 第30回定期演奏会 明石混声合唱団 100

〃 第80回定期演奏会 芦屋交響楽団 400

〃
結成25周年記念　第16回オペラ公演　華麗なるガラコンサート　メノッ
ティ作曲　歌劇「アマール」（全1幕）

加古川シティオペラ 800

〃
第17回公演「菜の花の沖」－和太鼓としの笛、地唄と津軽三味線でつづ
る高田屋嘉兵衛ものがたり－

太鼓衆団輪田鼓 500

〃
第18回ぐるっぽユーモア定期演奏会　ぐるっぽユーモア風オペラ「天国
と地獄」

ぐるっぽユーモア 300

奈良県 第38回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 1,600

〃 第28回邦楽演奏会 香芝市三曲協会 100

和歌山県 第15回「万葉薪能」 特定非営利活動法人　和歌の浦万葉薪能の会 1,100

〃 雅楽演奏会 和歌山雅楽会 300

島根県 第10回演奏会 なかうみ交響楽団 400

岡山県 特別演奏会・バッハ「ヨハネ受難曲」 岡山バッハカンタータ協会 800

広島県 第13回公演オペレッタ「天国と地獄」訳語上演 MAYA OPERA PRODUCE 400

山口県 市民ミュージカル創立25周年記念公演「PRIDE～永遠のメモリアル～」 下関市民ミュージカルの会 1,000

徳島県 45周年記念徳島邦楽大会 徳島県邦楽協会 200

〃
第16回公演ドニゼッティー作曲オペラ「愛の妙薬」全幕（原語・字幕
スーパー）上演

特定非営利活動法人　オペラ徳島 1,500

香川県 2013「かがわ第九」演奏会 香川第九実行委員会 700

愛媛県 別子山音楽祭第1回開催　歌劇「天空の町」－別子銅山と伊庭貞剛ー オペラプラザ愛媛 1,800

〃 創立50周年記念演奏会 新居浜混声合唱団 600

〃
宇和島市民文化祭フィナーレ第4回宇和島市民ミュージカル公演「はま
ゆう年代記」

宇和島市民ミュージカル運営委員会 500

高知県 創立35周年記念第32回定期演奏会 高知フライデー・ウインド・アンサンブル 200

福岡県 えだみつ演劇フェスティバル2013
北九州お手軽劇場アイアンシアター運営実行
委員会

800

〃
2013年度本公演　音楽喜劇『やかまし横丁物語’70～秘密基地大作戦
～』

劇団パワーキッズ 800
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福岡県 僻地・過疎地の学校における音楽公演の開催 一般財団法人　西日本文化協会 100

〃 第30回記念演奏会　モンテヴェルディ「ヴェスプロ」 コーロ・ピエーノ 500

〃 北九州市制50周年記念演劇「白洲灯台」 劇団青春座 1,500

〃 炭都国際交流芸術祭in大牟田 炭都国際交流芸術祭in大牟田実行委員会 600

〃 久留米民話口伝衆　第3回公演 久留米民話口伝衆 100

佐賀県 キッズミュージカルTOSU第11回公演
特定非営利活動法人　鳥栖子どもミュージカ
ル

1,500

長崎県
長崎新作オペラ「いのち」（世界初演）長崎県オペラ協会第35回定期演
奏会

長崎県オペラ協会 1,600

大分県
第30回記念定期演奏会（委嘱ミュージカル「80日間世界一周」初演発
表）

中津少年少女合唱団 600

宮崎県 50周年記念演奏会 宮崎混声合唱団 200

〃 ～お笑い発祥の地・宮崎～　第5回　ひむかの国こども落語全国大会 「こども落語全国大会」実行委員会 700

〃 第1回定期演奏会 G音楽たい 100

〃 第13回宮崎県川南町トロントロンドーム・モーツァルト音楽祭 宮崎県川南町モーツァルト音楽祭実行委員会 1,300

〃 創立40周年記念第48回公演「ウラヌスの果て」 劇団　ぐるーぷ連 200

鹿児島県
鹿児島県子ども芸術祭典25周年記念　第７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 1,500

〃
第29回鹿児島県児童生徒作曲コンクール授賞式と受賞作品演奏会／作曲
セミナー

特定非営利活動法人　鹿児島作曲協会 200

沖縄県
琉球伝統文化再発見公演（『琉球古典音楽』、『沖縄芝居』、『新作創
作劇（「山戸と玉津～組踊・手水の縁より～」）』のコラボ公演）

特定非営利活動法人 禮之会 400

〃 第19回　しまくとぅば語やびら大会 沖縄県文化協会 300

〃 琉球交響楽団　第24回定期演奏会 特定非営利活動法人　沖縄音楽文化交流機構 900

〃 平成25年度　沖縄オペラ協会公演　オペラ「仮面舞踏会」 沖縄オペラ協会 1,900

全国 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 2,200

〃 全国シニア演劇大会in南アルプス NPO法人シニア演劇ネットワーク 1,500

〃 第41回全国アマチュアオーケストラフェスティバル豊橋大会 社団法人　日本アマチュアオーケストラ連盟 800

〃 スチューデント・ジャズ・フェスティバル2014東日本大会 日本学校ジャズ教育協会　東日本本部 800

〃 第33回全日本少年少女合唱祭全国大会「西宮大会」 全日本少年少女合唱連盟 800

〃 2013こどもコーラス・フェスティバル 一般社団法人　全日本合唱連盟 1,100

〃 2013全国青年文化祭～All Japan National Youth Culture Festa～ 日本青年団協議会 1,700

〃 第13回全国中学校総合文化祭　山口大会 全国中学校文化連盟 400

（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」と表記している。
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群馬県 フィールドワーク桐生プロジェクト ファッションタウン桐生推進協議会 1,200

石川県
加賀橋立重要伝統的建造物群保存地区啓発フォーラム及びパンフレット
作成活動

加賀市 200

福井県
若狭町熊川宿重要伝統的建造物群保存地区の保存啓発に係るパンフレッ
ト作成活動

若狭町 200

滋賀県
東近江市五個荘金堂重要伝統的建造物群保存地区選定15周年シンポジウ
ムおよび町並み保存の記録作成活動

滋賀県東近江市 400

島根県 出雲神迎の道地区等：建築・環境・再生ワークショップ 出雲建築フォーラム 1,700

岡山県 第36回全国町並みゼミ倉敷大会 第36回全国町並みゼミ倉敷大会実行委員会 1,600

徳島県
出羽島重要伝統的建造物群保存予定地区啓発シンポジュウム及び報告書
作成活動

牟岐町 1,000

福岡県 「博多百年町家へようこそ！」プロジェクトⅡ ハカタ・リバイバル・プラン 1,400

熊本県 全国文化的景観地区連絡協議会四万十大会 全国文化的景観地区連絡協議会 400

全国
歴史的景観都市協議会紹介リーフレット作成及び歴史的景観都市普及啓
発活動

歴史的景観都市協議会 400

〃
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 1,500

歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計11件・10,000千円）

（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」を表記している。
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青森県 郷土芸能ビデオライブラリー事業 八戸市教育委員会 700

秋田県 民俗芸能後継者育成事業・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

〃 沖縄県と京都府の民謡（既存録音資料）のデジタル化による記録保存 一般財団法人　民族芸術研究所 1,400

埼玉県 楽しくて、わかりやすい 江戸里神楽公演 江戸里神楽公演学生実行委員会 300

千葉県 房総の郷土芸能2013 房総の郷土芸能2013実行委員会 400

神奈川県 第41回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 300

〃 創立40周年記念　民俗芸能大会 小田原民俗芸能保存協会 400

新潟県 でんでん祭り　みんなで作ろう“わら”のステージ 財団法人　北方文化博物館 400

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 900

〃 加賀白山の獅子舞演舞大会 白山市獅子舞協議会 300

長野県 御船祭りお囃子の復活 穂高人形・御船祭保存会 300

岐阜県 鳳凰座歌舞伎公演 鳳凰座歌舞伎保存会 800

愛知県 三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊橋大会 三遠南信ふるさと歌舞伎交流実行委員会 700

三重県 一色神社例祭・奉納能における　一色能『翁』等の上演 一色町能楽保存会 400

〃 安乗神社　秋季例大祭奉納　安乗人形芝居 安乗人形芝居保存会 300

滋賀県 第14回全国伝統花火サミット in 甲賀
第14回全国伝統花火サミットin甲賀実行委員
会

900

〃 近江のケンケト祭り・長刀振り 下新川神社神事保存会 300

岡山県 弘法寺・誕生寺の練り供養記録作成および公開 岡山県 700

山口県 山代白羽神楽の公開 山代白羽神楽保存会 200

徳島県 繊維作り、布作り、染めの技の伝承公開
東吾妻町・藍住町・愛荘町三町合同企画展
「麻・藍・布」実行委員会

1,600

〃 一人操り伝統人形芝居の実演 特定非営利活動法人　阿波の門付け芸保存会 900

香川県 中山春日神社奉納歌舞伎 中山歌舞伎保存会 400

〃 第二十一回だんじり子供歌舞伎 東かがわだんじり子供歌舞伎保存会 300

高知県 高野の舞台保存活用事業 高野地区会 900

熊本県 薪文楽 一般財団法人　清和文楽の里協会 200

大分県 第4回佐伯三の丸神楽大会 佐伯三の丸神楽大会実行委員会 600

民俗文化財の保存活用活動（合計26件・14,900千円）
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

東京都
文化財保存修復専門家養成実践セミナー　～文化財保存技術の伝承と発
展のために～

特定非営利活動法人　文化財保存支援機構 2,800

石川県 2013 白山麓・加賀地域の茅葺き技術保存に向けた調査
特定非営利活動法人  石川県茅葺き文化研究
会

800

滋賀県 信楽焼の伝統技術の記録保存 公益財団法人　滋賀県陶芸の森 1,100

〃 伝統工芸技術青花紙保存活動　「あおばなフェスタ」 草津あおばな会 300

奈良県 クテ打組紐技法の継承活動－講習会の実施 クテ打組紐技法研究会 1,000

岡山県 美術刀剣製作技術研修会 一般社団法人　全日本刀匠会事業部 700

宮崎県 原種養蚕から絣紬織物製作技術保存伝承活動 特定非営利活動法人　日本工芸継承協議会 1,900

全国 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

〃 伝統的瓦葺技能研修会 特定非営利活動法人  日本瓦葺技能継承甍会 2,200

〃 唐獅子土蔵の左官技術保存伝承活動 一般社団法人　日本左官会議 3,500

伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計10件・17,100千円）

（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」を表記している。
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平成２５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。 
 
３ 演劇専門委員会については、応募件数が多いことから、二つの分科会を設け、それ

ぞれが独立して審査を行う。 
 

記 
 
１ 舞台芸術等の活動（音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能、美術、多分野共同等

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 新しい試みなど独創性に富んだ活動であること（多分野共同等のみ） 
 

（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 国内映画祭等の活動（映画祭等専門委員会） 
 第２回募集分の審査終了後発表する。 
 
 
 
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 

 
４ 地域文化施設（美術館等）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 

 
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・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 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 

 



 

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      根 木   昭 

委員長代理  三 輪 嘉 六 

       池 田   温 

       大 笹 吉 雄 

       黒 井 和 男 

             見 城 美枝子 

佐々木 正 峰 

             佐 藤 友美子 

             堤     剛 

             三 浦 雅 士 

             三 林 京 子 

             みなもとごろう 

             雪 山 行 二 

横 川 眞 顯 

 

○部   会 
舞台芸術等部会(11名) 

部会長    池 田   温（運営委員会運営委員） 

部会長代理  雪 山 行 二（運営委員会運営委員） 
大 笹 吉 雄（運営委員会運営委員） 

三 浦 雅 士（運営委員会運営委員） 

松 原 千代繁（音楽専門委員会主査） 

尼ヶ崎   彬（舞踊専門委員会主査） 

古 城 十 忍（演劇専門委員会主査（第一分科会）） 

法 月 敏 彦（演劇専門委員会主査（第二分科会）） 

天 野 文 雄（伝統芸能・大衆芸能専門委員会主査） 

米 田 耕 司（美術専門委員会主査） 

高 橋 浩 子（多分野共同等専門委員会主査） 
 

映像芸術部会（６名） 

（国内映画祭等の活動：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     佐 藤 友美子（運営委員会運営委員） 

部会長代理  見 城 美枝子（運営委員会運営委員） 

枝 川 明 敬（地域文化活動専門委員会主査） 

大 橋 敏 博（文化団体活動専門委員会主査） 
 

文化財部会（３名） 

部会長    佐々木 正 峰（運営委員会運営委員） 

部会長代理  三 輪 嘉 六（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

網干　毅 阿部　さとみ ○
香取　良彦 ◎ 尼ヶ崎　彬
高橋　浩子 本多　実男
田村　勝弘 上野　房子

○ 沼野　雄司 木佐貫　邦子
野平　一郎 ○ 國吉　和子 ◎
花崎　薫 　 佐藤　まいみ
堀内　修 多々納　みわ子

◎ 松原　千代繁 堀内　充 　 　
三宅　幸夫 村山　久美子 　 　

　
　

◎ 天野　文雄 ○ 上野　憲示 ○ 上野　房子
○ 下田　秀夫 内山　博子 内山　博子

西野　春雄 建畠　晢 河合　祥一郎
布目　英一 長谷川　祐子 國吉　和子
野川　美穂子 水沢　勉 ◎ 高橋　浩子
花井　伸夫 山梨　絵美子 建畠　晢　
林　公子 ◎ 米田　耕司 田村　勝弘
丸茂　美恵子 法月　敏彦
村上　湛 丸茂　美恵子

村上　湛

◎ 枝川　明敬 ◎ 大橋　敏博
亀岡　典子 北澤　憲昭
清水　裕之 志賀野　桂一
白石　美雪 竹本　義明
園山　土筆 樋口　修資 ○
能祖　將夫 平野　英俊 ◎

○ 茂手木　潔子 松本　玲子 ◎主査
本杉　省三 宮辻　政夫 ○主査代理
守山　実花 ○ 柳沢　秀行 （五十音順）

惠　小百合
宮田　繁幸

※映画祭専門委員会については、国内映画祭等の活動：第２回募集分の審査終了後発表する。

上野　勝久
桑山　俊道
鈴田　由紀夫
高山　茂
古家　信平

文化団体活動
専門委員会（９名）

高橋　豊

松井　憲太郎
水野　久

法月　敏彦

地域文化活動
専門委員会（９名）

文化財保存活用
専門委員会（７名）

音楽専門委員会（１０名）

美術専門委員会（７名）
伝統芸能・大衆芸能
専門委員会（９名）

舞踊専門委員会（１０名）
演劇専門委員会
　　第２分科会（８名）

永井　聡子

多分野共同等
専門委員会(１０名）

西堂　行人

大久保　充代
河合　祥一郎
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