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平成２２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、 
芸術文化振興基金による平成２２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、基金として政府から出資された５４１億円と民間か

らの出えん金１１２億円の計６５３億円を原資として、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ます。  
 本年度の応募件数１，８３３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４部会、９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８４１件、助成金予定額は１５億５，７７０万円

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が決定されます。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



平 成 22 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 助成金予定額

（件） （件） （千円）

947 271 738,000

221 61 235,000

158 51 97,000

568 159 406,000

第１分科会 276 81 282,100

第２分科会 292 78 123,900

伝統芸能の公開活動 114 71 94,000

美術の創造普及活動 38 18 26,200

多分野共同等芸術創造活動 72 22 25,000

国内映画祭等の活動 58 46 163,700

1,229 428 1,046,900

地域文化施設公演・展示活動 296 218 339,800

文化会館公演活動 177 133 170,000

 美術館展示活動 119 85 169,800

アマチュア等の文化団体活動 258 153 119,000

554 371 458,800

  

9 8 9,400

27 23 19,300

14 11 23,300

50 42 52,000

1,833 841 1,557,700

民俗文化財の保存活用活動

演  劇
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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61件・235,000千円）

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）

九響・ニューイヤーコンサート 財団法人　九州交響楽団（福岡県） 2,800

札幌交響楽団　シンフォニックブラス２０１０ 公益財団法人　札幌交響楽団（北海道） 4,000

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） 9,500

山形交響楽団特別演奏会 「アマデウスへの旅」 米沢公演 社団法人　山形交響楽協会（山形県） 1,500

オーケストラ・ニッポニカ　第１８回演奏会『近代音楽館へのオマー
ジュ』

芥川也寸志メモリアル　オーケストラ・ニッポ
ニカ（東京都）

2,300

オーケストラ・プロジェクト2010 感性と理論の現在形 オーケストラ・プロジェクト（埼玉県） 1,500

オーケストラ・リベラ・クラシカ演奏会 オーケストラ・リベラ・クラシカ（東京都） 2,300

紀尾井シンフォニエッタ東京　定期演奏会　第74回～第78回 特定非営利活動法人　紀尾井シンフォニエッタ
東京（東京都）

9,000

サントリー芸術財団コンサート　作曲家の個展第３０回記念特別演奏会 公益財団法人　サントリー芸術財団（東京都） 2,900

サントリー芸術財団サマーフェスティバル２０１０〈MUSIC TODAY 21〉 公益財団法人　サントリー芸術財団（東京都） 12,000

クラシカル・プレイヤーズ東京　演奏会（年間２回） 財団法人　東京都歴史文化財団　東京芸術劇場
（東京都）

2,400

日生劇場国際ファミリーフェスティヴァル2010「アリスの吹奏楽コン
サート」（仮題）

公益財団法人　ニッセイ文化振興財団
（東京都）

4,500

大田区民オペラ協議会公演2010　発足20周年記念　Ｇ．ヴェルディ作曲
『マクベス』

大田区民オペラ協議会（東京都） 7,000

オペラ彩第27回定期公演 オペラ「ゼッキンゲンのトランペット吹き」 特定非営利活動法人　オペラ彩（埼玉県） 4,500

関西歌劇団第９２回定期公演Ｇ．ヴェルディ「リゴレット」 特定非営利活動法人　関西芸術振興会
（大阪府）

8,500

関西歌劇団第35回創作・名作オペラシリーズＷ.Ａ.モーツァルト「フィ
ガロの結婚」

特定非営利活動法人　関西芸術振興会
（大阪府）

2,300

国立オペラ・カンパニー　青いサカナ団　第31回公演　歌劇「あさくさ
天使」

国立オペラ・カンパニー　青いサカナ団  （東
京都）

4,500

第５回公演　群馬オペラ協会公演　「コシ・ファン・トゥッテ」 群馬オペラ協会（群馬県） 3,000

首都オペラ　第１９回公演「フランチェスカ・ダ・リミニ」 首都オペラ（神奈川県） 8,000

オペラ「忘れられた少年ー天正遺欧少年使節」ドイツ・オーストリア巡
演記念公演

特定非営利活動法人　東京オペラ協会
（東京都）

1,300

名古屋二期会２０１０年度オペラ定期公演「ラ・ボエーム」 名古屋二期会（愛知県） 5,500

第36回 二期会オペラ公演 ～ラヴェルの魅力～ オペラ「子供と魔法」
バレエ「マ　メール　ロア」付

二期会四国支部（香川県） 2,600

青少年のための「日生劇場オペラ教室」第31回公演／ＮＩＳＳＡＹ ＯＰ
ＥＲＡ 2010 オペラ「オルフェオとエウリディーチェ」

公益財団法人　ニッセイ文化振興財団
（東京都）

9,000

ひろしまオペラルネッサンス Ｆ.プーランク作曲 「カルメル会修道女の
対話」（全３幕、フランス語上演、字幕付）

ひろしまオペラ・音楽推進委員会（広島県） 7,000

北海道二期会創立４５周年記念　平成２２年度オペラ公演「愛の妙薬」 北海道二期会（北海道） 4,500

コンサートシリーズ　音の楽園　「The Three by One」(仮称) 財団法人　愛知県文化振興事業団（愛知県） 3,000

Ensemble Contemporary α 2010年シーズン「室内楽の航跡Ⅰ・Ⅱ」 Ensemble Contemporary α（埼玉県） 1,100

アンサンブル・ノマド定期演奏会第３８～４０回　「呼び交わす世界」
Vol.1-3

アンサンブル・ノマド（東京都） 3,500

アンサンブル≪ＢＷＶ2001≫　第10回記念演奏会 アンサンブル≪BWV2001≫（埼玉県） 600

アントネッロ　近江楽堂コンサート・シリーズ アントネッロ（東京都） 700

佐竹由美ソプラノリサイタル　英米歌曲シリーズVol.２ N&A design（神奈川県） 300

クヮトロ・ピアチェーリ定期演奏会（第８回・第９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（東京都） 2,300

定期演奏会　（神戸室内合奏団設立３０周年記念事業） 財団法人　神戸市演奏協会（兵庫県） 3,500

サントリー芸術財団TRANSMUSICコンサート　音楽のエッセンツィア～現
代音楽の楽しみ方

公益財団法人　サントリー芸術財団（東京都） 3,000

コンサート　ジェネシス（始原）Ｖ　－伝統の進行形 ー 創造する伝統実行委員会（東京都） 1,400

東京シンフォニエッタ2010年度定期演奏会（第27・28回） 東京シンフォニエッタ（東京都） 3,000

音楽の複数次元2009～ジョン・ケージ『ヴァリエーションⅦ』～ 有限会社　ナヤ・コレクティブ（東京都） 1,000
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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）

next mushroom promotion vol.12　“フィリディ　ショック！！（仮
題）”

next mushroom promotion（東京都） 1,300

パーカッション・ミュージアム　vol.14 パーカッション・ミュージアム（東京都） 600

姫路国際音楽祭ル・ポン2010 姫路国際音楽祭実行委員会（兵庫県） 8,000

第３１回霧島国際音楽祭 財団法人　ジェスク音楽文化振興会（東京都） 2,800

合唱団フォンス・フローリス　第４回コンセール・スピリチュエル フォンス・フローリス（東京都） 900

アントネッロ定期公演 アントネッロ（東京都） 1,500

モンテヴェルディ「聖母マリアの夕べの祈り」 アントネッロ（東京都） 1,100

アール・レスピラン　第２５回定期演奏会　「フランス音楽の２０世
紀」

アール・レスピラン（東京都） 1,000

第20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」２０１０

ＩＯＦＪ組織委員会（東京都） 2,800

アフィニス夏の音楽祭　2010　山形 財団法人　アフィニス文化財団（東京都） 8,000

アロージャズオーケストラ(AJO) 第８９回～９２回定期演奏会 有限会社　アローミュージックプランニング
（大阪府）

3,500

ヴォクスマーナ　第23～24回　定期演奏会 ヴォクスマーナ（東京都） 1,000

岡崎ジャズストリート2010 岡崎ジャズストリート実行委員会（愛知県） 6,000

音楽堂で聴く雅楽 財団法人　神奈川芸術文化財団（神奈川県） 1,400

第３１回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル 財団法人　関信越音楽協会（群馬県） 8,500

2010サイトウ・キネン・フェスティバル松本 財団法人　サイトウ・キネン財団（東京都） 9,500

角田健一ビッグバンド　2010定期公演 角田健一ビッグバンド事務所（東京都） 3,000

コンポージアム2010 財団法人　東京オペラシティ文化財団
（東京都）

5,500

日本演奏連盟第２２回クラシックフェスティバル　－ショパン生誕２０
０年記念ー＜パリ最後のリサイタルー1846年2月16日（水）＆もっとショ
パン＞

社団法人　日本演奏連盟（東京都） 1,000

チェロコングレス・イン・ジャパン ２０１１ 日本チェロ協会（東京都） 3,000

リゲティの肖像 財団法人　水戸市芸術振興財団（茨城県） 1,400

守屋純子オーケストラ2010年度定期公演 守屋純子オーケストラ（東京都） 1,400

八ヶ岳「北杜国際音楽祭」２０１０ 特定非営利活動法人　八ヶ岳自然村
（山梨県）

5,000

横濱JAZZ PROMENADE 2010 横濱　JAZZ　PROMENADE　実行委員会
（神奈川県）

11,000
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現代舞台芸術創造普及活動；舞踊（合計51件・97,000千円）

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）
有馬龍子バレエ団公演「びょうぶ」「バレエ・コンサート」 有馬龍子バレエ団（京都府） 2,900

越智インターナショナルバレエ「ジゼル」全幕 パブロワ・ニジンスキー記念　越智インターナ
ショナルバレエ（愛知県）

2,500

川口節子バレエ団公演「くるみ割り人形」全幕 川口節子バレエ団（愛知県） 2,000

K★CHAMBER COMPANY公演　クラッシックバレエとコンテンポラリーダン
スの夕べin Osaka Vol.３

Ｋ★バレエスタジオ（大阪府） 1,700

‘１０佐々木美智子バレエ団公演 佐々木美智子バレエ団（大阪府） 2,500

札幌舞踊会Ｘ’ｍas公演 有限会社　札幌舞踊会（北海道） 2,500

2010年　地主薫バレエ団公演「ドン・キホーテ」全3幕 地主 薫バレエ団（大阪府） 2,200

篠原聖一バレエ・リサイタル「DANCE for Life」 DANCE for Life 実行委員会（東京都） 2,200

ナゴヤ・テアトル・ド・バレエ公演 テアトル・ド・バレエ・カンパニー
（愛知県）

2,900

東京シティ・バレエ団公演「白鳥の湖」（全４幕） 一般財団法人　東京シティ・バレエ団
（東京都）

2,500

シティ・バレエ・サロン　vol.1 一般財団法人　東京シティ・バレエ団
(東京都）

500

第３２回「全道バレエフェスティバル・イン・サッポロ」 一般社団法人　日本バレエ協会北海道支部
（北海道）

2,500

第１９回定期公演 　”ジゼル”（全幕） 有限会社　野間バレエ団（大阪府） 1,600

２０１０年トルコ・日本　樋笠バレエ　インターナショナル交流公演 樋笠バレエ団（香川県） 2,000

ラ　ダンス　コントラステ 第１４回定期公演　「マダム・バタフライ
（仮題）」

ラ　ダンス　コントラステ（東京都） 700

超・振付家シリーズVol.3　川口隆夫『テーブルマインド』 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）

2,200

i.e.project 03 特定非営利活動法人　STスポット横浜
（神奈川県）

800

女たち・・・男たち 北村真実ダンススペース（東京都） 1,300

Monochrome Circus x graf x 山中　透「Narrative （仮称）」 Monochrome Circus（京都府） 1,700

『THECO-ザコ』金沢公演 ＡｂｓＴ（東京都） 1,200

加藤みや子ダンススペース２０１０　ブラジル巡回公演「笑う土」
「Sand Toposー砂の場ー」「日記」

加藤みや子ダンススペース（東京都） 2,200

金魚（鈴木ユキオ）新作公演「HEAR（仮）」 金魚（鈴木ユキオ）　（神奈川県） 2,200

黒沢美香＆ダンサーズ公演 黒沢美香＆ダンサーズ（神奈川県） 500

ケイタケイ「Lightシリーズ　 1969←→2010」 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）

2,300

K's pro.公演　「Blood Wedding」（仮題）　「Rag-Time」M&W（仮題） Ｋ's pro.（静岡県） 600

（社）現代舞踊協会　四国支部　四国洋舞合同公演「ブルーフェスティ
バル　2010　in　徳島」

社団法人　現代舞踊協会　四国支部
（愛知県）

1,100

KENTARO!!ソロ公演　「まぼろしなストレート」（仮題） ＫＥＮＴＡＲＯＣＫＥＲＳ（東京都） 1,800

『イキ・シ・タイ』フルバージョン C/ompany（東京都） 500

瞬project公演　vol.6「影法師」（予定） 瞬project（東京都） 300

リンゴ企画2010「立体絵本」 セッションハウス企画室 リンゴ企画実行委員会
（東京都）

500

千日前青空ダンス倶楽部「アカイノノハナ」国内巡演公演 千日前青空ダンス倶楽部（大阪府） 1,400

〝若きフラメンコ・未来へ羽ばたく〟 株式会社　ソル・デ・エスパーニャ
（東京都）

5,500

高瀬多佳子ダンスギャラリー公演　’The 2nd Landing’ 高瀬多佳子ダンスギャラリー（東京都） 1,200

Dance Company BABY-Q 新作ダンス公演 Dance Company BABY-Q（東京都） 1,700

アートエリアＢ１☆駅からダンス発進プログラム（仮） 特定非営利活動法人　ダンスボックス
（兵庫県）

800

GENERIS　第2回新作公演「カルミナ・ブラーナ」 天使館（東京都） 1,700

矢内原美邦　ｘ　チェーホフ「桜の園」（仮） 財団法人　としま未来文化財団（東京都） 1,700

ナチュラルダンステアトル公演 ナチュラルダンステアトル（神奈川県） 1,800
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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）
ニブロール　新作本公演 ニブロール（東京都） 2,100

モニカモニカモニカ（仮題） BATIK（東京都） 500

「薔薇の人」 薔薇ノ人クラブ（東京都） 600

noon dance performance バレエ団ピッコロ（東京都） 1,200

山田せつ子ダンスセッションシリーズ『薔薇色の服で』 枇杷系(BIWAKEI)　（東京都） 1,800

まことクラヴ　象の鼻プロジェクト（仮称） まことクラヴ（東京都） 1,300

マドモアゼル・シネマ2010旅するダンス国内巡回公演 マドモアゼル・シネマ（東京都） 1,200

森山開次　活動１０周年記念プロジェクト 「YU-ZURU夕鶴」　ツアー
2010公演（仮）

森山開次プロジェクト（東京都） 3,500

日本・カナダ共同制作公演「Stories Between」（仮題） 公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団
（神奈川県）

3,000

横浜ダンスコレクションＲ2011（仮称） 公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団
（神奈川県）

3,500

コンドルズ　夏のダンス公演 ROCKSTAR有限会社（東京都） 3,000

岡田昌巳スペインを踊る　第２９回公演 エストゥディオ・マドリッド（東京都） 2,600

山海塾『新作』『降りくるもののなかでーとばり』東京公演 有限会社　山海塾（東京都） 6,500
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計159件・406,000千円）

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）
踊りに行かないで（仮題） 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３５周年特別企画（仮題）「THAT'S AOITORI WORLD ～小さな
世界～」

株式会社　青い鳥創業（東京都） 2,300

Asia meets Asia 2010 Vol.6 Asia meets Asia（東京都） 2,400

avecビーズevolution8　ゴーシュの夜の夜　～avecビーズバージョン～ avecビーズ(愛知県） 600

ARICA　第１８回公演　「house-woman　家＝女（仮題）」 ARICA（東京都） 1,100

アリストパネス・カンパニー・プロダクション２９　「タイピンにおけ
る死」　黒川欣映　作／演出

アリストパネス・カンパニー（東京都） 500

アル☆カンパニー　第7回公演　「家族の話」(仮題) アル☆カンパニー（神奈川県） 1,900

アル☆カンパニー　第8回公演　「冬の旅」 アル☆カンパニー（神奈川県） 1,800

寺山修司全作品上演計画「阿呆船」 池の下（東京都） 2,400

＜彼＞と旅をする20世紀三部作　＃3　「アジア篇」（仮題） 劇団　維新派（大阪府） 8,000

劇、ということ 壱組印（東京都） 3,000

ウォーキング・スタッフ　プロデュース　「LOVE GUN」（仮題） ウォーキング・スタッフ（東京都） 3,000

（有）うらら舎　第15回公演　李麗仙一人芝居　「桜川｣ 有限会社　うらら舎（東京都） 1,700

Politics! Politics! Politics and Political animals! エイチエムピー・シアターカンパニー（大阪
府）

1,800

A級MissingLink　第１７回公演 A級MissingLink（大阪府） 400

「勝負の終わり」 江戸糸あやつり人形座（東京都） 2,000

劇団M.O.P.第45回公演『さらば八月のうた』 劇団　M．O．P．（東京都） 5,000

アボリジニ現代戯曲連続上演vol.8「ケーキマン」 演劇企画集団　楽天団（東京都） 2,600

第二十七回演劇組織「夜の樹」公演　「昼下がりの帰郷」 演劇組織 「夜の樹」（東京都） 700

大川興業第35回本公演「otoなoto」 大川興業（東京都） 1,800

岡崎藝術座　『古いクーラー』 岡崎藝術座（東京都） 900

長崎の鐘 有限会社　岡部企画（神奈川県） 2,100

演劇 「椎の川　～じんじん～」 沖縄芝居実験劇場（沖縄県） 3,500

最終生活 劇団　解体社（東京都） 2,400

第四回海流座公演　「彦六大いに笑う」　作　三好十郎 海流座（東京都） 3,000

「うわさの水戸黄門」 株式会社　劇団影法師（東京都） 2,300

あうるすぽっと　チェーホフフェスティバル　2010『チェーホフ短編集
１＋２』

有限会社　華のん企画（埼玉県） 4,000

子供のためのシェイクスピア『お気に召すまま』 有限会社　華のん企画（埼玉県） 5,500

必ず訪れる日 かもねぎショット（東京都） 2,300

「鴎座」ベケット・カフェ　Vol.3 「プレイ」 鴎座（東京都） 300

烏丸ストロークロック『福音書（改訂版）』 劇団　烏丸ストロークロック（京都府） 200

劇団唐ゼミ☆　第１６回公演　『蛇姫様』 劇団　唐ゼミ☆（神奈川県） 1,300

劇団唐ゼミ☆　第１７回公演　『下谷万年町物語』 劇団　唐ゼミ☆（神奈川県） 900

カンパニーデラシネラ　『水の中』　（仮題） カンパニーデラシネラ（東京都） 1,400

35周年記念公演(湾岸から遠くはなれて、派遣の女、橋の上の男、詩) ギイ・フォワシイ・シアター（東京都） 2,800

京都×横浜プロジェクト2010 木ノ下歌舞伎（京都府） 2,600

『－初恋』 有限会社　キューカンバー（京都府） 1,300
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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）
劇団京芸Ｄ．Ｄ．シアター　『きらめく星座』　ありがとう公演 有限会社　劇団京芸（京都府） 900

京楽座公演　『中西和久のエノケン』 有限会社　京楽座（東京都） 2,400

空間再生事業　劇団ＧＩＧＡ　15周年企画　祝祭劇－境界をこえる旅－ 空間再生事業　劇団　ＧＩＧＡ（福岡県） 700

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10　第11回公演　『黄昏の犬
たち』～ぼちぼちいこか外伝～

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10
（大阪府）

500

KUNIO08　『椅子』 KUNIO（京都府） 1,800

高橋さんの作り方 グループ　る・ばる（埼玉県） 4,000

下鴨車窓♯7　「王様」 特定非営利活動法人　劇研（京都府） 1,600

劇団五期会第６３回公演「幕末忠臣蔵浪花異聞～浪花の夜明け前～(仮
題)」

劇団　五期会（大阪府） 1,300

ITI　世界の秀作短編研究シリーズ　「英国・アイルランド現代演劇(ピ
ンター／フリール他)」連続公演

社団法人　国際演劇協会（東京都） 1,600

悪役志願　（仮） 黒色綺譚カナリア派（東京都） 2,200

五反田団第37回公演「宮本武蔵（仮）」 五反田団（東京都） 1,400

「VS.KYOTO」 特定非営利活動法人　コンカリーニョ（北海
道）

700

椎名町へいらっしゃい（仮題） サスペンデッズ（東京都） 1,500

曾我廼家喜劇・山椒の会　第七回公演　「枡の角呑み」「四海波」 山椒の会（大阪府） 1,000

サンプル：07「自慢の息子(仮)」 サンプル（東京都） 1,900

ＢＬＵＥ／ＯＲＡＮＧＥ 株式会社　シーエイティプロデュース（東京
都）

2,300

劇団しし座４０周年記念公演（第７０回公演）　「エンドロールはお静
かに」

劇団　しし座（大阪府） 1,300

劇団ジャブジャブサーキット第４９回公演　「蒼の組曲｣ 劇団　ジャブジャブサーキット（岐阜県） 2,200

少年王者舘　第34回本公演　「星ノ天狗」 少年王者舘(愛知県） 3,000

新制作座創立60周年記念公演「万国旗の子」7場とエピローグ 財団法人　新制作座文化センター（東京都） 1,800

新転位・21　第16回公演　「質屋～おとことおんなの午后～」 新転位・２１（東京都） 2,400

ラドママプロデュース創立10周年記念公演「アリストパネースの世界」 杉浦千鶴子+ラドママプロデュース（東京都） 2,000

じゃじゃ馬ならし 有限会社　スタジオライフ（東京都） 6,000

被爆６５周年・前進座特別公演『夢千代日記』 劇団前進座  株式会社（東京都） 6,000

SENDAI座☆プロジェクト2010みなみ東北ツアー＆東京公演　ATERUI（仮
称）

SENDAI座☆プロジェクト（宮城県） 5,000

新劇１００年～珠玉の一幕劇集～朗読・リーデイングと上演による連続
公演～

有限会社　総合劇集団俳優館(愛知県） 4,000

身体詩劇「金色の魚　２０１０」～フィンランド・シアターアカデミー
の協力を得て／人類共通の「魂の森」を探る～

TAICHI-KIKAKU（東京都） 1,400

競演　東西南北 タイニイアリス NPO ARC（東京都） 3,000

劇団態変2010年度公演　『自由からの逃走』 劇団　態変（大阪府） 1,200

やがて時が来れば 劇団　太陽族（大阪府） 900

劇団　太陽族＋AI・HALL　共同製作『大阪マクベス』 劇団　太陽族（大阪府） 1,400

リリパットアーミーⅡ　２５周年記念公演　「罪と、罪なき罪」 玉造小劇店（大阪府） 3,000

リリパットアーミーⅡ　２５周年記念公演　「（仮）青の系譜」 玉造小劇店（大阪府） 3,000

「ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶」東京公演 チェルフィッチュ（東京都） 3,000

新作『わたしたちは無傷な別人である』 チェルフィッチュ（東京都） 1,600

劇団潮流創立50周年記念　第69回公演　「続　続・夢幻乱歩館」　―江
戸川乱歩の陰獣―

有限会社　劇団潮流（大阪府） 1,200

tsumazuki no ishi ＋　オフィスコットーネプロデュース公演　「最果
てにゆれる～北赤羽サイボーグ事件～」

tsumazuki no ishi（東京都） 2,000

芝居流通センター　デス電所第２１回公演 デス電所（大阪府） 1,600
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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）
ヒロコ テラ・アーツ・ファクトリー（東京都） 900

劇団道学先生・モダンスイマーズ　「デンキ島」連続上演企画　「デン
キ島　～白い家篇～」

劇団　道学先生（東京都） 4,000

長屋紳士録 株式会社　劇団東京乾電池（東京都） 2,900

東京デスロック　CONTEMPORARY　SERIES#2　『２０１０年宇宙の旅』
（仮）

東京デスロック（東京都） 1,100

劇団道化「中国残留孤児・帰国者を考える　信州／飯田・伊那谷地域巡
回『吉林食堂』公演」

特定非営利活動法人　劇団道化（福岡県） 1,600

喜劇　隣人戦争 劇団　東宝現代劇七十五人の会（東京都） 1,900

「長短調（または眺め身近め）」（仮） 財団法人　としま未来文化財団（東京都） 2,400

エレファントマン 社会福祉法人　トット基金  日本ろう者劇団
（東京都）

2,000

飛ぶ劇場　vol.30 『蛙先生』 飛ぶ劇場（福岡県） 1,100

奇行遊戯(仮題) TRASHMASTERS（東京都） 1,900

トリコ・Ａ演劇公演／アトリエ劇研演劇祭参加作品　「ガラスの動物
園」

トリコ・Ａプロデュース（京都府） 900

七ツ寺プロデュース第１４弾　『りすん』 七ツ寺共同スタジオ／七ツ寺企画(愛知県） 1,200

七ツ寺プロデュース第１５弾　『隠れる人（仮題）』 七ツ寺共同スタジオ／七ツ寺企画(愛知県） 1,400

浪花人情紙風船団　第九回公演　「蝶々さん　雄二さん」 浪花人情紙風船団（大阪府） 2,100

南船北馬　「４のシ点　～東奔西走～」 南船北馬（大阪府） 1,200

第28回公演「愛とセクハラとその他。(仮)」 ニットキャップシアター（京都府） 1,000

二兎社公演35　「かたりの椅子」 株式会社　二兎社（東京都） 5,500

二兎社公演36　「シングルマザーズ」 株式会社　二兎社（東京都） 6,000

人情喜劇　縁は異なもの味なもの 社団法人　日本喜劇人協会（東京都） 1,300

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（東京都） 26,000

庭劇団ぺニノ第１９回公演　「アンダーグラウンド」 庭劇団　ペニノ（東京都） 2,400

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.9 《レヴューのためのスケッチ及び短編作品集》

ハーフムーン・シアター・カンパニー（東京
都）

1,200

劇団犯罪友の会(HANTOMO)　野外演劇公演　「あやつむぎ」 劇団　犯罪友の会(HANTOMO)（大阪府） 3,500

Ｐカンパニー　第4回公演　『夏の砂の上』 株式会社　Ｐカンパニー（東京都） 1,600

劇団B級遊撃隊公演　『カレー屋の女～B級改訂版～』 劇団　Ｂ級遊撃隊(愛知県） 1,400

百景社　野外公演2010　「授業」 百景社（茨城県） 500

FUKAIPRODUCE羽衣 第12回公演　「生きているなら愛を示せよ(仮)」 FUKAIPRODUCE羽衣（東京都） 500

SWAN 冨士山アネット（東京都） 700

サイスタジオ公演ｖｏｌ．24 ｼﾘｰｽﾞ珠玉のカナダ戯曲＃４ 「やとわれ仕
事」

双葉＆泚　株式会社（サイスタジオ）（東京
都）

1,200

劇団フライングステージ　第35回公演　「トップ・ボーイズ」　(仮) 劇団　フライングステージ（東京都） 1,200

烏賊ホテル 有限会社　プリエール（東京都） 2,100

「サイモンの予期せぬ一日」 有限会社　古川オフィス（神奈川県） 2,700

わが友ヒットラー プロジェクトナッター（東京都） 2,300

Project Nyx　第５回公演　美女劇「伯爵令嬢小鷹狩掬子の七つの大罪」 Project Nyx（東京都） 1,800

文化座公演 「南北」 有限会社　劇団文化座（東京都） 3,500

北京蝶々第14回公演　「アンゲーテッドコミュニティ（仮）」 劇団　北京蝶々（東京都） 400

方の会第４６回公演　「遠い記憶」 方の会（神奈川県） 700
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
THE SHAMPOO HAT　第２５回公演　「死刑執行」 HOT LIPS（東京都） 2,700

Port B　ツアー・パフォーマンス『山手線物語』 Port B（埼玉県） 1,500

マレビトの会　新作公演「郷愁都市」（仮） マレビトの会（京都府） 2,500

男の一生 三田村組（東京都） 2,900

第14回みつわ会公演　久保田万太郎作品公演〈その２１〉 みつわ会（東京都） 2,400

変身 有限会社　モード（東京都） 3,000

かもめ 有限会社　モード（東京都） 2,400

マッチ売りの少女 有限会社　モード（東京都） 1,900

モダンスイマーズ公演　「真夏のサイコ」(仮題) モダンスイマーズ（東京都） 4,000

デンキ島シリーズ劇団道学先生・モダンスイマーズ連続上演企画「デン
キ島～松田リカ篇～」

モダンスイマーズ（東京都） 3,000

劇団桃唄３０９　公演　『移動』 劇団　桃唄３０９（東京都） 1,800

伝統の現在‘８　狂言とチェーホフに見る男と女～「ぷろぽおず」「鎌
腹」～

株式会社　森崎事務所（東京都） 2,200

MOLECULAR THEATRE 『のりしろ　NORI-SHIRO』演劇公演 MOLECULAR THEATRE（青森県） 900

山彦の会　音楽劇「母さん」　東北巡回公演 有限会社　山彦の会（東京都） 2,000

遊園地再生事業団＃１７「ジャパニーズ・スリーピング／日本人の睡
眠」（仮）本公演

遊園地再生事業団（東京都） 2,500

遊劇体#49 「多神教」 遊劇体（京都府） 1,200

遊劇体#50 「縄文人にあいういう」 遊劇体（京都府） 1,100

劇団　ラッパ屋　第３７回公演　「凄い金魚」 劇団　ラッパ屋（東京都） 4,000

リオフェス２０１０　(第四回　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） 6,000

リブレプロデュース　少女仮面 劇団　離風霊船（東京都） 2,700

日本－台湾－韓国　三ヶ国合同公演　『のら猫たちは麗しの島をめざ
す』

榴華殿(RUKADEN)（東京都） 700

錬肉工房公演 「女中たち」 有限会社　錬肉工房（千葉県） 1,600

渡辺源四郎商店 『ヤナギダアキラ最期の日』 渡辺源四郎商店（東京都） 2,400

渡辺源四郎商店×東京デスロック　合同公演『月と牛の耳』 渡辺源四郎商店（東京都） 2,500

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
2010」

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

（中国・四国地方）　幼稚園、保育園、小学校巡回公演 有限会社　劇団風の子（東京都） 1,900

小規模小学校・幼稚園・保育園及び離島巡回公演 企業組合　劇団風の子九州（福岡県） 1,900

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）

4,000

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
（静岡県）

6,500

「ハンナとハンナ」 国際児童青少年演劇フェスティバル大阪実行委
員会（大阪府）

2,300

子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム２０１０ 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）

2,100

「どろぼうのなみだ」全国巡回公演 財団法人　すぎのこ文化振興財団（東京都） 3,500

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

2010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） 6,000

かわせみ座公演「ののさま幻想譜（仮題）」 かわせみ座（東京都） 2,900

「稲むらの火」全国ろう学校公演 財団法人　現代人形劇センター（神奈川県） 5,000

「一年一組」パペットシアター 全国専門人形劇団協議会（東京都） 1,200
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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）
初演宇治公演　及び　第46回お正月公演　『ウォートンとカラスのコン
テスト』

有限会社　人形劇団京芸（京都府） 3,500

江戸芝居茶屋「寿限無」「かもとりごんべえ」　沖縄・横浜公演 有限会社　ひとみ座（神奈川県） 1,300

セリフのない人形劇「バイセクル　～ｔｈｅ　ｂｉｃｙｃｌｅ～」 有限会社　ひとみ座（神奈川県） 2,000

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） 4,000

大阪－サンクト・ペテルブルグ姉妹都市交流事業　「恋文」～ポチョム
キンとエカテリーナ～

株式会社　ＯＳＫ日本歌劇団（大阪府） 4,000

壁の中の妖精 有限会社　木山事務所（東京都） 2,200

ノアのスフィア 株式会社　テイエスミュージカルファンデー
ション（東京都）

6,000

劇団「BREATH」特別公演　旭山動物園ミュージカル「Ｎｅｖｅｒ・・・
未来へ繋げるものは」

劇団　「BREATH」（北海道） 2,500

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）

3,000

日生劇場　国際ファミリーフェスティヴァル　2010　「こどものための
おもしろ狂言」

公益財団法人　ニッセイ文化振興財団（東京
都）

3,000
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伝統芸能の公開活動（合計71件・94,000千円）

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）
第3回　善竹兄弟狂言会　東京公演 大蔵流狂言善竹会（兵庫県） 200

大槻能楽堂自主公演能　ナイトシアター「平家物語エピソード　源氏と
は？」

財団法人　大槻能楽堂（大阪府） 700

第8回　大文字送り火能　～蝋燭能～ 財団法人　金剛能楽堂財団（京都府） 500

第8回　ユネスコ記念能 社団法人　能楽協会（東京都） 500

社団法人能楽協会　九州支部　第11回定例公演会 社団法人　能楽協会（東京都） 500

第4回　「ろうそく能」 社団法人　能楽協会（東京都） 400

第10回　松能会 松の会（東京都） 100

ライブ能 財団法人　山本能楽会（大阪府） 1,300

ファミリー狂言会 萬狂言（東京都） 1,100

新作能「原子雲（祈り）」広島メモリアル公演 宇髙会（京都府） 300

古典小劇場Ⅱ 江戸糸あやつり人形座（東京都） 1,700

第29回花影会 花影会（東京都） 800

県民のための能を知る会 財団法人　鎌倉能舞台（神奈川県） 2,100

京都観世会例会 社団法人　京都観世会（京都府） 1,200

第52回京都観世能 社団法人　京都観世会（京都府） 400

新作能「待月」 財団法人　京都市芸術文化協会（京都府） 500

金剛流普及能 金剛会（京都府） 300

新作能「兼続」 Sap舞台藝術プロジェクト（東京都） 700

アトリエ新派　「浪花女」 新派アトリエの会（東京都） 2,400

豊嶋能の会 豊嶋能の会（京都府） 300

同研能 同研会（京都府） 300

宝生流　當山能の会 當山能の会（東京都） 300

能・狂言公演 特定非営利活動法人　徳島能楽振興会（徳島
県）

500

友枝昭世の会～能楽事始　学生のための特別公演　野村萬　宝生閑　友
枝昭世　そろいぶみ

友枝昭世の会（東京都） 700

根来寺能　第２回公演 根来寺能公演企画実行委員会（和歌山県） 800

第14回受け継がれてゆく伝統人形芝居 八王子車人形西川古柳座（東京都） 700

なかなか　あえない　芸能　シリーズVol.03　能楽の源流・松囃子 パフォーマンスインミュージアム実行委員会
（兵庫県）

500

【文楽地方公演　10月・3月　（全国）】 財団法人　文楽協会（大阪府） 28,500

万作・狂言十八選　第十二回 株式会社　万作の会（東京都） 1,400

第五回　狂言ざゞん座 株式会社　万作の会（東京都） 600

江戸浄瑠璃・式佐の会 江戸浄瑠璃保存会（東京都） 500

邦楽創造集団オーラＪ　第26回定期演奏会「反骨の作曲家・三木稔　ア
ジア文化賞受賞記念」

オーラJ（東京都） 700

第14回　如月会 如月会（東京都） 300

第8回　横山佳世子二十五絃箏リサイタル KOTO-FAI倶楽部（大阪府） 600

奏心会ー2010ー　～「今」を語る古典～ 奏心会（東京都） 100

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

300

長唄東音会　定期公演 長唄東音会（神奈川県） 3,000

- 10 -



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）
長唄・囃子　樂明会 長唄・囃子樂明会（東京都） 200

日本音楽集団　関西特別公演　～長澤勝俊　永遠に～ 特定非営利活動法人　日本音楽集団（東京都） 800

第4回　和 邦楽集団和（東京都） 200

真しほ会 真しほ会（東京都） 600

月例　民謡定席 民謡研究会（東京都） 500

邦楽の新しい響きⅤ　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（東京都） 1,200

若手囃子演奏会　若獅子会 若獅子会（東京都） 400

シリーズ花子の学校物語「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（神奈川
県）

600

日本の音楽と舞踊の魅力を探るvol.10　ゆうらくの美 有限会社　オフィス拓（東京都） 400

藝○座　第三回公演 藝○座（神奈川県） 1,000

二代目西崎緑　野外舞踊公演　三国妖狐伝 西崎緑舞踊研究所（東京都） 4,500

人情おどり座第六回本公演　「The Family-襲名」 人情おどり座（東京都） 700

「第52回 北海道邦楽邦舞大会」 社団法人　北海道邦楽邦舞協会（北海道） 1,200

大阪楽所第28回雅楽演奏会 大阪楽所（大阪府） 800

「薬師堂」～琉球歌劇の今～ 沖縄県芸能関連協議会（沖縄県） 1,700

創作組踊「花の幻」 沖縄芝居実験劇場（沖縄県） 5,000

音輪会第11回雅楽演奏会 音輪会（京都府） 500

聲明公演　大曼荼羅供　ー日本伝統音楽の源流を求めて 特定非営利法人　SAMGHA（大阪府） 800

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） 2,300

桑名　六華苑　舞楽会 多度雅楽会（三重県） 1,600

玉城流扇寿会寿ぐ公演～琉球芸能の展望～ 玉城流扇寿会（沖縄県） 1,700

第二回　天王寺楽所雅亮会　新人舞楽公演会ーきらほしの舞台 天王寺楽所雅亮会（大阪府） 400

のうのうコンサート 有限会社　KNOW-NOH（東京都） 300

伶楽舎　雅楽コンサート　no.22・no.23 伶楽舎（東京都） 1,300

日本演芸若手研精会 日本演芸若手研精会（東京都） 200

日本一亭　南陵会 大阪講談協会（兵庫県） 200

日本浪曲協会「若手浪曲広小路亭」 日本浪曲協会（東京都） 200

日本浪曲協会「豪華浪曲大会」 日本浪曲協会（東京都） 400

「奇術の日」普及公演活動 社団法人　日本奇術協会（東京都） 600

日本司会芸能協会まつり「司会話芸の探求」 日本司会芸能協会（東京都） 2,200

法善寺寄席 関西演芸協会（大阪府） 2,300

関西演芸協会祭り 関西演芸協会（大阪府） 1,400

バリアフリー寄席 関西演芸協会（大阪府） 100

第21回「大演芸まつり」 日本演芸家連合（東京都） 1,900
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美術の創造普及活動（合計18件・26,200千円）

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）
アジアネットワークビヨンドデザイン2010横浜展 アジアネットワークビヨンドデザイン協会（北

海道）
1,500

雨引の里と彫刻　2011 雨引の里と彫刻実行委員会（茨城県） 3,000

落石計画　第3期　井出創太郎＋高浜利也　版／対話空間　展 落石計画実行委員会（東京都） 800

北本トライアングル－雑木林と川とまち in 北本ビタミン2010　秋 キタミン・ラボ舎（埼玉県） 2,100

光の現代美術展「時空　Between time and space」 銀座芸術研究所（東京都） 1,800

ヒロシマ　アート　ドキュメント　2010 CREATIVE UNION HIROSHIMA（広島県） 1,000

ゼロダテ／大館展2010展「市民芸術活動の軸線策定、及び持続的なロー
カルネットワークの構築」

ゼロダテ／大館展実行委員会（秋田県） 1,100

街じゅうアート　in　北九州　2010　－産芸ものがたり・後編－ 特定非営利活動法人　創を考える会・北九州
（福岡県）

2,900

ドメスティックアートプロジェクト四方山荘2010 ドメスティックアートプロジェクト四方山荘実
行委員会（茨城県）

900

第33回 日本の象牙彫刻展 日本象牙彫刻会（東京都） 400

KYOTO版画2010「日本・ポーランド国際版画展」 版画京都展実行委員会（京都府） 1,600

伝統と革新 － イタリア・日本現代版画展（東京・群馬展） プリントザウルス国際版画交流協会（千葉県） 900

第9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
（長野県）

200

Regreen Arts! 2010 リグリーンアーツ実行委員会（東京都） 900

WATARASE Art Project 2010 WAP実行委員会（東京都） 1,400

The 13th UNDERWATER EXHIBITION AQUART IN AMAMI ISLAND 2010 アクアート実行委員会（京都府） 1,900

GAW展パート7　in　西脇 GAW展実行委員会（東京都） 3,000

版画の色－リトグラフ press実行委員会（埼玉県） 800
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多分野共同等芸術創造活動（合計22件・25,000千円）

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）
le Parfum de Furtur vol.8　「メシアンとその影響」 飯野　明日香（東京都） 200

大井浩明　Portraits of Composers (POC) ＃１～＃５ 大井　浩明（東京都） 600

サウンドスペースエクスペリメント 加藤　訓子（神奈川県） 1,600

eX.（エクスドット）22年度公演 川島  素晴（東京都） 900

吉原すみれパーカッションりさいたる2010 吉原　すみれ（東京都） 600

邦楽展22　箏コレクション Today　二重の色彩 吉村七重筝研究所（東京都） 300

Ｓ２０新作公演「ｅｌａｓｔｉｃ　ｓｏｌｉｄ（伸縮性のある立体）」 Ｓ２０（東京都） 1,800

WHenever Whenever Festival 2010 Body Arts Laboratory（東京都） 1,200

京劇　「孫悟空 VS 孫悟空」 新潮劇院（東京都） 600

ミズノオト・シアターカンパニー公演　「アンセックス・ミー・ヒ
ア？」

ミズノオト・シアターカンパニー（東京都） 1,100

歌・箏・三絃による〈言の庭〉　鈴木真為演奏会　第二回 鈴木　真為（東京都） 500

尺八　－過去・現在・未来－ 三好　芫山（京都府） 700

アンサンブル・ゾネ　ダンス公演　「Still moving　溶けていく静寂」 アンサンブル・ゾネ（兵庫県） 1,300

サマー・アート・スクール＆パフォーマンス2010 クリエイティブ・アート実行委員会（東京都） 1,700

Theatre Project Si:　舞台上の東西文化融合：『マクベス』 Theatre Project Si（東京都） 1,800

ICANOF　第10回企画展『飢餓の国・飢餓村・字（あざ）飢餓の木展（略
称KIGA展）』

市民アートサポート　ICANOF（青森県） 1,100

循環プロジェクト　日韓美術交流展（仮） 特定非営利活動法人　ダンスボックス（兵庫
県）

1,300

日韓アートリレー２０１０ die pratze（東京都） 1,300

「声の力・言葉の力ー伝統と現代」 社団法人　銕仙会（東京都） 1,000

「true/本当のこと」京都公演 true実行委員会（東京都） 1,400

第17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10) 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）

1,800

朝倉摂パノラマ展 特定非営利活動法人　BankART1929（神奈川
県）

2,200
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国内映画祭（合計33件・157,600千円）

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）
アース・ビジョン 第19回地球環境映像祭 アース・ビジョン組織委員会(東京都） 1,900

あいち国際女性映画祭 2010 財団法人　あいち男女共同参画財団（愛知県） 5,500

第20回あきた十文字映画祭 あきた十文字映画祭実行委員会（秋田県） 700

アジアフォーカス・福岡国際映画祭２０１０ アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会
（福岡県）

13,000

イメージフォーラム・フェスティバル2010 イメージフォーラム（東京都） 1,600

大阪アジアン映画祭 2011 大阪アジアン映画祭実行委員会（大阪府） 6,000

第１７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２０１０ かなざわ映画の会（石川県） 1,800

第16回 KAWASAKI しんゆり映画祭2010 特定非営利活動法人　ＫＡＷＡＳＡＫＩアーツ
（神奈川県）

2,200

第３２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） 500

京都文化祭典’１０～ＫＹＯＴＯ　ＡＲＴ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ～　第７
回 京都映画祭

京都映画祭実行委員会（京都府） 8,500

18th Kodomotachino Kinder Film Festival Tokyo 一般社団法人　キンダー・フィルム（東京都） 2,500

第１６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

ＣＯ２映画上映展　第7回フィルムエキシビション　in ＯＳＡＫＡ （第
7回シネアスト・オーガニゼーション・大阪エキシビション）

シネアスト・オーガニゼーション・大阪エキシ
ビション実行委員会（大阪府）

1,000

ドキュメンタリー・ドリーム・ショー　ヤマガタ in 東京 2010 シネマトリックス（東京都） 3,000

第１４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） 1,300

しまね映画祭２０１０ しまね映画祭実行委員会（島根県） 2,800

ショートピース！仙台短篇映画祭 2010 仙台短篇映画祭実行委員会（宮城県） 700

第13回京都国際学生映画祭 財団法人　大学コンソーシアム京都（京都府） 1,300

第２０回映画祭　ＴＡＭＡ　ＣＩＮＥＭＡ　ＦＯＲＵＭ ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会（東京都） 1,900

第19回東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭 東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭運営委員会
（東京都）

5,500

第11回東京フィルメックス／TOKYO FILMeX 2010 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）

21,000

なら国際映画祭　2010 特定非営利活動法人　なら国際映画祭実行委員
会（奈良県）

3,000

2010　東京・中国映画週間 日中友好映画祭実行委員会（東京都） 4,000

第２３回東京国際映画祭 財団法人　日本映像国際振興協会（東京都） 47,500

第16回函館港イルミナシオン映画祭 2010 函館港イルミナシオン映画祭実行委員会（北海
道）

1,100

第９回はままつ映画祭２０１０ はままつ映画祭実行委員会（静岡県） 600

第３２回ぴあフィルムフェスティバル ぴあ　株式会社（東京都） 3,500

第１３回広島国際アニメーションフェスティバル 広島国際アニメーションフェスティバル実行委
員会（広島県）

6,500

第16回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会（宮崎県） 200

もりおか映画祭 2010 もりおか映画祭実行委員会（岩手県） 1,500

第35回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会（大分県） 1,700

第１３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）

900
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日本映画上映活動（合計13件・6,100千円）

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）
「アンを探して」上映と宮平貴子監督のトーク 映画センター全国連絡会議（東京都） 1,000

親と子の映画フェスティバル 親と子の映画鑑賞会（香川県） 600

『嗚呼　満蒙開拓団』 上映会 神戸映画サークル協議会（兵庫県） 100

第2回神戸ドキュメンタリー映画祭 神戸プラネット（兵庫県） 400

『河童のクゥと夏休み』上映会＆原恵一監督群馬初トークショー ＫＯＳプロジェクト（群馬県） 200

『井川徳道の映画美術』出版記念　美術監督　井川徳道の世界 特定非営利活動法人　コミュニティシネマ大阪
（大阪府）

400

煌めく日本映画の女優たち vol.3 シネ・ピピア企画運営委員会（兵庫県） 400

スクリーンに描かれた街　仙台 財団法人　仙台市市民文化事業団（宮城県） 200

追悼特集　名優・森繁久弥の世界 日本映画大回顧展上映実行委員会（大阪府） 900

第５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

村川透　監督特集 財団法人　山口市文化振興財団（山口県） 600

戦後65周年記念特集　～日本とアジアの戦争の記録映画上映と戦場体験
者の声を聴く～（仮題）

株式会社　ユニモト（東京都） 200

第６回大阪ミナミ映画祭 大阪ミナミ映画祭実行委員会（大阪府） 700
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〔地域文化関係の活動〕

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演活動（合計133件・170,000千円）

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40周年記念　日本舞踊家集団「弧の会」函館公演 財団法人　函館市文化・スポーツ振興財団(函館市

民会館)
400

〃 創作ミュージカル「夢をおいかける瞳」 特定非営利活動法人　深川市舞台芸術交流協会(深
川市文化交流ホールみ・らい)

900

青森県 第2回　ふれあいジャンボリー 特定非営利活動法人　婆娑羅凡人舎(青森市中世の
館)

300

岩手県 ピエール・ダミアーノ・ペレッティ　パイプオルガン・リ
サイタル

財団法人　盛岡市文化振興事業団(盛岡市民文化
ホール)

200

〃 開館20周年記念　白石加代子「百物語」　～第27夜「銀河
鉄道の夜」

財団法人　盛岡市文化振興事業団(盛岡劇場) 600

〃 仙台フィルハーモニー管弦楽団「胆沢公演」 特定非営利活動法人　胆沢文化会館自主事業協会
(胆沢文化創造センター)

1,500

宮城県 七ヶ浜国際村パフォーマンスカンパニーＮａＮａ5931　第
9回公演

七ヶ浜町(七ヶ浜国際村ホール) 1,100

〃 大和町町制施行55周年　第4回町民ミュージカル 大和町(大和町ふれあい文化創造センター) 900

山形県 開館10周年記念事業　森麻季×中村紘子×飯森範親×山形
交響楽団　演奏会

山形市(山形テルサ) 1,700

〃 よねざわ市民ミュージカル よねざわ市民ミュージカル実行委員会(置賜文化
ホール)

3,000

福島県 「まほら」ニューイヤーコンサート2011　映画音楽の旅 三春町教育委員会(三春町・三春交流館「まほら
ホール」)

500

栃木県 第24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

〃 トリオ・ラ・プラージュ with フレンズのファンタスティ
ク・コンサート

財団法人　那須野が原文化振興財団(那須野が原
ハーモニーホール)

100

群馬県 きりふ寄席 財団法人　桐生市市民文化事業団(桐生市市民文化
会館)

200

〃 オペラ「カルメン」 財団法人　大泉町スポーツ文化振興事業団(大泉町
文化むら)

1,100

〃 おおたアカデミーオーケストラ演奏会 財団法人　太田市文化スポーツ振興財団(太田市新
田文化会館)

400

埼玉県 「ビックバンドで遊ぼう！！」 財団法人　さいたま市文化振興事業団　(さいたま
市民会館いわつき)

200

〃 夢の共演！高橋多佳子とヤングピアニスト 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イースト)

300

〃 さいたま・スーパーシニアバンド　第3回定期公演 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)

1,000

〃 子供のためのシェイクスピアカンパニー　『お気に召すま
ま』

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

〃 新作舞台芸術「うずら」〈童謡、演劇そしてオペラの融
合〉

財団法人　和光市文化振興公社(和光市民文化セン
ター)

6,000

〃 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

財団法人　埼玉県芸術文化振興財団(熊谷会館) 1,900

〃 埼玉会館ファミリーコンサート　宮川彬良＆アンサンブ
ル・ベガ

財団法人　埼玉県芸術文化振興財団(埼玉会館) 700

千葉県 親子 de オペラ鑑賞デビュー 財団法人　千葉県文化振興財団(千葉県文化会館) 100

〃 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)

1,100

〃 大友直人が贈る親子で楽しむオーケストラコンサート ケイミックス・東京舞台照明・文化放送開発セン
ター共同事業体：指定管理者(千葉県南総文化ホー
ル)

1,300

〃 市民創作歌舞伎「歌舞伎のタノシミカタ」 アートウインド運営企業体：指定管理者(千葉市美
浜文化ホール)

1,100

〃 開館25周年記念事業　「ニューイヤー・コンサート・フェ
スティバル」

財団法人　市川市文化振興財団(市川市文化会館) 600

東京都 オペラ入門シリーズ「これがオペラだⅥ」 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)

1,100

〃 「水上能　～ 水面に浮かび上がる幽玄な世界 ～」 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」)

2,200

〃 第21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)

800

〃 沼袋竜典＆トウキョウ・モーツァルトプレイヤーズ　第54
回　モーツアルト『フィガロの結婚』

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)

1,400

〃 クラシックフェスティバル「親子で一緒に！！ズーラシア
ンブラス with 東京室内管弦楽団」

ジェイコム・野村ビルマネジメント指定管理者共
同事業体：指定管理者(もみじ山文化センター「な
かのZERO」)

300

〃 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)

600

〃 大田区アマチュア音楽祭2010　大田区サマー・ジャズ・
フェスタ

財団法人　大田区文化振興協会(大田区民プラザ) 300

- 16 -



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 東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会「第25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
「ティアラこうとう」)

2,800

〃 ～ 能 ～　公演「赤坂能」とワークショップ100名の
「謡・高砂」

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)

700

〃 和栗由紀生＋好善社・舞踏公演『肉体の迷宮』 株式会社　シービーシーメソッド：指定管理者(日
暮里サニーホール)

400

〃 バレエ公演「くるみ割り人形」 サントリーパブリシティサービスグループ：指定
管理者(江戸川区総合文化センター)

900

〃 武蔵野シティバレエ第25回定期公演 財団法人　武蔵野文化事業団(武蔵野市民文化会
館)

700

〃 日比谷公会堂「開設80周年記念事業」～歴史80イベント～
「あのときの感動を再び」クラシックコンサート（NHK交

日比谷公会堂開設80周年記念事業実行委員会(日比
谷公会堂)

3,500

神奈川県 井上道義の上り坂コンサートVOｌ.10 財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川県立音楽
堂)

2,300

〃 相模原ジュニア・オーケストラ 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）)

800

〃 新国立劇場バレエ団公演「しらゆき姫」 財団法人　厚木市文化振興財団(厚木市文化会館) 1,300

〃 小澤征爾音楽塾　オーケストラ＆合唱団　特別演奏会2011 サントリーパブリシティサービスグループ：指定
管理者(鎌倉芸術館)

1,000

〃 開館5周年記念市民音楽劇 逗子市(逗子文化プラザホール) 1,800

〃 オペラ宅配便シリーズⅨ　メノッティ作品集　喜劇・悲劇 財団法人　横須賀芸術文化財団(横須賀芸術劇場) 400

〃 第4回　久良岐まつり 株式会社 シグマコミュニケーションズ：指定管理
者(久良岐能舞台)

200

〃 テーマ型コンサートシリーズVol.8「BAY SIDE MARIMBA！
南米からのメッセージ」

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)

400

〃 「能・狂言に潜む中世人の精神世界」 公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜能楽
堂)

2,600

〃 旭区民文化センター開館20周年記念事業「旭区民ミュージ
カル」

公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜市旭
区民文化センター)

1,800

〃 杉田劇場開館6周年記念　世界とつなぐ杉劇フレンドシッ
プコンサート

公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜市磯
子区民文化センター)

1,100

〃 Red Brick Contemporary Dance File 横浜ダンスコレク
ションR受賞者プロジェクトWS→STAGE

公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜赤レ
ンガ倉庫1号館ホール)

500

新潟県 ジェンキンス「平和への道程」 財団法人　長岡市芸術文化振興財団(長岡市立劇
場)

3,000

〃 こどものためのバレエ劇場　新国立劇場バレエ団「しらゆ
き姫」

財団法人　新潟県文化振興財団(新潟県民会館) 2,000

〃 こどものためのバレエ劇場　新国立劇場バレエ団「しらゆ
き姫」

株式会社　ＮＫＳコーポレーション：指定管理者
(見附市文化ホール)

2,000

富山県 バレエで綴る「美しい日本のうた」コンサート 財団法人　富山県文化振興財団(富山県新川文化
ホール)

2,300

〃 コラーレ・ドラマキッズ特別公演 財団法人　黒部市国際文化センター(黒部市国際文
化センター)

500

〃 市民ミュージカル Wish　ー チューリップ物語 ー 財団法人　砺波市文化振興会(砺波市文化会館) 1,300

〃 ダン・タイ・ソン室内楽プロジェクト 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」)

800

石川県 第1回　ジュニア・ジャズ・オーケストラJAZZ － 21定期
演奏会

金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会(金沢
市民芸術村)

300

福井県 第9回文化創造塾　虹のはしフェスタ2010「虹のマイ・
フェア・レディ in sabae」

特定非営利活動法人　Comfortさばえ(鯖江市文化
センター)

1,400

〃 シューベルトの青春　― 三人姉妹の家 ― 財団法人　越前市文化振興事業団(越前市文化セン
ター)

1,000

山梨県 「甲斐の春」文化ウィーク　～水と大地に育まれた山梨を
謳う～　交響3部作「甲斐」、合唱幻想曲「ふるさと」
特別記念演奏会

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)

400

〃 第十三回石和薪能 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)

900

〃 東西古楽の真夏の祭典　第25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 フレンドシップ　ナガノ＆ウィーン　― ウィーンと東山
魁夷 ―

財団法人　長野県文化振興事業団
（※ホクト文化ホール）

1,100

〃 創作オペラ「御柱」 財団法人　岡谷市振興公社(岡谷市文化会館カラノ
ホール)

3,500

〃 演劇公演「ウル・ファスト2010」 株式会社　地域文化創造(茅野市民館) 2,900

〃 第36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) 1,600

静岡県 オペラ「トゥリーモニシャ」 袋井市文化協会グループ(袋井市月見の里学遊館) 2,200
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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）
愛知県 オリジナルミュージカル 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)
5,500

〃 「水のいのちコンサート　～ 愛知県合唱連盟と名フィル
が織りなす“いのち”のメロディー」

財団法人　名古屋市文化振興事業団（※中京大学
文化市民会館）

800

〃 創作ミュージカル　森に生かされて　豊田公演 「森に生かされて」豊田公演実行委員会(豊田市民
文化会館)

300

三重県 四日市市民オペラ誕生20年記念　第8回四日市市民オペラ
「アイーダ」

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)

2,800

〃 第5回　市民のためオーケストラコンサート「第九演奏
会」

熊野市民会館 700

〃 トリプル3演劇『ワリカン』ネットワーク　三重県公演
「擦刻（ラグタイム）」

財団法人　三重県文化振興事業団(三重県文化会館
)

2,000

滋賀県 さざなみ狂言会 株式会社　ピーエーシーウエスト：指定管理者(大
津市伝統芸能会館)

200

〃 OUTSIDER　LIVE「身体と社会」 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)

400

京都府 ALTI　BUYOH　FESTIVAL　Selections 財団法人　京都文化財団(京都府立府民ホール”ア
ルティ”)

900

〃 演劇ビギナーズユニット2010 財団法人　京都市ユースサービス協会(京都市東山
青少年活動センター)

200

〃 「まいっ子」ミュージカル特別公演　『オズの魔法使いと
夢の国』

財団法人　舞鶴市文化事業団(舞鶴市総合文化会
館)

400

大阪府 名無しのエリーゼ 有限責任事業組合　アートサポート：指定管理者
(大阪市立芸術創造館)

800

〃 市制70周年・開館25周年記念　SHOW劇場VOL.5　DIVE＆メ
イシアター合同プロデュース「OSAKAマクベス」

財団法人　吹田市文化振興事業団(吹田市文化会
館)

1,400

〃 コスモスオリジナルミュージカル「Stand　by　Me　from
KAIZUKA　Vol.4」

財団法人　貝塚市文化振興事業団(貝塚市民文化会
館)

500

〃 大阪シンフォニカー交響楽団　名曲ア・ラ・カルト 財団法人　泉佐野市文化振興財団(泉佐野市立文化
会館「森の泉ホール」)

1,000

〃 第12回河内長野マイタウンオペラ　不朽の名作シリーズ
vol.2「蝶々夫人」

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)

4,000

〃 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「ゆめニティプラザ」)

400

〃 第25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)

1,300

〃 東京ブラススタイル「アニソン☆ブラスタ2010」 株式会社　ハートス：指定管理者(たかいし市民文
化会館)

400

〃 市制40周年事業ラストサマーコンサート 四條畷市(四條畷市市民総合センター) 300

兵庫県 グラインダーマン×KAVC　パフォーマンス公演「MUSTANG
MONO　in　KAVC」

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)

1,600

〃 第25回　伊丹市民オペラ定期公演「アイーダ」 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」)

2,900

〃 永楽館大歌舞伎 豊岡市(豊岡市立出石永楽館) 4,500

〃 能楽の祖　秦河勝つれづれ　～梅原猛と漂着終焉地伝承～ 財団法人　赤穂市文化振興財団(赤穂市文化会館) 1,700

〃 開館30周年記念「オペラ・ハイライト＆講談コンサート」 財団法人　宝塚市文化振興財団(宝塚市立文化施設
ベガ・ホール)

400

〃 たからづか能　～芸能古今東西シリーズ～ 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)

400

〃 みき演劇セミナー　第十五発　「わがまちシリーズ第8
弾」

財団法人　三木市文化振興財団(三木市文化会館) 800

〃 第19回みつなかオペラ　G.ドニゼッティ＜オペラ・セリア
＞シリーズ～そしてヴェルディに至る非歌劇の世界～Ⅰ

ダ

財団法人　川西市文化財団(川西市みつなかホー
ル)

5,000

〃 市民演劇　三田交響曲「夏ざくら2010」 ジェイコム・グループ：指定管理者(三田市総合文
化センター)

1,700

〃 「伝統芸能とブラスの出会い」 財団法人　山崎文化振興財団(宍粟市山崎文化会
館)

400

奈良県 劇団いかるが第十二回公演　斑鳩物語パート12『二体の仁
王像』～法隆寺中門の仁王像と東大寺大門の仁王像～

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

〃 平城遷都1300年祭記念　なら燈火会プロムナードコンサー
ト2010

奈良県文化会館 1,100

鳥取県 第24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)

1,200

島根県 第19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

岡山県 ミュージカル「王様と私」 財団法人　岡山シンフォニーホール(岡山シンフォ
ニーホール)

700

広島県 30周年記念広島市新人演奏会 財団法人　広島市文化財団(広島市東区民文化セン
ター)

200

〃 演劇引力廣島　第8回　プロデュース公演 財団法人　広島市文化財団(広島市文化創造セン
ター「アステールプラザ」)

2,300
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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）
広島県 ミュージックシアターASAKITA　第16回公演 財団法人　広島市文化財団(広島市安佐北区民文化

センター)
500

〃 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)

100

〃 ポポロの広響コンサート「肩のこらないクラシックのヒッ
ト曲Ⅱ」～スポーツ・クラシック集！～

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」)

700

山口県 世界のトップアーティストによる地域のためのコンサート
アンサンブル・ウィーン

サントリーパブリシティサービス株式会社：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」)

700

〃 第10回防府音楽祭「未来への第九」 財団法人　防府市文化振興財団(防府市公会堂) 1,900

徳島県 第13回阿波人形浄瑠璃芝居フェスティバル 財団法人　徳島県文化振興財団
（※あわぎんホール）

1,400

〃 和太鼓の競演【鴨島鳳翔太鼓と佐渡の鼓童太鼓の競演】 株式会社　松島組：指定管理者
(吉野川市鴨島公民館)

400

愛媛県 愛媛オペラ2010 愛媛オペラ2010実行委員会
（※ひめぎんホール）

9,000

〃 内子座文楽公演 内子座文楽公演実行委員会(内子座) 2,400

高知県 クリエイション’10　カンパニーデラシネラ新作公演「水
の中」

財団法人　高知県文化財団(高知県立美術館ホー
ル)

2,900

福岡県 伝統芸能フェステバル 財団法人　アクロス福岡(アクロス福岡「福岡県国
際文化情報センター」)

600

〃 ウィークエンド夜能 株式会社　西日本新聞イベントサービス：指定管
理者(大濠公園能楽堂)

500

〃 響ホールフェスティヴァル2010 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

佐賀県 第3回九州交響楽団鳥栖定期演奏会 鳥栖市教育委員会(鳥栖市民文化会館) 1,000

長崎県 OMURA室内合奏団第11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 狂言の世界 九州総合サービス株式会社：指定管理者(菊池市文
化会館　)

400

〃 「エルマーのぼうけん」 合志市(合志市文化会館) 400

〃 宇城市民創作ミュージカル『不知火』 株式会社　オカムラ：指定管理者(宇城市総合体育
文化センターウイングまつばせ「宇城市松橋文化
ホール」)

1,500

大分県 人間国宝～その心と技～　第四回　山勢松韻 財団法人　大分県文化スポーツ振興財団
（※iichiko総合文化センター）

800

〃 「久留島武彦」顕彰記念・第46回九州人形劇フェステバル 玖珠町(くすまちメルサンホール) 200

宮崎県 のべおか市民オペラ　オペラガラコンサート 財団法人　延岡総合文化センター(延岡総合文化セ
ンター)

900

鹿児島県 平成22年度宝山ホール自主文化事業　「県民による創作演
劇」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「宝山ホール」)

2,700

〃 鹿児島音楽フェステバル「みやまの森の響き」 財団法人　鹿児島県文化振興財団(霧島国際音楽
ホール「みやまコンセール」)

1,200

〃 開館10周年記念事業 町民ミュージカル『大山町有林物
語』

知名町(おきえらぶ文化ホール「あしびの郷・ち
な」)

1,000

〃 かのや第九演奏会 株式会社　ＭＢＣサンステージ：指定管理者(鹿屋
市文化会館)

700

（注）※は、施設命名権（ネーミングライツ）によるもの。
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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85件・169,800千円）

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 北方神獣－北辺の森に棲む気高き獣たち－ 財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌芸術の森美術

館)
2,900

〃 滝川市開村120年記念 とちぎ蔵の街美術館コレクション
「レオナルド・ダ・ヴィンチ　－科学への探求－」展

滝川市教育委員会(滝川市美術自然史館) 900

〃 「木彫の新世紀へ－1980年代から現在まで」展 北海道立近代美術館 1,400

〃 ハコダテお宝コレクション 北海道立函館美術館 500

〃 旅のイメージ 北海道立帯広美術館 500

宮城県 長谷川 潾二郎展 宮城県美術館 900

〃 特別史跡多賀城跡調査50周年記念特別展　「古代多賀城と
律令国家」

東北歴史博物館 1,900

〃 せんだいメディアテークの10年　メディアサーカス－い
ま、障碍（バリア）とは何か

財団法人　仙台市市民文化事業団(せんだいメディ
アテーク)

6,500

〃 第5回1000の小箱展 特定非営利活動法人　オープンハート・あったか
(大崎市感覚ミュージアム)

200

山形県 共同企画展「縄文のキセキ」 山形県立博物館 600

福島県 アートの人間力 福島県立美術館 3,000

茨城県 開館10周年記念　人間国宝　その技術のルーツ展 茨城県陶芸美術館 2,700

〃 特別展「頼重と光圀－兄弟の絆－」 財団法人　茨城県教育財団(茨城県立歴史館) 2,600

〃 「開館30周年記念　板谷波山と郷里・下館」展 財団法人　波山先生記念会(板谷波山記念館) 1,100

〃 石元泰博展 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)

3,500

栃木県 「益子と出会って90年　堀尾幹雄コレクション　濱田庄
司」展

栃木県立美術館 4,000

群馬県 「美術作品ができるまで」展 群馬県立館林美術館 2,700

埼玉県 企画展「埼玉の現代美術/ニュー・ヴィジョン・サイタマ
4」

埼玉県立近代美術館 2,200

千葉県 企画展「不破章展」 千葉県立美術館 1,900

〃 武と華やぎの装い 千葉県立中央博物館(千葉県立中央博物館大多喜城
分館)

1,200

〃 特別展　田中一村　新たなる全貌 財団法人　千葉市教育振興財団(千葉市美術館) 5,000

東京都 救いのほとけ　－観音と地蔵－ 町田市(町田市立国際版画美術館) 2,900

〃 世田谷文学館開館15周年記念「みんなのサザエさん」展－
サザエさんにみる昭和の時代－

財団法人　せたがや文化財団(世田谷文学館) 1,800

〃 開館25周年記念「大沢三之助・昌助親子展－建築と絵画－
継承する創造」

練馬区立美術館 1,800

〃 ラヴズ・ボディ2　エイズと写真 財団法人　東京都歴史文化財団(東京都写真美術
館)

3,500

〃 誇り高きデザイン　鍋島 公益財団法人　サントリー芸術財団(サントリー美
術館)

1,900

〃 ある造形家の足跡：佐藤　忠良展 財団法人　せたがや文化財団(世田谷美術館) 4,500

〃 紅心　小堀宗慶展　－創作と審美眼の世界－ 財団法人　目黒区芸術文化振興財団(目黒区美術
館)

2,500

〃 小平市平櫛田中彫刻美術館特別展　「岡倉天心と日本彫刻
会」

小平市教育委員会(小平市平櫛田中彫刻美術館) 2,200

神奈川県 特別展「運慶と鎌倉密教」 神奈川県(神奈川県立金沢文庫) 1,100

〃 「華麗なる反骨－鴨居羊子と時代を読む」展 川崎市(川崎市岡本太郎美術館) 1,700

〃 赤瀬川原平がえらぶ　横浜市所蔵カメラ・写真コレクショ
ン＋路上写真展

公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜市民
ギャラリーあざみ野)

2,400

新潟県 「増田洋美　PLAY THE GLASS」展 新潟市新津美術館 2,100

富山県 ヤノベケンジ展 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)

700

石川県 加越能美術の名作展Ⅰ－古美術を中心に－ 石川県立美術館 1,800

〃 高嶺格　土嚢ヴィレッジ・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) 2,800

〃 長谷川等伯没後400年記念事業・開館15周年記念　等伯を
めぐる画家たち

財団法人　七尾美術館(石川県七尾美術館) 1,900
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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）
長野県 民藝のこころ　新たなる創造へ－型絵染・三代澤本寿生誕

101年展　松本が松本のスタイルです　vol.7
松本市(松本市美術館) 3,500

〃 人間国宝宮入行平とその高弟たち 坂城町(坂城町鉄の展示館) 200

〃 藤森照信展 株式会社　地域文化創造：指定管理者(茅野市美術
館)

1,800

岐阜県 郡上八幡樂藝館　開館10周年記念事業　「郡上の生んだ美
と文化展」

郡上八幡樂藝館 400

〃 特別展「カラー：やきものと色の密かな関係」 岐阜県現代陶芸美術館 1,000

静岡県 奥谷博の世界展 財団法人　池田20世紀美術館(池田20世紀美術館) 1,600

〃 特別展「建穂寺の仏像」 財団法人　清水港湾博物館(清水港湾博物館) 600

愛知県 明治の人間国宝　－帝室技芸員の美と技　清風與平・宮川
香山から板谷波山まで－

愛知県(愛知県陶磁資料館) 4,000

〃 宇野亜喜良展 刈谷市美術館 5,000

〃 高田博厚展　－人の内にあるもの－ 稲沢市荻須記念美術館 1,500

〃 「21世紀の国際陶芸・ガラス　－瀬戸のアーティスト・イ
ン・レジデンス10年－」展

財団法人　瀬戸市文化振興財団(瀬戸市美術館) 800

〃 森村泰昌展 豊田市(豊田市美術館) 2,100

〃 ○○さんを探せ！ 財団法人　かすがい市民文化財団(文化フォーラム
春日井・ギャラリー)

400

三重県 斎宮歴史博物館特別展「斎院と斎宮」 斎宮歴史博物館 1,200

〃 浅田政志展 三重県立美術館 2,900

〃 企画展　江戸の文様　萬古の色 四日市市立博物館 900

滋賀県 絵本・そのやさしい魔法･･･片山健の世界展 財団法人　滋賀県文化振興事業団(しが県民芸術創
造館)

400

京都府 日韓併合から100年「写真絵はがき」の中の朝鮮民俗～100
年前への時空の旅1900－1945～

財団法人　高麗美術館(高麗美術館) 1,200

〃 琳派展ⅩⅢ　江戸琳派と江戸絵画展－板橋区立美術館×細
見美術館－

財団法人　細見美術財団(細見美術館) 200

兵庫県 京画壇を花さかす－鶴澤派を中心に 兵庫県立歴史博物館 1,800

〃 特別展「古家新とゆかりの画家たち」 神戸市立小磯記念美術館 2,600

〃 伊丹市制70周年記念特別展　「鬼貫－伊丹が生んだ孤高の
俳人－」

財団法人　柿衞文庫(柿衞文庫) 1,500

〃 開館35周年記念事業　美術の動物園 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)

1,700

大阪府 「SHINCHIKA（シンチカ）」展 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)

900

岡山県 特別展「織　山本和子のしごと展」 財団法人　倉敷民藝館(倉敷民藝館) 100

〃 川埜龍三展 笠岡市立竹喬美術館 1,100

〃 備中漆の美展 財団法人　成羽町美術振興財団(高梁市成羽美術
館)

1,300

広島県 「広島・古代史発掘－安芸・備後の成立へ－」展 広島県立歴史博物館 900

〃 平成22年度秋の特別企画展「祭礼に舞う－広島・伝統の舞
－」

広島県立歴史民俗資料館 1,100

山口県 「吉村芳生の世界」展 山口県立美術館 3,000

徳島県 濱谷明夫藍染造形展 徳島県立近代美術館 1,200

〃 特別展「蜂須賀三代　正勝・家政・至鎮　－阿波の歴史と
美術－」

徳島市立徳島城博物館 1,500

香川県 千住博展 香川県立東山魁夷せとうち美術館 1,700

〃 高松コンテンポラリーアート・アニュアル　vol.01 高松市(高松市美術館) 2,200

〃 キュピキュピ展 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)

5,000

高知県 ピーターラビットの世界展 財団法人　高知県文化財団(高知県立文学館) 1,700

〃 ユーリー・ノルシュテイン展 財団法人　高知県文化財団(高知県立美術館) 2,000
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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 特別企画展「現代中国の美術」展 福岡アジア美術館 3,000

〃 木綿の華・筒描展 福岡市美術館 1,500

〃 筑豊アートシーン2010 財団法人　直方文化青少年協会(直方谷尾美術館) 200

佐賀県 開館30周年記念特別企画　珠玉の九州陶磁展 佐賀県立九州陶磁文化館 1,700

長崎県 長澤英俊展　オーロラの向かう所 財団法人　長崎ミュージアム振興財団(長崎県美術
館)

6,500

〃 岩崎弥太郎と三菱コレクション 株式会社　乃村工藝社：指定管理者(長崎歴史文化
博物館)

2,100

熊本県 祝祭のテキスタイル　－江戸から現代へ 財団法人　熊本市美術文化振興財団(熊本市現代美
術館)

4,000

大分県 宇治山哲平・糸園和三郎賛歌 大分県立芸術会館 600

鹿児島県 「福田美蘭」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)

2,200

〃 第9回「風の芸術展」トリエンナーレまくらざき 枕崎市(枕崎市文化資料センター南溟館) 2,900

沖縄県 近・現代日本漆の美展 浦添市美術館 2,300
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アマチュア等の文化団体活動（合計153件・119,000千円）

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 第24回北海道演劇祭（江別からのはばたき） 北海道演劇集団 500

〃 創立25周年記念　コンサート30 札幌アカデミー合唱団 1,500

〃 平成22年度　函館市民オペラ　第19回公演　ヴェルディ作曲
「リゴレット」全3幕

函館市民オペラの会 500

〃 人形劇フェスティバル2011年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 600

〃 第5回道民・オーケストラワークショップ 第5回道民・オーケストラワークショップ実行
委員会

600

〃 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　北海道アイヌ協会 400

〃 平成22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

〃 ZAWAORLD Ⅱ 岩見沢アートホリディ実行委員会 400

青森県 第40回記念公演　歌劇「椿姫」 弘前オペラ 1,900

〃 創立25周年記念演奏会 弘前バッハアンサンブル 1,300

〃 第30回記念定期演奏会 青森ジュニアオーケストラ 400

宮城県 登米市誕生5周年記念事業　劇団ドリーム☆キッズ第8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」

500

〃 「柳萌えて 2010」演劇公演 特定非営利活動法人　劇団仙台小劇場 200

〃 インクルーシブダンス普及のための日英相互交流事業第Ⅲ期 特定非営利活動法人　みやぎダンス 1,400

〃 白石城開門15周年記念　碧水園特別公演　能・狂言鑑賞会
蝋燭能『葵上』

白石市伝統芸能振興会 700

〃 せんだいアートフェスティバル2010 ー SHINGEN 新現美術協会 800

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33回定期演奏会 秋田青少年オーケストラ 200

〃 DANCE UNIVERSE vol.7 DANCE　UNIVERSE 1,000

山形県 これが語りだ!!　～ 東北からの回帰 ～ 表現舎刻一刻 200

〃 第5回　いのちのコンサート　～ 森と水そして月光のしらべ
～

「森と水そして月光のしらべ」実行委員会 400

〃 第37回定期演奏会（山形・東京公演） 合唱団じゃがいも 1,100

福島県 第55回記念定期演奏会 福島市民オーケストラ 400

〃 創立20周年記念公演　ミュージカル「ポリアンナ物語」 劇団はんぷてぃ・だんぷてぃ 400

茨城県 「ひたち市民オペラによるまちづくりの会」発足15周年記念
第3回『OPERA　NOSTRA』公演　歌劇「道化師」全2幕

ひたちオペラ合唱団 1,300

栃木県 第11回公演　喜歌劇「メリーウィドウ」（全3幕） くろいそオペラをつくる会 1,400

〃 創立20周年記念公演　プッチーニ作曲　オペラ『三部作』よ
り「修道女アンジェリカ」「ジャンニ・スキッキ」

OYAMAオペラアンサンブル 1,600

群馬県 コンサート IN 新町パートＸ公演「歌劇を歌おう」 新町歌劇団 300

〃 ファビアン・プリオヴィユ＆バレエノア 特定非営利活動法人　Ballet Noah 1,100

〃 創立30周年記念コンサート 松の実コ－ラス 100

埼玉県 創立35周年記念　第30回定期演奏会 所沢マンドリンクラブ 200

〃 25周年記念演奏会 Choeur Vent Vert　― クール・ヴァン・
ヴェール ―

300

千葉県 「千葉県音楽祭」 千葉県音楽振興協議会 300

〃 第5回公演「女の一生～水木洋子ワールド！～」 いちかわ市民ミュージカル実行委員会 2,500

〃 荷風幻像 ～ 老愁は葉の如く ～ 墨東編 「永井荷風」上演委員会 700

〃 千葉県民芸術祭参加　第36回現代バレエ合同公演 千葉県芸術舞踊協会 1,000

〃 第13回我孫子国際野外美術展 我孫子野外美術展実行委員会 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）
東京都 例大祭公演 「新富座こども歌舞伎」の会 600

〃 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 900

〃 第3回　日本＆英国国際交流公演 ジャパン・インターナショナル・ユース・バレ
エ

800

〃 創立25周年記念演奏会 東京バロック合唱団 800

〃 三宅島演奏会（三宅島帰島開始5周年記念行事） 都民交響楽団 900

〃 第212回演奏会 新交響楽団 900

神奈川県 創立50周年記念公演 茅ヶ崎市文化団体協議会 600

〃 劇団ひこばえ10周年記念公演「KIZUNA」 地域演劇教育集団「劇団ひこばえ」 300

〃 高校生のための芝居塾 神奈川県演劇連盟 400

〃 創立60周年記念　第60回定期演奏会 湘南コール・グリューン 300

〃 遊行かぶき連続15周年記念公演「さんせう太夫」 遊行舎 500

〃 第36回　人形浄瑠璃自主公演 あつぎ　ひがし座 200

〃 2010鶴見区民ミュージカル「鶴見線が走る街」 鶴見区民ミュージカル実行委員会 500

〃 鎌倉古楽祭　vol.9「囃子楽から新即興楽へ」 地球音楽園 300

〃 港北区民ミュージカルVOL.8「Flambe ～ フランベ ～」 港北区民ミュージカル実行委員会 700

〃 森＋まちアートランド GROUP創造と森の声 200

新潟県 第7回里山アート展 コスモ夢舞台実行委員会 600

〃 新南魚沼市生誕5周年　うおぬまLirica　オペラフェニックス
コンサート

オペラ合唱団“うおぬまLirica”実行委員会 600

富山県 第20回記念ヘリオス音楽祭 ヘリオス音楽祭実行委員会 600

〃 第6回富山国際現代美術展　2010ART/X/TOYAMA in 魚津 富山国際現代美術展実行委員会 700

石川県 10周年記念公演「チェリーハイツへようこそ」 劇団ドリームチョップ 200

〃 北陸男声合唱祭2010 in 金沢　コンサート 男声合唱団金沢メンネルコール 300

〃 第9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 600

〃 「オーケストラと少年少女・子供の歌フェスティバル2010」
40周年記念特別公演

オーケストラと少年少女実行委員会 1,300

福井県 宇野重吉演劇祭 2010 宇野重吉演劇祭実行委員会 800

〃 土岡秀太郎文化運動記念　第18回国際丹南アートフェスティ
バル2010

丹南アートフェスティバル実行委員会 1,100

山梨県 第4回　八ヶ岳音楽祭 in Yamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 600

長野県 第23回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 700

〃 第30回記念飯山市民芸術祭　市民創作音楽劇「からす踊り
考」 ～ 行こう！遠いカラスの鳴く国へ ～

飯山市芸術文化協会 600

〃 第10回記念定期演奏会　～ ありがとう10周年 ～ ソノール・クラリネットアンサンブル 600

〃 NAGANO open-air THEATER 2010 特定非営利活動法人　劇空間夢幻工房 500

岐阜県 高山市・デンバー市姉妹都市提携50周年記念　高山市民吹奏
楽団＆デンバームニシパルバンド　ジョイント・フレンド
リーコンサート

高山市民吹奏楽団 700

〃 第30回記念演奏会 大垣市室内管弦楽団 500

〃 創立10周年記念　第3回定期演奏会　オペラ「カルメン」 可児市民第九合唱団 1,300

静岡県 第13回伊東温泉「薪能」、「奉納舞台」、「華舞台」 特定非営利活動法人　伊東市文化財史蹟保存会 1,500

〃 創立20周年記念公演 J.S.バッハ「マタイ受難曲」 磐田古楽協会・磐田バロックコア 900

愛知県 20周年記念演奏会 瀬戸子供太鼓　こまいぬ座 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）
愛知県 4th コンサート SKOLION 300

三重県 設立30周年総合文化祭 上野芸術文化協会 500

〃 設立15周年記念　第15回オペラ公演「こうもり」 三重オペラ協会 700

〃 第18回コンサート ヴォーカルアンサンブル《ＥＳＴ》 300

滋賀県 第14回長濱ゆう歌舞伎公演 長濱ゆう歌舞伎座 700

〃 第17回栗東演劇祭　～ 夢はここから ～ 栗東演劇祭実行委員会 200

〃 メサイア2010（第29回メサイア全曲演奏会） メサイア合唱団 600

京都府 85周年演奏会 京都混声合唱団 600

〃 第9回命輝け京都第九コンサート 特定非営利活動法人　命輝け第九コンサートの
会

600

〃 第120回勤労者音楽祭（きんおん120） 京都音楽サークル協議会 300

〃 第3回　山科醍醐こどもの創作劇 特定非営利活動法人　山科醍醐こどものひろば 500

〃 第14回きょうと＜中部＞児童青少年演劇まつり 京都児童青少年演劇協会 400

大阪府 第35回記念定期演奏会「吹奏楽と合唱の夕べ」 三木ウィンドフィルハーモニー 600

〃 劇団スタジオQ公演「記憶」 劇団スタジオQ 100

兵庫県 第30回定期演奏会 六甲フィルハーモニー管弦楽団 900

〃 夏の夜の野外神話劇 夏の夜の野外神話劇実行委員会 900

〃 森　はな　生誕100年記念公演　ミュージカル「じろはった
ん」

日本ミュージカル研究会・劇団JMA 700

〃 第30回記念定期演奏会 神戸シンフォニックバンド 500

〃 創立30周年記念第27回定期演奏会 明石混声合唱団 100

〃 ぐるっぽユーモア風オペレッタ「チャルダッシュの女王」 ぐるっぽユーモア 400

〃 第30回コンサート　NABL BIGBAND JAZZFESTIVAL 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

奈良県 35回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 1,900

〃 平城遷都1300年記念事業　創作バレエミュージカル　「大和
が舞う」

奈良国際バレエ工房 1,900

〃 25周年記念邦楽演奏会 香芝市三曲協会 200

和歌山県 鼓響祭　結　～ 絆は海をこえて ～ 天音太鼓保存会 600

〃 第25回記念　田辺第九演奏会 田辺第九の会 1,000

〃 劇団ZERO　公演 劇団ZERO 300

〃 伝統古典芸能祭 橋本狂言会 200

〃 太田城水責め 演劇集団和歌山 200

鳥取県 平成22年度公演事業オペラ「フィガロの結婚」モーツァルト
作曲　全幕・日本語公演

鳥取オペラ協会 400

島根県 第7回演奏会 なかうみ交響楽団 400

〃 むらくも座創立35周年記念　むらくも座2010・出雲歌舞伎復
活公演

出雲歌舞伎の里づくり実行委員会 2,900

〃 定期演奏会2010　ミュージカル「森はいきている」 松江プラバ少年少女合唱隊 700

岡山県 第36回定期演奏会 倉敷管弦楽団 300

広島県 第20回記念オペラ公演 ひろしま国際オペラスタジオ（HIOS） 600

〃 創立30周年記念　第18回広島ジュニアコーラス・フェミニン
コール広島定期演奏会

広島ジュニアコーラス 700

〃 第30回記念定期演奏会 東広島混声合唱団 700

- 25 -



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）
徳島県 第13回公演　ヴェルディ作曲　オペラ「仮面舞踏会」全3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 2010「かがわ第九」演奏会 香川第九実行委員会 600

愛媛県 オペラ「忘れられた少年 ー 天正遣欧少年使節」愛媛公演 オペラ「忘れられた少年」愛媛公演実行委員会 1,200

〃 創作オリジナルミュージカル　劇団25周年記念公演 劇団イリュージョン 600

〃 TNE戯曲講座優秀作品公演事業 特定非営利活動法人　シアターネットワークえ
ひめ

400

高知県 高知交響楽団・中村交響楽団合同演奏会 中村交響楽団 500

〃 第29回定期演奏会 高知フライデー・ウインド・アンサンブル 400

福岡県 筑後市民ミュージカル「彼方へ、流れの彼方へ」東京公演・
筑後公演

筑後市民ミュージカル実行委員会 3,000

〃 2010年度本公演　ミュージカル『鬼ヶ島』 劇団パワーキッズ 900

〃 創立65周年記念公演「武士の家計簿」 劇団青春座 1,300

〃 平成22年度　西日本オペラ協会公演　オペラ「愛の妙薬」 西日本オペラ協会「コンセル・ピエール」 1,400

〃 創立20周年記念・ふくおか芸術文化の祭典 福岡県文化団体連合会 1,000

〃 創立30周年記念音楽会・Brass Message 2010 特定非営利活動法人　シティーウィンズ久留米
市民吹奏楽団

900

佐賀県 第8回キッズミュージカルTOSU公演 特定非営利活動法人　鳥栖子どもミュージカル 1,600

長崎県 長崎の唄、長崎の音コンサート 長崎県音楽連盟 900

〃 第10回　定期演奏会　～ 10周年記念コンサート ～ 諫早ジュニア合唱団　育成会 300

〃 邦楽で育む日本の心　～ 筝・三絃・尺八による日本の韻 菊の会（邦楽で国際親善を進めよう会） 400

宮崎県 第30回九州・沖縄現代音楽祭・第5回東アジア国際現代音楽祭
in 大分

九州・沖縄作曲家協会 600

大分県 発足30周年記念　第27回　定期演奏会（委嘱ミュージカル
「ピノキオ」初演発表）

中津少年少女合唱団 600

〃 第2回おおいた演劇祭「合同公演」 大分演劇活性実行委員会 700

宮崎県 みやざき国際ストリート音楽祭2010 みやざき国際ストリート音楽祭実行委員会 2,100

〃 第10回　宮崎県川南町トロントロンドーム・モーツァルト祭 宮崎県川南町モーツァルト祭実行委員会 1,700

〃 盆地の音楽家シリーズ　第10回記念演奏会 都城音楽協会 900

〃 日本・台湾国際交流民族芸能公演 財団法人　日本民謡協会宮崎はまゆう支部 400

〃 芸術国際交流特別演奏会「ゲーテの詩による歌曲の夕べ」 ウィーンの会 300

〃 第44回公演「エンドゲーム」 劇団ぐるーぷ連 200

鹿児島県 特別公演　シリーズⅤ 特定非営利活動法人　鹿児島チェンバーオーケ
ストラ

1,100

〃 第20回記念　 日韓（鹿児島 ー 光州・全南）交流美術展 日韓（鹿児島 ー 光州・全南）交流美術展実行
委員会

600

〃 霧島市合併5周年記念市民参加型オリジナルミュージカル公演 はやと創造舞台 600

沖縄県 GALA CONCERT2010「ヴィカンタの夕べ」 ヴィカンタ沖縄協会 600

〃 さあ！羽ばたこう　輝く未来へ　歌は友だち　Vol.3 南風原町少年少女合唱団 400

〃 「琉球交響楽団第18回　定期演奏会」　～ 設立10周年記念コ
ンサート ～

特定非営利活動法人　沖縄音楽文化交流機構 1,500

全国 第38回全国アマチュアオーケストラフェスティバル札幌大会 社団法人　日本アマチュアオーケストラ連盟 1,500

〃 公募　第25回　日本和紙絵画展　創立25年記念展 社団法人　日本和紙絵画芸術協会 2,400

〃 ブロック大会 全国高等学校演劇協議会 3,500

〃 第30回全日本少年少女合唱祭全国大会「今治大会」 全日本少年少女合唱連盟 800

〃 第19回国際高校生選抜書展 財団法人　毎日書道会 1,800
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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）
全国 全日本川柳2010年鳥取大会 社団法人　全日本川柳協会 700

〃 2010こどもコーラス・フェスティバル in ひろしま 社団法人　全日本合唱連盟 1,700

〃 第26回日本剪画美術展　テーマ「自画像」 特定非営利活動法人　日本剪画協会 400

〃 第10回全国中学校総合文化祭　福岡大会 全国中学校文化連盟 400

〃 2010エイパ室内楽コンサート 特定非営利活動法人　日本アマチュア演奏家協
会

600

（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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〔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（合計8件・9,400千円）

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）
群馬県 重文彦部家屋敷の里山の植生に学ぶ 重要文化財彦部家住宅鳳純会 200

長野県 南木曽町妻籠宿重要伝統的建造物群保存地区「保存事業の記
録Ⅲ」作成活動

南木曽町 900

兵庫県 鶉野飛行場関係歴史遺産活用シンポジウム事業 加西市教育委員会 600

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 2,400

福岡県 「博多百年町家へようこそ！」プロジェクト ハカタ・リバイバル・プラン 300

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 500

〃 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 2,500

〃 歴史的集落・町並みの保存・活用のための普及啓発活動（第
33回全国町並みゼミ盛岡大会）

第33回全国町並みゼミ盛岡大会実行委員会 2,000

（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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民俗文化財の保存活用活動（合計23件・19,300千円）

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）
秋田県 兵庫県など5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 2,000

〃 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 200

埼玉県 第6回「雅の会・蒼天の会」公演 武州里神楽保存会 1,300

〃 重松流サミット 重松流サミット実行委員会 200

千葉県 房総の郷土芸能2010 房総の郷土芸能実行委員会 300

東京都 成増里神楽の伝承公開 成増里神楽保存会 200

神奈川県 第38回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 200

〃 平成22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 200

〃 相模人形芝居長谷座自主公演 相模人形芝居長谷座 200

新潟県 第2回　村上市伝統芸能祭　－祭りの心は和の心、和心で、つ
くる明日の村上市－

村上市伝統芸能祭実行委員会 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

静岡県 草薙神社龍勢保存会による龍勢花火の製作、製作技術伝承及
び公開

草薙神社龍勢保存会 400

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 300

三重県 一色能の開催 一色町能楽保存会 2,100

滋賀県 第20回全国地芝居サミット　全国ふるさと歌舞伎サミットin
長浜

長浜市 1,800

〃 伊吹山奉納太鼓踊りの伝承・公開 伊吹山奉納太鼓踊保存会 1,200

〃 米原曳山祭の曳山行事公開と子供歌舞伎の上演 米原曳山祭保存会 3,000

広島県 国指定重要無形民俗文化財「塩原の大山供養田植」現地公開
事業

小奴可地区芸能保存会 900

徳島県 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 500

〃 第7回　徳島城内　小屋掛公演　「阿波人形浄瑠璃芝居」 阿波人形浄瑠璃芝居小屋掛実行委員会 1,400

香川県 中山春日神社奉納歌舞伎 中山歌舞伎保存会 300

福岡県 今津人形芝居の公開 今津人形芝居保存会 600

鹿児島県 中種子町　町制施行70周年記念　郷土芸能祭 中種子町 700
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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11件・23,300千円）

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）
青森県 津軽塗技術保存伝承事業 津軽塗技術保存会 1,000

福島県 「會津 うるし物語」創作事業 特定非営利活動法人　はるなか 1,000

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 3,500

神奈川県 旧太田家住宅焼損復元技術保存伝承映像製作活動 旧太田家住宅焼損復元技術保存伝承映像製作実
行委員会

3,000

奈良県 クテ打組紐技法の継承活動－周知と伝承のための記録作成と
配布および講習会の実施

クテ打組紐技法研究会 1,700

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 800

高知県 土佐楮生産技術の継承及び後継者養成事業 土佐楮保存会 500

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 2,300

沖縄県 紅型の祖形と言われる浦添型（蒟蒻型）の調査研究・復元・
復興

古琉球紅型　浦添型（蒟蒻型）研究所 2,500

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 3,500

〃 竹筬製造技術の保存と継承（特に編筬機による筬作りと仕上
げ工程）と、そのための記録作成

日本竹筬技術保存研究会 3,500

（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」を表記している。
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