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平成２２年度芸術創造活動特別推進事業  

助成対象活動の決定について  

 
平成２２年３月２６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、  
芸術創造活動特別推進事業による平成２２年度の助成対象活動を決定しま

した。  
芸術創造活動特別推進事業は、国（文化庁）からの補助金を財源として、

舞台芸術と映画製作の２つの分野において、我が国の芸術団体が行う芸術水

準の向上に資すると認められる創作性・芸術性の高い舞台芸術又は優れた日

本映画の製作活動に対し助成を行うものです。  
 本年度の応募件数６４４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 後藤  美代子）に諮り、そのもとに置かれた２部会、４専門委員

会（うち、演劇分野は２分科会）において精力的かつ慎重な審査が行われま

した。  
 審査の結果、採択件数は４６０件、助成金予定額は４１億３，０４０万円

となりました。  
 なお、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ます。  
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応募件数 採択件数 助成金予定額

（件） （件） （千円）

180 137 2,029,200

67 56 478,100

249 179 955,600

第１分科会 135 99 626,200

第２分科会 114 80 329,400

25 21 114,700

47 35 66,800

568 428 3,644,400

40 18 330,000

29 11 53,000

 7 3 103,000

76 32 486,000

644 460 4,130,400合　　　計

大衆芸能

伝統芸能

劇映画

記録映画

アニメーション映画

舞　　踊

演　　劇

小      計

〔映画製作への支援〕

小      計

平成22年度芸術創造活動特別推進事業
助成対象分野別採択状況

助成対象分野

〔舞台芸術公演・伝統芸能等への支援〕

音　　楽



芸術創造活動特別推進事業：音楽（合計137件・2,029,200千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額
（単位：千円）

大阪シンフォニカー交響楽団　第１４４回～第１５４回　定期演奏会 一般財団法人　大阪シンフォニカー協会
（大阪府）

30,000

大阪シンフォニカー交響楽団　第６１回～第６５回　名曲コンサート 一般財団法人　大阪シンフォニカー協会
（大阪府）

11,900

大阪シンフォニカー交響楽団　第１４回　東京公演 一般財団法人　大阪シンフォニカー協会
（大阪府）

3,000

大阪フィルハーモニー交響楽団　定期演奏会 社団法人　大阪フィルハーモニー協会
（大阪府）

65,700

大阪フィルハーモニー交響楽団　大植英次スペシャル 社団法人　大阪フィルハーモニー協会
（大阪府）

2,700

大阪フィルハーモニー交響楽団　いずみホール特別演奏会 社団法人　大阪フィルハーモニー協会
（大阪府）

7,700

大阪フィルハーモニー交響楽団　ブラームス交響曲全曲演奏会 社団法人　大阪フィルハーモニー協会
（大阪府）

16,200

大阪フィルハーモニー交響楽団　マチネ・シンフォニーVol.3,4 社団法人　大阪フィルハーモニー協会
（大阪府）

7,000

大阪フィルハーモニー交響楽団　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
（大阪府）

2,500

大阪フィルハーモニー交響楽団　スペシャルライブ　下野竜也×中川英
二郎

社団法人　大阪フィルハーモニー協会
（大阪府）

3,400

大阪センチュリー交響楽団　第１５０回～第１５９回定期演奏会（全１
０回）

財団法人　大阪府文化振興財団（大阪府） 36,100

大阪センチュリー交響楽団　びわ湖ホール定期公演 財団法人　大阪府文化振興財団（大阪府） 2,500

大阪センチュリー交響楽団　タッチ・ジ・オーケストラ（全17回） 財団法人　大阪府文化振興財団（大阪府） 4,800

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　音楽堂シリーズ　計３回 財団法人　神奈川フィルハーモニー管弦楽団
（神奈川県）

6,500

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　定期演奏会　計９回 財団法人　神奈川フィルハーモニー管弦楽団
（神奈川県）

28,400

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　名曲シリーズ　計７回 財団法人　神奈川フィルハーモニー管弦楽団
（神奈川県）

13,600

関西フィルハーモニー管弦楽団 定期・特別演奏会“エヴォリューショニ
ズム”（第219回～第227回，「第九」）（全10回）

特定非営利活動法人　関西フィルハーモニー管
弦楽団（大阪府）

24,300

関西フィルハーモニー管弦楽団 東京特別演奏会 Vol.2～Vol.3（全２
回）

特定非営利活動法人　関西フィルハーモニー管
弦楽団（大阪府）

7,900

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.45～
Vol.48 (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（大阪府）

4,100

関西フィルハーモニー管弦楽団 いずみホールシリーズ Vol.19～Vol.21
(全３回）

特定非営利活動法人　関西フィルハーモニー管
弦楽団（大阪府）

5,200

関西フィルハーモニー管弦楽団 Meet the Classicシリーズ (いずみホー
ル，中之島中央公会堂，なら100年会館） （全4公演）

特定非営利活動法人　関西フィルハーモニー管
弦楽団（大阪府）

6,700

九州交響楽団・定期演奏会 財団法人　九州交響楽団（福岡県） 28,300

九州交響楽団・北九州定期演奏会 財団法人　九州交響楽団（福岡県） 3,500

天神でクラッシック・ロマンを紡いだ巨匠たち 財団法人　九州交響楽団（福岡県） 11,100

アジア・フレンドリー・コンサート 財団法人　九州交響楽団（福岡県） 3,200

京都市交響楽団 定期演奏会 (第５３４回～第５４４回） 財団法人　京都市音楽芸術文化振興財団
（京都府）

42,000

京都市交響楽団 オーケストラディスカバリー ～オーケストラ大解剖
(第5回～第8回）

財団法人　京都市音楽芸術文化振興財団
（京都府）

11,900

京都フィルハーモニー室内合奏団　定期公演 第170回～第175回 特定非営利活動法人　京都フィルハーモニー室
内合奏団（京都府）

8,100

京都フィルハーモニー室内合奏団　室内楽コンサートシリーズ vol.26～
vol.30

特定非営利活動法人　京都フィルハーモニー室
内合奏団（京都府）

2,300

群馬交響楽団　定期演奏会 財団法人　群馬交響楽団（群馬県） 33,900

群馬交響楽団　高校音楽教室 財団法人　群馬交響楽団（群馬県） 19,000

群馬交響楽団　移動音楽教室 財団法人　群馬交響楽団（群馬県） 21,000

群馬交響楽団　サマーコンサート 財団法人　群馬交響楽団（群馬県） 2,700

群馬交響楽団　県民の日コンサート 財団法人　群馬交響楽団（群馬県） 2,000

群馬交響楽団　巡回演奏会 財団法人　群馬交響楽団（群馬県） 6,100

群馬交響楽団　夏休みコンサート 財団法人　群馬交響楽団（群馬県） 3,600

札幌交響楽団　第５２８回～第５３７回定期演奏会 公益財団法人　札幌交響楽団（北海道） 58,600

札幌交響楽団　名曲コンサート2010－2011 公益財団法人　札幌交響楽団（北海道） 18,400
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額
（単位：千円）

新日本フィルハーモニー交響楽団　　定期演奏会＜トリフォニーシリー
ズ＞（全１６回）

財団法人　新日本フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

61,200

新日本フィルハーモニー交響楽団　親子コンサート（全１回） 財団法人　新日本フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

2,300

新クラシックへの扉＜金曜午後２時のコンサート＞（全８回） 財団法人　新日本フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

16,300

新日本フィルハーモニー交響楽団　　定期演奏会＜サントリーホール・
シリーズ＞（全８回）

財団法人　新日本フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

41,200

仙台フィルハーモニー管弦楽団 2010年度定期演奏会 財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽団
（宮城県）

43,200

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会 オーケストラと遊んじゃおう
Vol.9

財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽団
（宮城県）

1,400

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会 名曲コレクションin秋田 財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽団
（宮城県）

3,500

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会 オルケストル エ バレエ Ⅱ 財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽団
（宮城県）

3,500

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会 名曲コレクション ニューイ
ヤーコンサート

財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽団
（宮城県）

5,800

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会 マイタウンコンサート 財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽団
（宮城県）

3,900

セントラル愛知交響楽団第105回～第111回定期演奏会「セントラル愛知
が贈る音楽歳時記」

一般社団法人　セントラル愛知交響楽団
（愛知県）

10,100

セントラル愛知交響楽団特別演奏会 ブザンソン指揮者コンクール優勝記
念 栄冠 山田和樹 躍動の指揮棒

一般社団法人　セントラル愛知交響楽団
（愛知県）

1,400

セントラル愛知交響楽団特別演奏会 シューマン生誕200年によせて～ク
ララシューマンを取り巻く音楽家たち～

一般社団法人　セントラル愛知交響楽団
（愛知県）

1,300

東京交響楽団　定期演奏会 財団法人　東京交響楽団（東京都） 35,100

東京交響楽団　川崎定期演奏会 財団法人　東京交響楽団（東京都） 11,700

東京交響楽団「こども定期演奏会」２０１０シーズン 第33回～第36回≪
オーケストラ・楽器の世界≫(仮）

財団法人　東京交響楽団（東京都） 11,300

大友直人プロデュース 東京交響楽団 東京芸術劇場シリーズ第104回～第
107回

財団法人　東京交響楽団（東京都） 12,500

ミューザ川崎シンフォニーホール＆東京交響楽団 名曲全集　第56回～第
65回

財団法人　東京交響楽団（東京都） 16,600

東京交響楽団 東京オペラシティシリーズ 第55回～第60回 財団法人　東京交響楽団（東京都） 16,200

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　第21,22,23,24回　ティアラ
こうとう定期演奏会

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
（東京都）

6,400

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　第
238,239,240,241,242,243,244,245,246,247回定期演奏会

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
（東京都）

21,100

東京都交響楽団2010年度楽季定期演奏会 (第696回～第713回） 財団法人　東京都交響楽団（東京都） 89,400

東京都交響楽団 創立45周年記念事業 都響スペシャル コンサートオペラ
｢売られた花嫁」

財団法人　東京都交響楽団（東京都） 17,300

東京都交響楽団 創立45周年記念事業 都響スペシャル川崎公演 財団法人　東京都交響楽団（東京都） 5,000

東京都交響楽団創立45周年記念事業　都響スペシャル「青ひげ公の城」 財団法人　東京都交響楽団（東京都） 5,500

東京都交響楽団プロムナードコンサートNo.338～No.342 財団法人　東京都交響楽団（東京都） 21,100

東京都交響楽団東京芸術劇場シリーズ 「作曲家の肖像」Vol.77～Vol.81 財団法人　東京都交響楽団（東京都） 19,200

第67回～第73回定期演奏会（72回を除く） 一般社団法人　東京ニューシティ管弦楽団
（東京都）

13,800

東京フィルハーモニー交響楽団　オーチャード定期演奏会 財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

36,600

東京フィルハーモニー交響楽団　サントリー定期シリーズ 財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

30,600

東京フィルハーモニー交響楽団　東京オペラシティ定期シリーズ 財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

30,000

東京フィルハーモニー交響楽団　午後のコンサート 財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

12,700

東京フィルハーモニー交響楽団　創立100周年記念特別演奏会シリーズ 財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

12,600

東京フィルハーモニー交響楽団　こども音・楽・館2010 財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

5,700

定期演奏会　芸術劇場「都市と音楽」シリーズ 財団法人　名古屋フィルハーモニー交響楽団
（愛知県）

54,300

定期演奏会　市民会館名曲シリーズ 財団法人　名古屋フィルハーモニー交響楽団
（愛知県）

18,600

特別演奏会　東京公演 財団法人　名古屋フィルハーモニー交響楽団
（愛知県）

4,500

特別演奏会　しらかわシリーズ 財団法人　名古屋フィルハーモニー交響楽団
（愛知県）

5,800

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
（愛知県）

4,200
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額
（単位：千円）

東京定期演奏会　第６１９回～第６２８回 財団法人　日本フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

59,900

横浜定期演奏会　第２５６回～第２６２回、第２６４回～第２６５回 財団法人　日本フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

26,000

首席指揮者　アレクサンドル・ラザレフ　シリーズ 財団法人　日本フィルハーモニー交響楽団
（東京都）

7,300

広島交響楽団　平成２２年度定期演奏会 社団法人　広島交響楽協会（広島県） 29,200

広島交響楽団・広島市巡回コンサート「２０１１マイタウンオーケスト
ラ広響」

社団法人　広島交響楽協会（広島県） 5,900

平成２２年度　広島交響楽団「地域」定期演奏会 社団法人　広島交響楽協会（広島県） 8,500

２０１０「平和の夕べ」コンサート 社団法人　広島交響楽協会（広島県） 3,900

平成２２年度　広島交響楽団「移動音楽教室」 社団法人　広島交響楽協会（広島県） 17,600

秋山和慶のディスカバリー・シリーズ『ロマンティシズムの源流を訪ね
て』＜５＞～＜８＞

社団法人　広島交響楽協会（広島県） 10,100

山形交響楽団　定期演奏会（第204回～第211回） 社団法人　山形交響楽協会（山形県） 17,100

山形交響楽団　庄内定期演奏会（第１１回～第１２回酒田公演，第１５
回～第１６回鶴岡公演）

社団法人　山形交響楽協会（山形県） 5,000

「アマデウスへの旅」モーツァルト交響曲全曲演奏定期演奏会(第10回～
第12回）

社団法人　山形交響楽協会（山形県） 4,800

山形交響楽団東京特別演奏会「夢づくり」さくらんぼコンサート2010 社団法人　山形交響楽協会（山形県） 2,100

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（山形県） 14,400

読売日本交響楽団 第492回～第502回 定期演奏会 財団法人　読売日本交響楽団（東京都） 55,200

読売日本交響楽団 第171回～第181回 東京芸術劇場名曲シリーズ 財団法人　読売日本交響楽団（東京都） 36,400

読売日本交響楽団 第525回～第536回 名曲シリーズ 財団法人　読売日本交響楽団（東京都） 19,600

読売日本交響楽団 第121回～第131回 東京芸術劇場マチネシリーズ 財団法人　読売日本交響楽団（東京都） 21,200

オペラ『想稿・銀河鉄道の夜』(仮題) 有限会社　オペラシアターこんにゃく座
（神奈川県）

8,800

オペラ『ねこのくにのおきゃくさま』(仮題) 有限会社　オペラシアターこんにゃく座
（神奈川県）

8,200

関西二期会第72回オペラ公演『ジプシー男爵』（全３幕・日本語上演） 関西二期会（大阪府） 12,200

関西二期会第73回オペラ公演『ドン・ジョヴァンニ』（全２幕・原語上
演）

関西二期会（大阪府） 12,500

関西二期会室内オペラシリーズVol.20『オペラの稽古』『スザンナの秘
密』（両公演 全１幕・原語上演字幕付）

関西二期会（大阪府） 5,400

堺シティオペラ第25回定期公演　オペラ　「椿姫」 堺シティオペラ（大阪府） 8,400

さっぽろオペラ祭、札幌室内歌劇場公演「イオランタ」 特定非営利活動法人　札幌室内歌劇場
（北海道）

2,600

2010仙台オペラ協会第35回公演 「鳴砂」 仙台オペラ協会（宮城県） 4,100

東京オペラ・プロデュース第86回定期公演　オペラ「シラノ・ド・ベル
ジュラック」　日本初演

東京オペラ・プロデュース（東京都） 15,500

東京オペラ・プロデュース第87回定期公演　オペラ「フォルテュニオ」
日本初演

東京オペラ・プロデュース（東京都） 13,800

東京室内歌劇場４２期　第１２７回定期公演　オペラ≪火の鳥≫[ヤマト
編]

東京室内歌劇場（東京都） 20,500

東京室内歌劇場４２期　第１２８回定期公演　オペラ≪ラ・カリスト≫ 東京室内歌劇場（東京都） 14,100

東京室内歌劇場４２期　第１２９回定期公演　オペラ≪ゲノフェー
ファー≫

東京室内歌劇場（東京都） 23,000

東京二期会オペラ劇場　４部からなる劇的物語「ファウストの劫罰」 財団法人　東京二期会（東京都） 28,400

東京二期会オペラ劇場　「魔笛」 財団法人　東京二期会（東京都） 24,000

東京二期会オペラ劇場　「メリー・ウィドー」 財団法人　東京二期会（東京都） 20,400

東京二期会オペラ劇場　「サロメ」 財団法人　東京二期会（東京都） 33,100

日本オペラ協会公演　オペラ「魅惑の美女はデスコッデス！」 財団法人 日本オペラ振興会（東京都） 6,900

藤原歌劇団公演　オペラ「タンクレーディ」 財団法人 日本オペラ振興会（東京都） 25,000

藤原歌劇団公演　オペラ「ルチア」 財団法人 日本オペラ振興会（東京都） 21,300

フランツ・レハール『ルクセンブルグ伯爵』の公演 財団法人　日本オペレッタ協会（東京都） 3,800
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額
（単位：千円）

日本音楽集団　定期演奏会　第１９９回～第２０２回 特定非営利活動法人　日本音楽集団（東京都） 4,600

日本テレマン協会第１９３回～１９７回定期演奏会 日本テレマン協会（大阪府） 4,400

モーツァルト室内管弦楽団　第135～140回定期演奏会 モーツァルト室内管弦楽団（大阪府） 6,000

大阪コレギウム・ムジクム演奏会　「楽興の時への誘い」～ベートー
ヴェンからシューベルトへ～（創立35周年記念）

大阪コレギウム・ムジクム（大阪府） 1,100

大阪コレギウム・ムジクム演奏会「大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合
唱団京都公演」（邦人合唱曲シリーズvol.16）

大阪コレギウム・ムジクム（大阪府） 700

大阪コレギウム・ムジクム演奏会　現代音楽シリーズvol.20　～創立35
周年記念～

大阪コレギウム・ムジクム（大阪府） 1,400

大阪コレギウム・ムジクム演奏会　東京公演vol.16 大阪コレギウム・ムジクム（大阪府） 1,800

大阪コレギウム・ムジクム演奏会　名古屋公演vol.4　～創立35周年記念
～

大阪コレギウム・ムジクム（大阪府） 1,300

東京混声合唱団定期演奏会 財団法人　合唱音楽振興会（東京都） 8,400

フェスタ サマーミューザKAWASAKI2010 財団法人　川崎市文化財団（神奈川県） 22,100

新作歌曲の夕べ２０１０［定期演奏会］ 社団法人　日本歌曲振興会（東京都） 1,000

日本合唱協会　第169、170、171、172、173回　定期演奏会 日本合唱協会（東京都） 5,800

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（東京都） 9,700

バッハ・コレギウム・ジャパン　J.S.バッハ：教会カンタータシリーズ
Vol.57

有限会社　バッハ・コレギウム・ジャパン
（東京都）

3,800

バッハ・コレギウム・ジャパン　J.S.バッハ：教会カンタータシリーズ
Vol.58

有限会社　バッハ・コレギウム・ジャパン
（東京都）

4,300

バッハ・コレギウム・ジャパン　J.S.バッハ：教会カンタータシリーズ
Vol.59

有限会社　バッハ・コレギウム・ジャパン
（東京都）

4,200

バッハ・コレギウム・ジャパン　結成20周年記念公演 有限会社　バッハ・コレギウム・ジャパン
（東京都）

4,400

バッハ・コレギウム・ジャパン　ヘンデル：オラトリオ「メサイア」大
阪公演

有限会社　バッハ・コレギウム・ジャパン
（東京都）

3,200

バッハ・コレギウム・ジャパン　受難節コンサート2010 有限会社　バッハ・コレギウム・ジャパン
（東京都）

3,000

ヴォーカル・アンサンブル　カペラ定期公演 フォンス・フローリス（東京都） 1,500

コントラポント定期公演 フォンス・フローリス（東京都） 1,500
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芸術創造活動特別推進事業：舞踊（合計56件・478,100千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
井上バレエ団7月公演「コッペリア」全三幕 財団法人　井上バレエ団（東京都） 10,700

東京小牧バレエ団公演「コッペリア」全幕　日本初演版 特定非営利活動法人　国際バレエアカデミア
（東京都）

10,700

第９６回小林紀子バレエ・シアター公演ケネス・マクミラン版「眠れる
森の美女」全幕

小林紀子バレエ・シアター（東京都） 14,200

第９７回小林紀子バレエ・シアター公演「コンチェルト」他 小林紀子バレエ・シアター（東京都） 10,100

第９８回小林紀子バレエ・シアター公演「くるみ割り人形」全幕 小林紀子バレエ・シアター（東京都） 7,400

貞松・浜田バレエ団　特別公演『創作リサイタル　２２』　森　優貴作
品≪冬の旅≫

貞松・浜田バレエ団（兵庫県） 3,500

貞松・浜田バレエ団特別公演『ラプリマヴェラ～春』　スタントン・
ウェルチ作品『A TIME TO DANCE』ほか

貞松・浜田バレエ団（兵庫県） 2,700

貞松・浜田バレエ団特別公演『ドン・キホーテ』プロローグと全3幕 貞松・浜田バレエ団（兵庫県） 4,300

高円宮殿下記念　ローザンヌ・ガラ　2010 財団法人　児童育成協会（東京都） 7,200

２０１１年スターダンサーズ・バレエ団３月公演「振付家たちの競演」 財団法人　スターダンサーズ・バレエ団
（東京都）

7,200

牧阿佐美バレエ団「眠れる森の美女」（全幕） 財団法人　橘秋子記念財団（東京都） 12,500

牧阿佐美バレエ団「セレナーデ」、「ラ・シルフィード」（全幕） 財団法人　橘秋子記念財団（東京都） 13,500

牧阿佐美バレエ団「ドン・キホーテ」（全幕） 財団法人　橘秋子記念財団（東京都） 11,700

牧阿佐美バレエ団「くるみ割り人形」（全幕） 財団法人　橘秋子記念財団（東京都） 15,300

谷桃子バレエ団創立６０周年記念公演５ 「リゼット」全3幕 有限会社　谷桃子バレエ団研究所(東京都） 11,300

谷桃子バレエ団創立６０周年記念公演６ 「レ・ミゼラブル」 有限会社　谷桃子バレエ団研究所(東京都） 6,900

谷桃子バレエ団新春公演「ラ・バヤデール」全3幕 有限会社　谷桃子バレエ団研究所(東京都） 9,300

ＮＰＯ法人　豊田シティバレエ団「くるみ割り人形」全幕 特定非営利活動法人　豊田シティバレエ団
（愛知県）

1,700

第7回トゥールビヨン公演 特定非営利活動法人　日本バレエアカデミーバ
レエ団（埼玉県）

7,200

「第10回　ニューダンスホライゾン」公演 特定非営利活動法人　日本バレエアカデミーバ
レエ団（埼玉県）

4,200

「くるみ割り人形」全幕公演 特定非営利活動法人　日本バレエアカデミーバ
レエ団（埼玉県）

6,100

「ナポリ」全幕公演 特定非営利活動法人　日本バレエアカデミーバ
レエ団（埼玉県）

9,800

東京バレエ団公演『オネーギン』全３幕 財団法人　日本舞台芸術振興会（東京都） 25,800

東京バレエ団公演『ザ・カブキ』 財団法人　日本舞台芸術振興会（東京都） 12,600

東京バレエ団海外ツアー凱旋公演＜ベジャール・プロ＞（仮題） 財団法人　日本舞台芸術振興会（東京都） 11,500

東京バレエ団公演『ドン・キホーテ』全２幕　プロローグ付き５場 財団法人　日本舞台芸術振興会（東京都） 18,300

東京バレエ団公演『Ｍ』 財団法人　日本舞台芸術振興会（東京都） 12,000

東京バレエ団公演＜エロス・タナトス＞（仮題） 財団法人　日本舞台芸術振興会（東京都） 22,200

第６１回定期公演「シンデレラ」 バレエシャンブルウエスト（東京都） 6,800

第２１回清里フィールドバレエ バレエシャンブルウエスト（東京都） 16,900

第６２回定期公演「おやゆび姫」 バレエシャンブルウエスト（東京都） 9,200

第６３回定期公演「くるみ割り人形」 バレエシャンブルウエスト（東京都） 7,500

第５５回桧垣バレエ団公演　小西裕紀子リサイタルVol.5 "For Peace" 一般社団法人 桧垣バレエ団（京都府） 6,000

法村友井バレエ団公演「コッペリア」 法村友井バレエ団（大阪府） 7,200

法村友井バレエ団公演「ドン・キホーテ」 法村友井バレエ団（大阪府） 6,500

松岡伶子バレエ団公演｢白鳥の湖｣（全幕） 有限会社　松岡伶子バレエ団（愛知県） 7,800

「ロミオとジュリエット」 財団法人　松山バレエ団（東京都） 16,300

夏休みスペシャル　眠れる森の美女　より 財団法人　松山バレエ団（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）
助成金予定額

（単位：千円）
「くるみ割り人形」 財団法人　松山バレエ団（東京都） 22,700

新「白鳥の湖」 財団法人　松山バレエ団（東京都） 8,600

宮下靖子バレエ団　創立５５周年記念公演　深川秀夫版「くるみ割り人
形」

有限会社　宮下靖子バレエ団（京都府） 4,100

山下残新作公演『大洪水』 特定非営利活動法人　STスポット横浜
(神奈川県）

400

Kazuo Ohno Festival 2010 大野一雄舞踏研究所（神奈川県） 8,100

大橋可也＆ダンサーズ新作公演「春の祭典」 大橋可也＆ダンサーズ（京都府） 1,600

珍しいキノコ舞踊団２０周年記念公演「ルーフトップ・パフォーマン
ス」（仮）

合同会社キノコノキ（東京都） 6,000

TOKYO DANCE TODAY 財団法人　児童育成協会（東京都） 2,700

「ダンスがみたい！１２」 「ダンスがみたい！」実行委員会(東京都） 3,200

Dance Theatre LUDENS 新作公演「失い得るもの」（仮題） Dance Theatre LUDENS（埼玉県） 1,800

Monochrome Circus x じゅんじゅんSCIENCE D＿Ｅ＿Ｓ＿Ｋ　Tour2010 Monochrome Circus（京都府） 2,900

鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコライブ「desnudo　vol.7」 株式会社 ARTE Y SOLERA（東京都） 1,100

FLAMENCO道成寺（仮称） 株式会社 ARTE Y SOLERA（東京都） 5,700

大駱駝艦・天賊典式公演 キャメルアーツ株式会社（東京都） 7,500

大駱駝艦・壺中天　吉祥寺シアター公演 キャメルアーツ株式会社（東京都） 3,200

石井智子スペイン舞踊団公演「MAGIA　魔法」 有限会社　グランビア（東京都） 2,600

第2回新作公演　「新・道成寺」 社団法人　日本舞踊協会（東京都） 11,100

（仮称）菊の会秋の公演「日本のおどり」 株式会社　舞踊集団菊の会（東京都） 5,700
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芸術創造活動特別推進事業：演劇（合計179件・955,600千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
子どもに見せたい舞台　「ピノッキオ」 特定非営利活動法人　アートネットワーク・

ジャパン（東京都）
4,200

交響劇『神々の微笑』～古代吉備王国の光～ 特定非営利活動法人　アートファーム（岡山
県）

2,400

第32回本公演「宇宙へ咆哮、大地に詩人」 劇団　Ugly duckling（大阪府） 4,300

「YAMANOTE T」　(「タイタス・アンドロニカス」「オイディプス王」 2
本立て公演)

有限会社　アップタウンプロダクション（劇団
山の手事情社）（東京都）

4,400

イキウメ　『図書館的人生Vol.3食と料理に関する短篇集』 イキウメ / エッチビイ　株式会社（東京都） 7,000

イキウメ　『地下室のファミリー』 イキウメ / エッチビイ　株式会社（東京都） 5,400

劇団1980第51回公演「身代50年」 有限会社　劇団１９８０（東京都） 5,800

ピン・ポン 株式会社　エーシーオー沖縄（沖縄県） 3,500

パレード・パレード～ネズミと楽隊～ 株式会社　エーシーオー沖縄（沖縄県） 2,900

第31回シアターX名作劇場　久生十蘭『喪服』、灰野庄平『芭蕉と遊女』 有限会社　エディター・プロダクツ（シアター
Ｘ）（東京都）

3,200

第32回シアターX名作劇場　有島武郎『ドモ又の死』、岡鬼太郎『眠駱駝
物語』

有限会社　エディター・プロダクツ（シアター
Ｘ）（東京都）

3,200

花田清輝作『ものみな歌でおわる』ーかぶきの誕生に関する一考察 有限会社　エディター・プロダクツ（シアター
Ｘ）（東京都）

5,900

2010年結城座　江戸糸あやつりと江戸写し絵による　「踊る東京 1933」
（仮題）

一般財団法人　江戸糸あやつり人形　結城座
（東京都）

5,600

2010年度　結城座　江戸糸あやつり人形芝居　「三島近代能楽集」（仮
題）

一般財団法人　江戸糸あやつり人形　結城座
（東京都）

6,600

劇団ＮＬＴ公演 『ダルマーさんに会いたい』 株式会社　エヌ･エル･ティー（東京都） 4,800

劇団ＮＬＴ公演 『ペン』 株式会社　エヌ･エル･ティー（東京都） 7,800

劇団ＮＬＴ公演 『テーブルに１３人』 株式会社　エヌ･エル･ティー（東京都） 8,400

劇団ＮＬＴ公演 『ササフラスの枝にそよぐ風』 株式会社　エヌ･エル･ティー（東京都） 4,400

ウィンドミル・ベイビー 演劇企画集団　楽天団（東京都） 2,900

詠み芝居「高野聖・夜行巡査」 演劇倶楽部『座』（東京都） 4,600

詠み芝居「五重塔」 演劇倶楽部『座』（東京都） 4,300

ＨＯＭＥＣＯＭＩＮＧ―小田島雄志訳「帰郷」より― 株式会社　演劇集団　円（東京都） 4,500

四谷怪談―恨― 株式会社　演劇集団　円（東京都） 7,000

シーンズ・フロム・ザ・ビッグ・ピクチュアー（仮題） 株式会社　演劇集団　円（東京都） 8,300

劇団大阪創立４０周年行動　第６８回本公演「まほろば」 劇団　大阪（大阪府） 1,700

ワンツーワークス＃１　「死ぬのは私ではない」 株式会社　オフィス　ワン・ツー／ワンツー
ワークス（東京都）

2,800

ワンツーワークス＃３　「蠅の王」 株式会社　オフィス　ワン・ツー／ワンツー
ワークス（東京都）

3,700

ヨーロッパ企画　第29回公演『月とスイートスポット（仮）』 株式会社　オポス（京都府） 9,000

KAKUTA第21回本公演　(タイトル未定) KAKUTA（東京都） 2,600

THEガジラ　「さよなら渓谷」 有限会社　ガジラ（東京都） 4,900

劇団唐組　第４５回公演「百人町」 劇団　唐組（東京都） 10,500

劇団唐組　第４６回公演「ふたりの女」（仮題） 劇団　唐組（東京都） 9,100

ＭＯＮＯ第３８回公演『聖夜の行進』 有限会社　キューカンバー（京都府） 7,000

壁ノ花団第五回公演　『フォーエバーヤング』 有限会社　キューカンバー（京都府） 3,300

第31回公演　「牡丹灯篭」～現世とわずがたり～ 劇団　キンダースペース（埼玉県） 2,000

「平成派遣版　窓ぎわのセロ弾きのゴーシュ」 有限会社　黒色テント（東京都） 3,200

「パビリオン」 有限会社　黒色テント（東京都） 4,100
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額
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世界の同時代リーディング・シアター2010 有限会社　黒色テント（東京都） 1,800

「ミュージカル・チェーホフ」 有限会社　黒色テント（東京都） 4,900

劇団コーロ公演「３＋１０＋１０は・・・」（仮題）第３８回大阪新劇
フェスティバル参加

株式会社　劇団コーロ（大阪府） 2,400

乞局第19回公演　『果実の門』 乞局（東京都） 3,400

新作『題未定』 株式会社　こまつ座（東京都） 2,700

『化粧(二幕)』 株式会社　こまつ座（東京都） 8,300

『愛するということ』（仮） 株式会社　サードステージ（東京都） 9,100

演劇公演　「厠の兵隊」 劇団　桟敷童子（東京都） 4,300

演劇公演　「蟹」 劇団　桟敷童子（東京都） 5,300

三条会の『サロメ』 三条会（千葉県） 1,100

ＴＰＴ74 『かもめ』喜劇4幕―2010 有限会社　シアタープロジェクト・東京（東京
都）

5,300

ＴＰＴ75 ジャン・コクトー作 『恐るべき親たち』 有限会社　シアタープロジェクト・東京（東京
都）

8,700

ＴＰＴ76 アンドリュー・ボヴェル作　『雨のあがるとき』 有限会社　シアタープロジェクト・東京（東京
都）

8,200

シェイクスピアシアター２０１０年春公演　「十二夜」「ぺリクリー
ズ」

有限会社　シェイクスピアシアター（東京都） 4,500

シェイクスピアシアター２０１０年秋公演　「お気に召すまま」「ハ
ロー・プリンス」

有限会社　シェイクスピアシアター（東京都） 2,700

青山円形劇場プロデュース　「ア・ラ・カルト　２　～役者と音楽家の
いるレストラン」

財団法人　児童育成協会（東京都） 11,600

改訂版　「キネマらぷそでぃ」 株式会社　劇団自由人会（兵庫県） 1,300

ベンガルの虎２０１０ 新宿梁山泊（東京都） 5,900

風のほこり　満天星篇 新宿梁山泊（東京都） 4,200

劇団スーパー・エキセントリック・シアター　第48回本公演　『ゴッ
ド・ウイルス　～神のウイルス～』（仮）

株式会社　スーパーエキセントリックシアター
（東京都）

17,800

菅間馬鈴薯堂　第26回公演　九月の遠い海（仮題） 菅間馬鈴薯堂（東京都） 2,200

菅間馬鈴薯堂　第27回公演　漱石小遣帖　－修善寺大患後日顛末-（仮
題）

菅間馬鈴薯堂（東京都） 2,200

ストアハウスカンパニー公演　「箱」 ストアハウスカンパニー（東京都） 3,700

劇団昴公演『スタア』 劇団昴　一般社団法人（東京都） 6,300

劇団昴　ザ・サード・ステージ　第29回公演　「イノセント・ピープル
（仮）」

劇団昴　一般社団法人（東京都） 2,800

劇団昴公演『機械じかけのピアノのための未完成の戯曲』 劇団昴　一般社団法人（東京都） 5,100

劇団昴公演『クリスマス・キャロル』 劇団昴　一般社団法人（東京都） 3,900

青年劇場第101回公演　「太陽と月」（仮題） 有限会社　青年劇場（東京都） 8,000

青年劇場第102回公演　「島」 有限会社　青年劇場（東京都） 6,200

青年劇場第103回公演　「笑って死ねる病院」（仮題） 有限会社　青年劇場（東京都） 7,200

劇団青年座第１９９回公演　『つちのこ』 有限会社　劇団青年座（東京都） 4,800

劇団青年座公演　青年座・セレクション vol.2　『昭和の子供』 有限会社　劇団青年座（東京都） 3,500

劇団青年座第200回公演　『黄昏』 有限会社　劇団青年座（東京都） 5,300

空の驛舎　第１２回公演　ウイングフィールド提携公演「ブルーギル」 空の驛舎（大阪府） 1,300

タテヨコ企画第20回公演・宇宙の正体シリーズその６　『ウツセミウツ
ラ』

劇団　タテヨコ企画（東京都） 1,400

地点上演実験Vol.3『誰も、何も、どんなに巧みな物語も』(仮) 地点（京都府） 3,000

椿組2010年夏・花園神社野外劇　椿版　「天保十二年のシェイクスピ
ア」

有限会社　椿組（東京都） 11,000
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助成金予定額

（単位：千円）
椿組2010年12月公演「マイルド・セブンティーンズ・スター」 有限会社　椿組（東京都） 3,300

テアトル・エコー第139回公演　「白い病気」 株式会社　テアトル・エコー（東京都） 6,500

テアトル・エコー第140回公演　「日本人のへそ」 株式会社　テアトル・エコー（東京都） 6,900

３０周年記念公演　「新宿八犬伝　第五巻」 株式会社　ティーファクトリー（東京都） 8,200

桃園会第39回公演「猿の図」 桃園会（大阪府） 2,500

桃園会第40回公演「ストックホルム、少年とミサイル」 桃園会（大阪府） 3,900

劇団東京ヴォードヴィルショー第64回公演「無頼の女房」 有限会社　東京ヴォードヴィルショー（東京
都）

8,100

ゴーリキー　『避暑に訪れた人びと』―ボートー・シュトラウスによる
ベルリン・シャウビューネ改作版（仮題）

有限会社　東京演劇アンサンブル（東京都） 7,500

闇の光明 株式会社　東京演劇集団　風（東京都） 2,700

戦場のような女　あるいはボスニア紛争の戦場のような女の性について 株式会社　東京演劇集団　風（東京都） 2,700

瀕死の王さま 株式会社　東京演劇集団　風（東京都） 2,900

ハムレットーto be or not to be　西日本地域・九州地区巡回公演/凱旋
公演

株式会社　東京演劇集団　風（東京都） 16,400

ニーナ　あるいは剥製にされたカモメの儚さ 株式会社　東京演劇集団　風（東京都） 3,300

これからの人生 株式会社　東京演劇集団　風（東京都） 2,800

ささやきの詩想レジスタンス　－桜前線2000キロの旅 株式会社　東京演劇集団　風（東京都） 6,400

劇団東京乾電池公演　「月末劇場」 株式会社　劇団東京乾電池（東京都） 4,300

東京ギンガ堂公演　音楽劇　「孫文と梅屋庄吉」（仮題） 東京ギンガ堂（東京都） 16,100

『チェーホフの病理学』(東京芸術劇場　芸術監督セレクション) 財団法人　東京都歴史文化財団　東京芸術劇場
（東京都）

12,000

博多にわかで笑い爆発・劇団道化新作博多段物仁和加「とかくこの世は
泣き笑い～老老介護の僕の日々～」公演

特定非営利活動法人　劇団道化（福岡県） 2,400

阪神・淡路大震災１５周年－神戸からの演劇発信－ 劇団　道化座（兵庫県） 2,800

劇団道化座創立６０周年記念公演　シリーズ《家族》Ⅳ　「あした、天
気になぁれ！」

劇団　道化座（兵庫県） 2,400

扉座歌舞伎「神崎与五郎　東下り」(仮題) 有限会社　扉座（東京都） 5,800

ペテンばなし トム・プロジェクト　株式会社（東京都） 5,900

鬼灯町鬼灯通り三丁目 トム・プロジェクト　株式会社（東京都） 4,400

風間杜夫ひとり芝居五部作一挙上演！！ トム・プロジェクト　株式会社（東京都） 4,600

一銭五厘たちの横丁 トム・プロジェクト　株式会社（東京都） 4,800

新妻聖子ひとり芝居「青空…！」 トム・プロジェクト　株式会社（東京都） 4,300

「結－沢内の灯火は消えず－」（仮題） 有限会社　劇団銅鑼（東京都） 6,500

中川雅夫どんちょう会　第二十八回公演 中川雅夫どんちょう会（大阪府） 5,000

「虚空遍歴」 有限会社　名取事務所（東京都） 3,600

別役実　海外交流シリーズ　第2作目　「受付」 有限会社　名取事務所（東京都） 3,900

朗読劇「なでしこ隊」“特攻を見つめた少女たち” 有限会社　名取事務所（東京都） 1,200

ロシア現代劇連続上演シリーズ　第3作　「不思議なバーバ」 有限会社　名取事務所（東京都） 4,400

劇団俳小公演「テンペスト｣ 株式会社　劇団俳小（東京都） 4,100

劇団俳小第36回本公演　「糞尿譚」 株式会社　劇団俳小（東京都） 4,100

ハイバイ「投げられやす～い石」 ハイバイ（東京都） 2,500

沈黙亭のあかり　（仮題） 有限会社　劇団俳優座（東京都） 6,600
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異聞浪人記 有限会社　劇団俳優座（東京都） 8,800

ＬＡＢＯ公演「ブレーメンの自由―ゲーシュ・ゴットフリート夫人　あ
る市民悲劇」

有限会社　劇団俳優座（東京都） 1,200

心の止り―この人を心の止りに朝夕見てこそ― 有限会社　劇団俳優座（東京都） 3,900

樫の木坂四姉妹 有限会社　劇団俳優座（東京都） 4,800

ＬＡＢＯ公演「山火」 有限会社　劇団俳優座（東京都） 1,400

リア王 有限会社　劇団俳優座（東京都） 7,200

ＬＡＢＯ公演「制服」 有限会社　劇団俳優座（東京都） 1,100

家族の写真 株式会社　俳優座劇場（東京都） 4,400

音楽劇　わが町 株式会社　俳優座劇場（東京都） 6,400

花たち女たち 株式会社　花組芝居（東京都） 10,200

黙（パントマイム）詩集「あの青い空の波の音が聞こえるあたりに」 有限会社　汎マイム工房（東京都） 2,600

バクダッドの兵士たち ピープルシアター（東京都） 4,200

平石耕一事務所第19回公演『よどむ水面にうつる（仮題）』 平石耕一事務所（東京都） 2,900

春の光 有限会社　弘前劇場（青森県） 8,100

地域演劇の人々 有限会社　弘前劇場（青森県） 7,800

葬送の教室 風琴工房（東京都） 2,400

鈴木忠志演出「リア王」「ディオニュソス｣公演 財団法人　舞台芸術財団演劇人会議（富山県） 6,400

富良野ＧＲＯＵＰロングラン公演２０１０夏「歸国（きこく）」 有限会社　フラノ・クリエイティブ・シンジ
ケート（北海道）

6,200

富良野ＧＲＯＵＰロングラン公演２０１１冬「マロース」 有限会社　フラノ・クリエイティブ・シンジ
ケート（北海道）

4,600

文学座公演　「わが町」 株式会社　文学座（東京都） 5,400

文学座公演　「麦の穂の揺れる穂先に」 株式会社　文学座（東京都） 7,400

文学座アトリエの会　「トロイアの女」 株式会社　文学座（東京都） 3,000

文学座アトリエの会　「カラムとセフィーの物語」 株式会社　文学座（東京都） 3,100

文学座アトリエの会　「鐘下辰男　書き下ろし」 株式会社　文学座（東京都） 3,000

文学座公演　「くにこ」 株式会社　文学座（東京都） 8,000

文学座公演　「美しきものの伝説」 株式会社　文学座（東京都） 7,900

劇団朋友第39回公演　『真砂女(仮題)』 有限会社　劇団朋友（東京都） 5,600

まつもと市民芸術館レジデントカンパニー公演 財団法人　松本市教育文化振興財団（長野県） 6,100

南河内万歳一座「逃走族（仮題）」 南河内万歳一座（大阪府） 8,300

南河内万歳一座「ラブレター」 南河内万歳一座（大阪府） 10,600

ＣＨＡＮＴＥＲ・ＬＡ・ＲＥＶＵＥ　Ｐａｒｔ１９ 株式会社　劇団未来劇場（東京都） 3,900

劇団未来劇場　第93回公演「愛の遊戯」 株式会社　劇団未来劇場（東京都） 3,200

そしてナイチンゲールは歌う…… 株式会社　劇団民藝（神奈川県） 7,600

峯の雪 株式会社　劇団民藝（神奈川県） 7,500

どろんどろん－裏版　「四谷怪談」－ 株式会社　劇団民藝（神奈川県） 9,800

十二月―下宿屋「四丁目ハウス」― 株式会社　劇団民藝（神奈川県） 8,100

白石加代子「百物語」シリーズ　第二十八夜 株式会社　メジャーリーグ（東京都） 2,400
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M&Oplays+PPPPプロデュース「窓」 株式会社　森崎事務所（東京都） 10,600

M&Oplaysプロデュース「国民傘」 株式会社　森崎事務所（東京都） 9,700

ユニークポイント　２作品連続上演 ユニークポイント（東京都） 2,100

さて、何が世界を終わらせるのか 劇団　離風霊船（東京都） 3,700

空にはあのひこうき雲 劇団　離風霊船（東京都） 3,300

あうるすぽっとチェーホフフェスティバル2010参加公演「櫻の園」 有限会社　流山児オフィス（流山児★事務所）
（東京都）

5,800

流山児★事務所レパートリーシアター2011 有限会社　流山児オフィス（流山児★事務所）
（東京都）

2,900

龍昇企画公演『モグラ町１丁目７番地』（仮題） 龍昇企画（東京都） 2,400

The Power of Yes 燐光群／有限会社 グッドフェローズ（東京
都）

13,400

現代能楽集　チェーホフ 燐光群／有限会社 グッドフェローズ（東京
都）

8,600

女の一生（坂手洋二書き下ろし・演出　※仮題） 燐光群／有限会社 グッドフェローズ（東京
都）

14,700

裏屋根裏 燐光群／有限会社 グッドフェローズ（東京
都）

9,900

劇団レクラム舎公演　アディクション―依存― 劇団　レクラム舎（東京都） 3,600

ヨーグルトをさがせ！ 特定非営利活動法人　アートインAsibina（東
京都）

2,400

劇団うりんこ　「ほたる館物語」 株式会社　劇団うりんこ（愛知県） 3,200

劇団うりんこ　夏休みこども劇場　「ねむるまち」 株式会社　劇団うりんこ（愛知県） 3,100

円・こどもステージ　「むかしむかしのわっはっは」 株式会社　演劇集団　円（東京都） 5,900

年令対象別２作品小会場公演ＩＮ札幌 有限会社　劇団風の子（東京都） 4,300

劇団　たんぽぽ　公演　『赤ガラス大明神』 社団法人　教育演劇研究協会／劇団　たんぽぽ
（静岡県）

1,600

人形劇団クラルテ第105回公演こどもの劇場　「11ぴきのねことあほうど
り」

有限会社　人形劇団クラルテ（大阪府） 5,400

ウィッシュリスト　願い、かなえます 株式会社　人形劇団むすび座（愛知県） 2,000

「ゲゲゲの鬼太郎」決戦！竜宮島　【境港・調布編】 有限会社　ひとみ座（神奈川県） 4,400

イッツフォーリーズ公演　親と子どものミュージカル「ルドルフとイッ
パイアッテナ」

株式会社　オールスタッフ（東京都） 5,100

イッツフォーリーズ公演　ファンタジーミュージカル「霧のむこうのふ
しぎな町」

株式会社　オールスタッフ（東京都） 4,800

ミュージカル座公演　ミュージカル「ひめゆり」 有限会社　ミュージカル座（埼玉県） 7,200

ミュージカル座公演　ミュージカル「トラブルショー」 有限会社　ミュージカル座（埼玉県） 7,900

ミュージカル座公演　ミュージカル「罪と罰」 有限会社　ミュージカル座（埼玉県） 8,700

ROCK'N JAM MUSICAL Ⅲ 株式会社　ライズ・プロデュース（東京都） 7,700

愛と嘘っぱち 有限会社　流山児オフィス（流山児★事務所）
（東京都）

4,700

南洋神楽プロジェクト　2010　炎の車輪 オフィス・ティルタ（東京都） 1,500

劇団若獅子公演「蛍火」「あかとんぼー65回目の夏ー」（仮題） 劇団　若獅子（東京都） 7,000
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芸術創造活動特別推進事業　伝統芸能（合計35件・66,800千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
夏休み親と子の能楽教室 財団法人　梅若研能会（東京都） 700

第8回　善竹兄弟狂言会　大阪公演 大蔵流狂言善竹会（兵庫県） 200

平成22年度　善竹狂言会 大蔵流狂言善竹会（兵庫県） 300

山本会 合同会社　大蔵流狂言山本事務所（東京都） 700

大槻能楽堂自主公演能　平家物語に観る！「戦のあわれ」（前期） 財団法人　大槻能楽堂（大阪府） 3,300

第五〇〇回　大槻能楽堂自主公演能　自主公演五百回記念公演 財団法人　大槻能楽堂（大阪府） 1,200

大槻能楽堂自主公演能　新春公演 財団法人　大槻能楽堂（大阪府） 1,900

喜多流職分会自主公演能 喜多流職分会（東京都） 3,900

第8回　囃子堂 京都囃子方同明会（京都府） 700

第56回　同明会能 京都囃子方同明会（京都府） 500

金剛永謹能の会　第26回東京公演 財団法人　金剛能楽堂財団（京都府） 1,100

第八回　塩津哲生の會 塩津哲生の會（東京都） 2,000

塩津哲生の會　特別公演 塩津哲生の會（東京都） 1,400

前進座五月特別公演『切られお富』 劇団前進座  株式会社（東京都） 7,400

第10回　雙ノ会 雙ノ会（東京都） 1,100

忠三郎狂言会　四都市公演 忠三郎狂言会（京都府） 3,100

ＴＴＲ能プロジェクト　夏公演『砧』 ＴＴＲ能プロジェクト（兵庫県） 800

ＴＴＲ能プロジェクト　春公演『小鍛治　黒頭別習』 ＴＴＲ能プロジェクト（兵庫県） 600

銕仙会定期公演・青山能 社団法人　銕仙会（東京都） 7,700

第33回　納涼能 社団法人　能楽協会（東京都） 900

「日本の古典　能・狂言　大分公演」 社団法人　能楽協会（東京都） 1,000

社団法人能楽協会　大阪支部「特別公演能」 社団法人　能楽協会（東京都） 1,100

「日本の古典　能・狂言　香川公演　玉藻能」 社団法人　能楽協会（東京都） 800

平成22年度　「歳末能」 社団法人　能楽協会（東京都） 500

のうのう能 有限会社　KNOW-NOH（東京都） 5,800

第14回廣田鑑賞会能 廣田鑑賞会（京都府） 500

第15回記念廣田鑑賞会能 廣田鑑賞会（京都府） 500

山本能楽堂再建60周年記念公演「たにまち能」 財団法人　山本能楽会（大阪府） 800

光と照明による能舞台の陰翳（仮称） 財団法人　山本能楽会（大阪府） 600

代々木果迢会　平成二十二年度　定例公演 代々木果迢会（東京都） 1,600

浅見真州　古稀記念　代々木果迢会別会 代々木果迢会（東京都） 2,500

萬狂言定例公演 萬狂言（東京都） 3,700

女流　義太夫　演奏会 社団法人　義太夫協会（東京都） 2,300

「古典を知る」シリーズ・年4回 財団法人　古曲会（東京都） 1,900

初心者のための上方伝統芸能ナイト 財団法人　山本能楽会（大阪府） 3,700
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芸術創造活動特別推進事業　大衆芸能（合計21件・114,700千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
新世紀落語の会 「新世紀落語の会」実行委員会（大阪府） 500

寄席定席公演 社団法人　落語芸術協会（東京都） 51,000

ちえりあ寄席 社団法人　落語芸術協会（東京都） 1,200

2010芸協まつりin名古屋 社団法人　落語芸術協会（東京都） 4,000

上方講談協会定期公演「上方講談を聞く会ワッハ亭」「天満講談席」 上方講談協会（大阪府） 300

講談協会定席 講談協会（東京都） 1,200

講談まつり 講談協会（東京都） 100

日本講談協会定期公演 日本講談協会（東京都） 2,400

日本浪曲協会「浪曲定席木馬亭」 日本浪曲協会（東京都） 4,100

一心寺門前浪曲寄席 社団法人　浪曲親友協会（大阪府） 3,700

初夢で「見たよ聞いたよ」浪花節 社団法人　浪曲親友協会（大阪府） 300

定席公演　奮闘漫才大行進 社団法人　漫才協会（東京都） 10,300

ひぐらし名人会 社団法人　漫才協会（東京都） 300

第41回　漫才大会 社団法人　漫才協会（東京都） 2,000

年忘れ漫才大行進 社団法人　漫才協会（東京都） 700

Magic of MAGIC　定例公演 社団法人　日本奇術協会（東京都） 2,300

ベストマジシャンズフェスティバル（東京・名古屋公演） 社団法人　日本奇術協会（東京都） 1,600

お笑い浅草２１世紀 株式会社　浅草２１世紀（東京都） 8,300

定席公演　（浅草東洋館・浅草演芸ホール・上野広小路亭・麻布十番寄
席・上野不忍池水上音楽堂）

東京演芸協会（東京都） 10,700

浅草東洋館下席公演「バラエティ寄席」 ボーイズバラエティ協会（東京都） 9,100

「あヽ上野寄席」 ボーイズバラエティ協会（東京都） 600

- 13 -



芸術創造活動特別推進事業：映画の製作活動・劇映画（合計18件・330,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名(団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
武士の家計簿 株式会社　エース・プロダクション（東京都） 50,000

桜田門外ノ変 有限会社　ユニークブレインズ（東京都） 50,000

オカンの嫁入り 角川映画　株式会社（東京都） 20,000

ツレがうつになりまして。 株式会社　シネムーブ（東京都） 20,000

恋愛戯曲 株式会社　ショウゲート（東京都） 20,000

ダアク・モウメント～女と男と女～ 株式会社  旦々舎（東京都） 20,000

二人の長い影 株式会社　パル企画（東京都） 20,000

ほしのふるまち 株式会社　ブースタープロジェクト（東京都） 20,000

黄金色のキセキ 株式会社　ポニーキャニオン（東京都） 20,000

チョルラの詩 株式会社　アールグレイフィルム（東京都） 10,000

海炭市叙景 有限会社　アイリス（北海道） 10,000

星砂の島のちいさな天使～マーメイドスマイル～ 株式会社　オフィス　キタ（東京都） 10,000

ホームカミング　～虹の丘タウンで起こったこと～ キングレコード　株式会社（東京都） 10,000

裁判長！ここは懲役４年でどうすか 株式会社　ダブ（東京都） 10,000

コンテナ家族（仮） ぴあ　株式会社（東京都） 10,000

雨の中の初恋（仮） 有限会社　プロダクション十二（東京都） 10,000

乱暴と待機 株式会社　メディアファクトリー（東京都） 10,000

チョコレートゲーム 株式会社　リトルバード（神奈川県） 10,000

　

芸術創造活動特別推進事業：映画の製作活動・記録映画（合計11件・53,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名(団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
時折 有限会社　ビターズエンド（東京都） 15,000

わたし家具職人になります 株式会社　オルタスジャパン（東京都） 5,000

ドナルド・リチーと日本：アウトサイド・イン 合同会社　キズメットプロダクションズ（東京
都）

5,000

（仮題）医す者として～映像と証言で綴る農村医療の戦後史～ 株式会社　グループ現代（東京都） 5,000

里湖～八郎湖再生物語～（仮題） 株式会社　群像舎（東京都） 5,000

ＩＮＣＬＵＳＩＯＮ～愛するひとと～ 株式会社　ディレクターズ.システム（東京
都）

5,000

織屋 －京都西陣・織のユメ－ 株式会社　ブロードマークス（東京都） 5,000

記録映画　久高オデッセイ　第二部　生章 特定非営利活動法人　沖縄映像文化研究所（沖
縄県）

2,000

音の錬金術師　―宇宙の音を創造した男（仮題） 株式会社　シネグリーオ（東京都） 2,000

CHIPKO～木を抱く人々～ NPO法人　地球映像ネットワーク（東京都） 2,000

アリランを愛した日本人 中山映画　株式会社（埼玉県） 2,000

　

芸術創造活動特別推進事業：映画の製作活動・アニメーション映画（合計3件・103,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名(団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
カラフル 株式会社　サンライズ（東京都） 50,000

ももへの手紙（仮） 株式会社　プロダクション・アイジー（東京
都）

50,000

くまのがっこう～ジャッキーとケイティ～ 株式会社　フロンティアワークス（東京都） 3,000
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