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平成２６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２６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 七 左 衞 門 ）で は 、 

芸術文化振興基金による平成２６年度の助成対象活動を決定しました。  

 芸術文化振興基金による助成事業は、基金の運用収入を財源として、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

域の文化活動などに対し助成を行うものです。  

 本年度の応募件数１，４０９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７０５件、助成金予定額は１１億７，２４０万円

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 ６ 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）

582 246 602,400

114 47 191,800

96 41 72,500

372 158 338,100

伝統芸能の公開活動 88 42 55,500

美術の創造普及活動 25 12 20,000

多分野共同等芸術創造活動 56 17 23,400

国内映画祭等の活動 54 32 57,600

805 349 758,900

地域文化施設公演・展示活動 341 192 273,400

文化会館公演活動 211 121 123,400

 美術館等展示活動 130 71 150,000

アマチュア等の文化団体活動 202 116 93,100

543 308 366,500

  

16 12 10,700

29 26 20,500

16 10 15,800

61 48 47,000

1,409 705 1,172,400

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２６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47件・191,800千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金交付予定額

(卖位：千円)

（卖位：千円）アール・レスピラン第29回定期演奏会　「1914年～20世紀創作の分岐
点」

アール・レスピラン(東京都) 600

オーケストラ・ニッポニカ　第25回演奏会、第26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)

2,300

アフィニス夏の音楽祭　2014　山形 公益財団法人　アフィニス文化財団(東京都) 3,500

Ensemble Contemporary α　2014年シーズン Ensemble Contemporary α(埼玉県) 600

ペーテル・エトヴェシュの室内楽 ensemble-no(東京都) 300

アンサンブル・ノマド定期演奏会第50－52回　「再生へVol.1-3」 アンサンブル・ノマド(東京都) 3,500

アントネッロによる2つの宗教曲公演 アントネッロ(埼玉県) 1,300

ヴォクスマーナ　第31～32回定期演奏会 ヴォクスマーナ(東京都) 600

Music Tomorrow 2014 公益財団法人　ＮＨＫ交響楽団(東京都) 1,000

オーケストラ・プロジェクト2014　本プロジェクト35年の歩みを経て未
来への新たな胎動

オーケストラ・プロジェクト(東京都) 1,200

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) 2,400

大田区民オペラ協議会公演2015　G.プッチーニ作曲『ラ・ボエーム』 大田区民オペラ協議会(東京都) 6,000

岡崎ジャズストリート2014
特定非営利活動法人　岡崎ジャズストリート
(愛知県)

4,500

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) 600

第35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) 9,500

平成26年度　北九州シティオペラ公演　G.プッチーニ作曲　オペラ
「蝶々夫人」全2幕字幕付き原語公演

北九州シティオペラ(福岡県) 3,000

京都市交響楽団　みんなのコンサート　～さぁ、クラシックファンをは
じめよう～

公益財団法人　京都市音楽芸術文化振興財団
（京都市交響楽団）(京都府)

5,000

0歳から入れる「はじめてのクラシックコンサート」シリーズvol.7～
vol.9

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)

1,000

群馬交響楽団　高校音楽教室 公益財団法人　群馬交響楽団(群馬県) 12,000

「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2014 古典四重奏団(埼玉県) 300

2014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)

7,500

札幌交響楽団　道内地方公演 公益財団法人　札幌交響楽団(北海道) 10,000

第21回定期演奏会　F.シューベルト『白鳥の歌』無伴奏混声合唱曲版
世界初演

里井宏次＆ザ・タロー・シンガーズ(兵庫県) 500

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2014 公益財団法人　サントリー芸術財団(東京都) 14,000

サントリー芸術財団コンサート　作曲家の個展2014　川島素晴 公益財団法人　サントリー芸術財団(東京都) 2,400

第35回霧島国際音楽祭　2014
公益財団法人　ジェスク音楽文化振興会(東京
都)

7,500

シエナ・ウインド・オーケストラ第39回定期演奏会
一般社団法人　ジャパン・シンフォニック・
ウインズ(東京都)

1,300

首都オペラ　第23回公演　「アラベラ」 首都オペラ(神奈川県) 7,500

2014仙台オペラ協会第39回公演「後宮からの逃走」 仙台オペラ協会(宮城県) 4,000

オペラ　「遠い帄」　2014年東京公演
公益財団法人　仙台市市民文化事業団(宮城
県)

7,000

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.11

公益財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽
団(宮城県)

2,000

武生国際音楽祭　2014 武生国際音楽祭推進会議(福井県) 4,500

角田健一ビッグバンド　2014　定期公演 角田健一ビッグバンド事務所(東京都) 1,600

コンポージアム2014
公益財団法人　東京オペラシティ文化財団(東
京都)

6,500

東京シンフォニエッタ　2014年度定期演奏会（第35・36回）
一般社団法人　東京シンフォニエッタ(東京
都)

3,000

第4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) 900

名古屋二期会2014年度オペラ定期公演　「こうもり」 一般社団法人　名古屋二期会(愛知県) 7,000

第40回記念二期会オペラ公演　歌劇　「魔笛」 二期会四国支部（四国二期会）(香川県) 6,500

アリスのクラシックコンサート「5つの魔法の声」
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35回公演/NISSAY OPERA　2014
オペラ「アイナダマール　～涙の泉～」

公益財団法人　ニッセイ文化振興財団(東京
都)

9,000

ビッグバンド・フェスティバル2014VOL.16
一般社団法人　日本ポピュラー音楽協会(東京
都)

1,400
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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

(卖位：千円)

（卖位：千円）
パシフィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）2014

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)

3,500

広島交響楽団　平成26年度　移動音楽教室 公益社団法人　広島交響楽協会(広島県) 8,000

オペラ「双子の星」　～東日本大震災復興応援公演～ 公益財団法人　文京アカデミー(東京都) 4,500

第12回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン　オード≪アレグザンダー
の饗宴≫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)

1,100

北海道二期会創立50周年記念オペラ公演「アイーダ」 北海道二期会(北海道) 3,500

守屋純子オーケストラ2014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
(卖位：千円)

笠井瑞丈×上村なおか　新作ダンス公演 笠井瑞丈×上村なおか(東京都) 700

勅使川原三郎　振付/演出　新作公演
有限会社　カラス（勅使川原三郎 / KARAS）
(東京都)

1,300

祝35周年特別記念公演　「眠れる森の美女」　全幕 川口節子バレエ団(愛知県) 2,500

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) 3,000

京都バレエ団公演　“時を超えて”　バレエ・コンサート 一般社団法人　京都バレエ団(京都府) 2,900

境界を超えるダンス・パフォーマンス（仮称） クリエイティブ・アート実行委員会(東京都) 2,100

ケイタケイLIGHT津々浦々シリーズ2014
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)

2,000

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.7

Ｋ★バレエスタジオ(大阪府) 2,100

東京 ELECTROCK STAIRS 新作公演 KENTAROCKERS(東京都) 600

福岡ダンスフリンジフェスティバル vol.8 特定非営利活動法人　コデックス(福岡県) 1,300

Co.山田うん　新作2014 Co.山田うん(東京都) 1,800

'14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) 1,600

札幌舞踊会　Xmas 公演　バレエ「くるみ割り人形」全2幕 有限会社　札幌舞踊会(北海道) 2,300

地为薫舞踊生活50周年記念公演　「アリ・ババと40人の盗賊」全3幕 地为薫バレエ団(大阪府) 3,000

白鳥バレエ創立65周年記念公演「ヤマトタケル」 白鳥バレエ(鹿児島県) 2,300

リンゴ企画2014 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：2014 全日本ダンストラック協会(東京都) 1,400

向雲太郎　旗上げ公演　『クララ！（仮題）』
ソウルプレイング　ファクトリー　/Soul
Playing Factory(東京都)

1,000

谷桃子バレエ団公演　New Passion Wave・2 「ジゼル」全幕 有限会社　谷桃子バレエ団研究所(東京都) 2,800

ダンスがみたい！16 ～新人シリーズ受賞者の現在地～ 「ダンスがみたい！」実行委員会(東京都) 1,700

Dance Theatre LUDENS 「1 hour before Sunset」 Dance Theatre LUDENS(埼玉県) 800

DANCE for Life 2014 下村由理恵バレエ・リサイタル DANCE for Life 実行委員会(東京都) 1,800

関かおり振付新作公演（タイトル未定） 団体せきかおり(東京都) 1,200

CHAiroiPLIN vol.6 「スル」　別役実　～マッチ売りの少女～より CHAiroiPLIN(東京都) 300

テアトル・ド・バレエ　カンパニー公演　ダンス・ボザール　Second
Green

テアトル・ド・バレエ　カンパニー(愛知県) 900

テアトル・ド・バレエ　カンパニー公演 テアトル・ド・バレエ　カンパニー(愛知県) 2,800

イデビアン・クルー新作公演（タイトル未定） 特定非営利活動法人　days(東京都) 1,800

笠井叡　新作　「今晩は荒れ模様（仮称）」 天使館(東京都) 1,900

新作ダンス公演ツアー ニブロール(東京都) 1,700

第36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) 3,500

2014年　野間バレエ団公演　“Progressive Dance Part7” 有限会社　野間バレエ団(大阪府) 1,600

BATIK 新作公演　『落ち合っている（仮称）』 BATIK(東京都) 2,000

「薔薇の人」 薔薇ノ人クラブ(東京都) 800

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

＋81 新作ダンス公演　「トリプルボギー」（仮) +81(東京都) 900

平富恵スペイン舞踊生活25周年記念公演　「Allegory of the Zodiac
～星は語る～」

有限会社　マジェスティック(東京都) 2,200

夏休みスペシャル　「白鳥の湖」より　スペシャルバージョン 公益財団法人　松山バレエ団(東京都) 1,800

マドモアゼル・シネマ2014旅するダンス国内巡回公演 マドモアゼル・シネマ(東京都) 1,100

第39回　宮下靖子バレエ団クリスマス公演　深川秀夫版「白鳥の湖」
（全幕）

有限会社　宮下靖子バレエ団(京都府) 2,000

ユニット・キミホ　公演 ユニット・キミホ(東京都) 1,800

横浜ダンスコレクション　EX2015
公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(神奈
川県)

4,000

現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計41件・72,500千円）
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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

(卖位：千円)

（卖位：千円）「お月さまが見ていたおはなし」～アンデルセン「絵のない絵本」他よ
り～

特定非営利活動法人　アートインAsibina(東
京都)

1,500

学校でひらく舞台芸術教室　演劇公演『ロミオとジュリエット』
特定非営利活動法人　アートファーム(岡山
県)

2,100

14+、劇団HIT!STAGE合同公演　血の家
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)

1,100

非・売れ線系ビーナス　九州ツアー『そう遠くない』
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)

1,500

劇団青い鳥40thシリーズ「ど忘れミクちゃんのもろもろの事情」（仮
題）

株式会社　青い鳥創業(東京都) 1,800

劇団あおきりみかん其の参拾壱「コップの水を海に撒く/」 劇団　あおきりみかん(愛知県) 2,100

第20回公演「星の結び目」 青☆組(東京都) 300

アジア7都市共同創作公演"Unbearable Dreams 8～Somewhere"
特定非営利活動法人　アジア・ミーツ・アジ
ア(東京都)

2,100

ARICA新作『ARICA・インド・フィジカルシアター（仮題）』「東京・徳
之島アートプロジェクト巡回公演」

ARICA(東京都) 1,700

東京デスロック『CEREMONY』（仮） 一般社団法人　unlock(東京都) 2,000

iaku「人の気も知らないで」 iaku(大阪府) 600

タイトル未定 維新派(大阪府) 9,500

男の人生60年（仮） 壱組印(東京都) 1,800

身体詩「喜びの島～2014～」～東京・韓国（春川）・福島（单相馬）を
結んで～

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21回公演「匂衣～The blind and the
dog～」（タイ・ヴァージョン）

劇団　印象－indian elephant－(東京都) 1,100

演劇公演「薄暮」 intro(北海道) 900

ウォーキング・スタッフ　プロデュース「304」 ウォーキング・スタッフ(東京都) 2,600

第10回本公演「数の孤独を愛する彼と、彼を愛する孤独な私」（仮） 劇団　VOGA(京都府) 1,200

うずめ劇場　第27回公演「喜劇だらけ～オーストリア・コメディ、ネス
トロイの世界～」

うずめ劇場(東京都) 1,500

全国ツアー　妥協点P 株式会社　劇団うりんこ(愛知県) 2,000

レスペクト・フォー・マスターズ　A級MissingLink+竹内銃一郎「Moon
guitar」

A級MissingLink(大阪府) 500

エイチエムピー・シアターカンパニー新作公演<同時代の海外戯曲Ⅲ>ア
ラビアの夜

エイチエムピー・シアターカンパニー(大阪
府)

2,400

アルトー24時 株式会社　江戸糸あやつり人形座(東京都) 4,000

結城座旗揚げ380周年記念公演　第一弾　岡本綺堂原作　半七捕物帳（仮
題）

公益財団法人　江戸糸あやつり人形　結城座
(東京都)

3,000

結城座旗揚げ380周年記念公演　第二弾　結城座×渡辺えり「オールド・
リフレイン」（仮題）

公益財団法人　江戸糸あやつり人形　結城座
(東京都)

2,500

第39回名作劇場「母の死」「大臣候補」 演劇企画制作「オフィス樹」(群馬県) 800

演劇ユニットてがみ座　第10回公演『ほろほろ鳥が啼く』（仮）二都市
ツアー

演劇ユニット　てがみ座(東京都) 2,000

はだしで走れ（仮） オイスターズ(愛知県) 400

『日本語私辞典』（再演） オイスターズ(愛知県) 400

「作品№9」 ＯＭ－２(東京都) 2,300

大阪新劇団協議会プロデュース公演・劇団大阪企画「老貴婦人の訪問」
（仮題）

大阪新劇団協議会(大阪府) 1,700

劇団企画イッツフォーリーズ公演　ミュージカル「牡丹さんの不思議な
毎日」

株式会社　オールスタッフ(東京都) 2,500

岡崎藝術座　新作公演ツアー『野に横たわる宇宙人』（仮） 岡崎藝術座(神奈川県) 1,700

第62回公演　知覧にて 有限会社　岡部企画(神奈川県) 2,600

オフィス３○○公演　天使猫－宮澤賢治の生き方－ 有限会社　おふぃすさんじゅうまる(東京都) 3,500

劇団鹿殺し充電明け公演　ロックオペラ「夜明けの侍」 株式会社　オフィス鹿(東京都) 3,500

INFANT 2 劇団　解体社(東京都) 1,400

KAKUTA公演『STAR MAN』（仮） KAKUTA(東京都) 2,100

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
2014」

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)

500

「いろはにこんぺいとう」沖縄地方、幼稚園保育園巡回公演 有限会社　劇団風の子(東京都) 900

現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計158件・338,100千円）
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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

(卖位：千円)

（卖位：千円）
和歌山県熊野古道周辺小規模校巡回公演。

特定非営利活動法人　劇団風の子関西(京都
府)

1,100

第11回公演「静止、その彼方（仮）」 カムヰヤッセン(東京都) 900

東京のブブス先生 かもねぎショット(東京都) 3,000

鴎座レパートリー上演2014『しあわせ日和』『森の直前の夜』 鴎座(東京都) 1,300

烏丸ストロークロック　4都市ツアー2014『短編集：日没後、大栄町
（仮）』

烏丸ストロークロック(京都府) 1,100

劇団唐ゼミ☆第23回公演『黄金バット（仮題）』横浜・長野・東京巡回
公演

劇団　唐ゼミ☆(神奈川県) 1,800

劇団唐ゼミ☆第24回公演『青頭巾（仮題）』横浜・東京巡回公演 劇団　唐ゼミ☆(神奈川県) 1,700

空晴　第12回公演「こっからの、距離」（仮題） 空晴(大阪府) 1,400

『黒塚』 木ノ下歌舞伎(京都府) 3,000

千葉雅子×土田英生　舞台製作事業『姐さん女房の裏切り』 有限会社　キューカンバー(京都府) 1,800

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)

6,500

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　2014
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)

2,500

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) 4,000

極東退屈道場＃006『ガーベージコレクション』 極東退屈道場(大阪府) 1,900

第36回公演　新「復活」　ネフリョードフとカチューシャ 劇団　キンダースペース(埼玉県) 1,500

くじら企画第18回公演「大竹野正典劇集成Ⅲ」出版記念公演　「夜、ナ
ク、鳥」

くじら企画(大阪府) 600

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10　第14回公演『ストレッチ
ポリマーインターフェイス』

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-
10(大阪府)

1,200

アトリエ劇研プロデュース『あの小舟ならもう出た（仮題）』 特定非営利活動法人　劇研(京都府) 900

アートスペース無門館＋アトリエ劇研開館30周年記念公演『ピエールと
リュース』

特定非営利活動法人　劇研(京都府) 600

「森と夜と世界の果てへの旅」中部・東北地方公演
公益財団法人　現代人形劇センター(神奈川
県)

1,000

アマヤドリ新作本公演『非常の階段（仮）』 合同会社　プランプル(東京都) 1,500

柿喰う客　女体シェイクスピア005「ロミオとジュリエット（仮）」・
006「アントニーとクレオパトラ（仮）」

有限会社　ゴーチ・ブラザーズ(東京都) 3,000

2014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) 1,500

子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム2014
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)

2,200

小池博史ブリッジプロジェクト「注文の多い料理店」西日本ツアー公演 株式会社　サイ(東京都) 2,900

サスペンデッズ第16回公演『夜と森のミュンヒハウゼン』 サスペンデッズ(東京都) 2,000

板橋ビューネ2014 サブテレニアン(東京都) 300

新作（タイトル未定） サンプル　(東京都) 1,900

シアター風姿花伝プロデュース「ボビー・フィッシャーはパサデナに住
んでいる」

シアター風姿花伝(東京都) 200

tpt89『The Children's Hour－子供の時間』
有限会社　シアタープロジェクト・東京(東京
都)

800

OFT『わたしの焦げた眼球/遠視』 下鴨車窓(京都府) 700

劇団ジャブジャブサーキット第53回公演「ディラックの花嫁」 劇団　ジャブジャブサーキット(岐阜県) 2,100

劇団創立20周年特別公演「夢をかなえるゾウ」 一般社団法人　劇団自由人会(兵庫県) 1,600

＃8「花と魚」 十七戦地(東京都) 600

少年王者舘・tsumazuki no ishi　合同公演「寝覚町の旦那のオモチャ」 少年王者舘(愛知県) 1,600

城山羊の会「トロワグロ」 城山羊の会(東京都) 1,700

新宿梁山泊　第53回公演「ハムレット」 新宿梁山泊(東京都) 2,300

第33回公演「幻の女（まぼろしのひと）－台所の夏目漱石・鏡子夫妻－
その三（仮題）」

菅間馬鈴薯堂(東京都) 1,000

スクエア　第35回公演「ひかげの軍団」 スクエア(大阪府) 700

STORE HOUSE Collection　日韓演劇週間　Vol.2 有限会社　ストアハウス(東京都) 3,000

青蛾館　寺山修司初期一幕物連続上演　音楽劇「星の王子さま」 青蛾館(東京都) 1,500

清流劇場2015年3月公演「FATZER　ファッツァー」 清流劇場(兵庫県) 800
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金交付予定額

(卖位：千円)

（卖位：千円）
SENDAI座☆プロジェクト2014「十二人の怒れる男」 SENDAI座☆プロジェクト(宮城県) 4,500

夏休みファミリー劇場2014ミュージカル「アラビアン・ナイト」 有限会社　総合劇集団俳優館(愛知県) 3,000

レスペクト・フォー・マスターズ　空の驛舎+北村想『DOWMA』～二人の
女優による『ドグラ・マグラ』（夢野久作・原案）～

空の驛舎(大阪府) 600

競演　東西单北 タイニイアリス NPO ARC(東京都) 2,800

『試験管』（仮題） 劇団　態変(大阪府) 1,300

『風馬』 劇団　態変(大阪府) 1,200

執行の七人 劇団　太陽族(大阪府) 1,000

タテヨコ企画第29回公演「土に寝ころぶ女たち（仮）」 劇団　タテヨコ企画(東京都) 1,200

玉造小劇店　配給芝居vol.15「おもてなし」 玉造小劇店(大阪府) 4,000

DA･M新作公演（日韓共同創作）『ドン・キホーテ』 劇団　DA・M(東京都) 1,600

DULL-COLORED POP vol.14「河童」（仮題） 劇団　DULL-COLORED POP(東京都) 1,500

チェルフィッチュ『地面と床』2都市ツアー チェルフィッチュ(東京都) 2,200

チェルフィッチュ『スーパーソフト・W（ダブル）・チョコバニラ』3都
市ツアー

チェルフィッチュ(東京都) 3,000

第3回公演『ホリディズ』（仮題） 株式会社　地人会新社(東京都) 3,000

『日本の面影』 株式会社　地人会新社(東京都) 2,200

『桜の園/ワーニャ伯父さん』 合同会社　地点(京都府) 1,900

『光のない。』 合同会社　地点(京都府) 3,500

第27回公演「バイセコ」 劇団　チャリＴ企画(東京都) 1,200

第24回公演『サラエヴォの黒い手（仮）』 劇団　チョコレートケーキ(東京都) 1,100

<現代劇作家シリーズvol.4>寺山修司「青森県のせむし男」フェスティバ
ル

die pratze(東京都) 2,200

桃園会第47回公演「覚めてる間は夢を見ない」 桃園会(大阪府) 1,400

あつ苦しい兄弟　～海辺のふたり編～ 劇団　道学先生(東京都) 3,000

劇団東京乾電池　ET×2　第4回公演「ゴドーを待ちながら」 株式会社　劇団東京乾電池(東京都) 1,100

突劇金魚版「漏れて100年」 突劇金魚(大阪府) 300

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)

2,800

飛ぶ劇場　Vol.36『豚の骨』 飛ぶ劇場(福岡県) 900

dracom Gala『たんじょうかい＃2』 dracom(大阪府) 400

TRASHMASTERS　第21回公演「泥沼」（仮） TRASHMASTERS(東京都) 2,500

TRASHMASTERS　第22回公演「砂を掴む」（仮） TRASHMASTERS(東京都) 3,500

トリコ・Aプロデュース2014「赤ずきんちゃん」 トリコ・Ａプロデュース(京都府) 1,500

劇団仲間第129回公演『空の村号』 企業組合　劇団仲間(東京都) 1,300

七ツ寺プロデュース第22弾『オープン・ベケット』 七ツ寺共同スタジオ／七ツ寺企画(愛知県) 1,900

渡辺源四郎商店『エレクトリックおばあちゃん』『NOODLES』 なべげんわーく合同会社(青森県) 1,700

单船北馬「THE　ママ！！」（仮） 单船北馬(大阪府) 1,100

『月が見ていた話』（仮） ニットキャップシアター(京都府) 900

二兎社公演39『鴎外の怪談』（仮題） 株式会社　二兎社(東京都) 7,000

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

児童青少年演劇地方巡回公演
公益社団法人　日本児童青少年演劇協会(東京
都)

15,000

2014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) 7,500

大きなトランクの中の箱 庭劇団　ペニノ(東京都) 1,100

人形劇団京芸『いぬうえくんがやってきた』京都・東京・宮城　巡回公
演

有限会社　人形劇団京芸(京都府) 600

地獄八景亡者戯Ⅱ　じんたろうと眠り竜の巻 株式会社　人形劇団むすび座(愛知県) 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）
助成金交付予定額

(卖位：千円)

（卖位：千円）
はえぎわ　第27回公演「森の奥で君を待つ（仮）」 はえぎわ(東京都) 1,400

劇団犯罪友の会（HANTOMO)　野外演劇公演「ほつれ髪」 劇団　犯罪友の会(HANTOMO)(大阪府) 3,000

劇団B級遊撃隊プロデュース「ぬけがら」 劇団　Ｂ級遊撃隊(愛知県) 1,000

『宮沢賢治殺人事件（仮）』 ピーチャム・カンパニー(東京都) 800

人形劇「ひょっこりひょうたん島　オンステージ」 有限会社　ひとみ座(神奈川県) 3,500

百景社『斜陽』ツアー　三重・大阪公演（仮） 百景社(茨城県) 600

快快/FAIFAI新作公演「へんしん」（仮） 快快(東京都) 700

FUKAIPRODUCE羽衣　第18回公演「耳のトンネル」 FUKAIPRODUCE羽衣(東京都) 1,900

伏兵コード　vol.7「我が行路」 伏兵コード(大阪府) 400

冨士山アネット/Manos.〔醜男〕 冨士山アネット(東京都) 1,100

「フライト　No.2037」
フランス演劇クレアシオン実行委員会(東京
都)

1,000

Project Nyx第14回公演「千一夜物語　新宿版」 Project Nyx(東京都) 3,500

明日は風のない日 有限会社　劇団文化座(東京都) 1,200

稲葉小僧 有限会社　劇団文化座(東京都) 1,500

ペテカン20周年記念公演第1弾『蛍の頃』 ペテカン(東京都) 1,600

川上未映子×マームとジプシー　一人芝居ツアー マームとジプシー(神奈川県) 1,400

マームとジプシー6月公演「待ってた食卓、」（仮）日本ツアー マームとジプシー(神奈川県) 3,000

第18回みつわ会公演 みつわ会(東京都) 2,100

第15回公演『WILCO（仮）』 ミナモザ(東京都) 1,000

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) 2,300

バリモア 無名塾(東京都) 2,600

第九回公演「ダム」 メメントC(神奈川県) 1,900

あなたに会ったことがある　Vol.3　･･････チェーホフ短編小説よ
り･･････

有限会社　モード(東京都) 2,500

モダンスイマーズ『正しい教室（仮）』 モダンスイマーズ(埼玉県) 3,000

ペンギンプルペイルパイルズ＃18『シルエット』（仮題） 株式会社　森崎事務所(東京都) 3,000

うた芝居　ないたあかおに　東北地区保育園幼稚園児童館巡回公演 山の音楽舎(神奈川県) 600

遊劇体＃56<遊劇体×泉鏡花オリジナル戯曲全作品上演シリーズ⑨>『お
忍び』

遊劇体(京都府) 800

断食芸人　ギャラリー三都市ツアー 指輪ホテル(東京都) 2,800

世仁下乃一座フェアアート「2014年版　BANRYU　蟠龍－いまだ天に昇ら
ざる龍」

世仁下乃一座フェアアート(東京都) 1,000

リオフェス2014（第8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＋温泉ドラゴン共同企画公演『カム伝』（仮題） 龍昇企画(東京都) 2,100

ブーツ・オン・ジ・アンダーグラウンド（仮題） 燐光群／有限会社 グッドフェローズ(東京都) 1,100

錬肉工房公演「オイディプス」 有限会社　錬肉工房(千葉県) 1,900

世界は嘘で出来ている（仮） ＯＮＥＯＲ８(東京都) 2,400
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伝統芸能の公開活動（合計42件・55,500千円）

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
(卖位：千円)

「立合狂言会」　第一回公演 特定非営利活動法人　ACT. JT(東京都) 700

平成26年度　善竹狂言会 大蔵流狂言善竹会(兵庫県) 200

第十二回　善竹兄弟狂言会 大蔵流狂言善竹会(兵庫県) 300

大阪楽所第32回雅楽演奏会 大阪楽所(大阪府) 900

大槻能楽堂自为公演能　ナイトシアター　上町塾 公益財団法人　大槻能楽堂(大阪府) 300

音輪会第15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) 1,100

第75回　公演会 一般社団法人　関西常磐津協会(大阪府) 400

伝承の会 公益社団法人　京都観世会(京都府) 300

第65回　京都薪能　～観阿弥生誕680年・世阿弥生誕650年記念～ 京都能楽会(京都府) 2,500

第六十回　同明会能
一般社団法人　京都能楽囃子方同明会(京都
府)

600

第4回邦楽新鋭展inくまもと
くまもと全国邦楽コンクール実行委員会(熊本
県)

1,400

喜多流涌泉能 高吟会(京都府) 700

第12回　大文字送り火能　～蝋燭能～ 公益財団法人　金剛能楽堂財団(京都府) 200

金剛永謹能の会　第30回記念東京公演 公益財団法人　金剛能楽堂財団(京都府) 400

忠重十番　Season 3　ー狂言で描く　「和食」　の世界ー 志芸の会(兵庫県) 900

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) 1,300

新世紀落語の会 「新世紀落語の会」実行委員会(大阪府) 600

奏心会ー2014－　～「今」を語る古典～ 奏心会(東京都) 200

創邦21　第12回作品演奏会 創邦21(東京都) 600

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　「和魂Ⅱ」 ＴＴＲ能プロジェクト(兵庫県) 400

第133回　定期演奏会　平安京（794）1220年　～風雅のめざめ～ 公益社団法人　当道音楽会(大阪府) 400

第五回長唄伝承曲の研究会 長唄伝承曲の研究会(東京都) 300

長唄東音会　定期公演 長唄東音会(神奈川県) 3,000

第12回　長唄・囃子　樂明會 長唄・囃子　樂明會(東京都) 200

上方若手育成会 一般社団法人　日本演芸家連合(東京都) 100

日本演芸若手研精会 日本演芸若手研精会(東京都) 300

震災復興支援公演　「伝手品」 公益社団法人　日本奇術協会(東京都) 1,100

クリスマス能 公益社団法人　能楽協会(東京都) 300

のうのう能 有限会社　KNOW-NOH(東京都) 2,100

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

第八回　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　秋の能 豊春会(京都府) 400

真しほ会 真しほ会(東京都) 600

第28回　檀の会 松の会(東京都) 900

現代に生きる古典Ⅲ～共にあること　その三　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) 900

代々木果迢会特別公演　一之輔落語ｘ竹灯籠能　「半蔀」 代々木果迢会(東京都) 400

伶楽舎雅楽コンサート　no.28 一般社団法人　伶楽舎(東京都) 800

伶楽舎雅楽コンサート　no.29 一般社団法人　伶楽舎(東京都) 800

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
(卖位：千円)

「U-30　Under30Architects exhibition 2014」30歳以下の若手建築家
による建築の展覧会（2014）

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

1,500

アートプログラム青梅2014 アートプログラム青梅実行委員会 1,600

京都グラフィー国際写真フェスティバル 一般社団法人　KYOTOGRAPHIE 1,900

ヒロシマ　アート　ドキュメント　2014展 CREATIVE UNION HIROSHIMA 1,000

街じゅうアート in 北九州　2014 －Arts&Technologyの10年－ 特定非営利活動法人　創を考える会・北九州 1,500

ながれやまミュージアム　2014　夏休みだけの特別なexhibition 流山文化のまちづくり実行委員会 300

かたちの発語～田中信太郎・岡崎乾二郎・中原浩大 特定非営利活動法人　BankART1929 2,800

福島現代美術ビエンナーレ2014 福島現代美術ビエンナーレ実行委員会 1,500

西宮船坂ビエンナーレ2014 船坂里山芸術祭推進委員会 1,600

磯崎新「書画船にくらす」展 ブルーノ・タウト展実行委員会 2,800

「なぜ、不可解さを怖れるのか？」 特定非営利活動法人　BEPPU　PROJECT 2,500

2014アートアイランズTOKYO国際現代美術展　-大島＆新島　そして- 東京の島々を結ぶアート航路開発委員会 1,000

美術の創造普及活動（合計12件・20,000千円）
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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
(卖位：千円)

あごうさとし演劇公演 あごう　さとし(京都府) 900

Eenen 延年　vol.7 身体表現合戦　狂言vsフランス・マイム アトリエ　オガ．(大阪府) 600

『オルフェオとエウリディーチェ』　～グルック生誕300周年記念公演～ 一般社団法人　アンサンブル室町(東京都) 600

石橋義正＋川口ゆい「MatchAtria」 有限会社　石橋プロダクション(京都府) 1,700

ダンスアーカイヴプロジェクト2014 大野一雄舞踏研究所(神奈川県) 1,900

パフォーマンスプロジェクト「ザ・ワールド」
一般社団法人　大橋可也＆ダンサーズ(東京
都)

1,300

永遠と1秒の間　（仮タイトル） Office　A/LB(東京都) 1,100

「赤を見る/Seeing Red」 KINSEI R&D(京都府) 2,300

2014　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) 1,900

瀬戸内サーカスファクトリー・カンパニーリメディア　日仏共同創作公
演「キャバレー」

瀬戸内サーカスファクトリー(香川県) 1,400

メカニカルミュージカル　「明和電機　メカトロジャーニー　X　」（仮
題）

株式会社　TASKO(東京都) 1,100

時々自動公演『fffffffffffffffffffffff －生まれて初めて出すフォル
テ－』（仮題）

有限会社　ティコ・ディコ(東京都) 800

東京現音計画#03,#04 東京現音計画(東京都) 600

とつとつダンス　愛のレッスン 一般社団法人　torindo(京都府) 1,700

第20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’
14）

日本国際パフォーマンス・アート・フェス
ティバル（ニパフ）実行委員会(長野県)

1,900

Multus#3 「人生を変えてしまうメロディー」第2弾　カント・オスティ
ナート

一般社団法人　もんてん(東京都) 2,000

吉原すみれパーカッションリサイタル　2014　〈武満徹特集〉 吉原　すみれ(東京都) 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） 助成金交付予定額
(卖位：千円)

あいち国際女性映画祭２０１４
公益財団法人　あいち男女共同参画財団(愛知
県)

2,500

アジアフォーカス・福岡国際映画祭２０１４
アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員
会(福岡県)

9,000

イメージフォーラム・フェスティバル2014 イメージフォーラム(東京都) 1,300

カナザワ映画祭２０１４ かなざわ映画の会(石川県) 800

第20回ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭2014
特定非営利活動法人　ＫＡＷＡＳＡＫＩアー
ツ(神奈川県)

1,100

第３６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) 300

第６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)

1,900

第２０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)

500

第６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)

400

第19回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡(新潟県) 100

第１８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) 700

第２３回しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会(島根県) 2,100

ショートピース！仙台短篇映画祭2014 仙台短篇映画祭実行委員会(宮城県) 300

第８回　田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会(和歌山県) 1,200

第24回映画祭　ＴＡＭＡ　ＣＩＮＥＭＡ　ＦＯＲＵＭ ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会(東京都) 1,200

第１５回東京フィルメックス／ＴＯＫＹＯ　ＦＩＬＭｅＸ　２０１４
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)

15,000

第２０回記念函館港イルミナシオン映画祭２０１４
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会(北海
道)

1,500

第15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)

4,500

第３回みやこほっこり映画祭 ほっこりみやこ実行委員会(岩手県) 400

第２０回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会(宮崎県) 500

第３９回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会(大分県) 1,500

第１７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22件・47,500千円）
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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
(卖位：千円)

木下惠介は終わらない　トーク＆シネマ 映画の楽校(香川県) 100

親子映画埼玉県連絡会为催「親と子のよい映画をみる会」 親子映画埼玉県連絡会(埼玉県) 1,100

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

第８回江東シネマフェスティバル　映画のまち深川－小津安二郎の生ま
れたところ－

公益財団法人　江東区文化コミュニティ財団
(東京都)

400

生誕90年　増村保造監督の世界
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)

4,500

親と子の名作映画劇場「それいけ！アンパンマン」上映会 長崎県映画センター(長崎県) 200

第３回福島シネマプロジェクト 福島シネマプロジェクト実行委員会(福島県) 1,600

北海道フィルム・アートフェスティバル
特定非営利活動法人　北海道コミュニティシ
ネマ・札幌(北海道)

200

映画俳優、浅野忠信 公益財団法人　山口市文化振興財団(山口県) 1,200

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計10件・10,100千円）
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名） 助成金交付予定額
(卖位：千円)

北海道 Cello Ensemble 008～huit in Furano
特定非営利活動法人　ふらの演劇工房(富良
野演劇工場)

500

〃 中標津総合文化会館開館20年記念「大歌舞伎」中標津公演
一般財団法人　中標津町文化スポーツ振興財
団(中標津町総合文化会館（しるべっと）)

2,900

〃 イリス弦楽四重奏団コンサート
特定非営利活動法人　美唄市文化協会(美唄
市民会館)

200

〃 子どものためのオペレッタワークショップ＆オペレッタ公演
公益財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌市
教育文化会館)

700

〃
深川市文化交流ホールみ・らい開館10周年記念事業　「市民と創
る音楽物語　『わが街　深川』」

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）)

2,300

〃
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　2014

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

〃 ウィーン少年合唱団帯広演奏会
一般財団法人　帯広市文化スポーツ振興財団
(帯広市民文化ホール)

1,600

〃 第5回　こども人形劇フェスティバル　2015
特定非営利活動法人　ゆう(砂川市地域交流
センター（ゆう）)

200

〃 空知文化工房10周年記念事業　みんなで舞台を創っちゃおう！
特定非営利活動法人　空知文化工房(たきか
わホール)

800

〃 函館市芸術ホール管弦楽団演奏会　FINAL　～未来への創造
財団法人　函館市文化・スポーツ振興財団
(函館市芸術ホール)

500

岩手県 いわてJAZZ　2014
公益財団法人　岩手県文化振興事業団(岩手
県民会館)

1,900

〃 松居直美　パイプオルガン・リサイタル
公益財団法人　盛岡市文化振興事業団(盛岡
市民文化ホール)

200

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) 1,000

〃
定禅寺ストリートジャズフェスティバル連携事業（プレ・イベン
ト）　寺久保エレナ　ジャズカルテット

公益財団法人　宮城県文化振興財団(宮城県
民会館)

300

〃
登米祝祭劇場開館20周年記念　劇団ドリーム☆キッズ　第12回
ミュージカル公演

公益財団法人　登米文化振興財団(登米祝祭
劇場)

1,200

秋田県 平成26年度秋田子ども邦舞・邦楽「ゆかたざらい」
秋田子ども邦舞・邦楽「ゆかたざらい」実行
委員会(秋田市文化会館)

500

〃 民俗芸能フェスティバル 大仙市(大仙市仙北ふれあい文化センター) 400

福島県 郡山市民俗芸能大会
公益財団法人　郡山市文化・学び振興公社
(郡山市民文化センター)

400

栃木県 古典芸能鑑賞教室「出前歌舞伎―歌舞伎といえば助六！―」
小山市立文化センター運営共同事業体　代表
団体　(株)コンベンションリンケージ：指定
管理者(小山市立文化センター)

200

〃
那須野が原ハーモニーホール20周年記念事業　ベートーベン交響
曲第9番ニ短調作品125｛合唱付｝

公益財団法人　那須野が原文化振興財団(那
須野が原ハーモニーホール)

200

群馬県 真夏の饗宴　オペレッタ「こうもり」
公益財団法人　大泉町スポーツ文化振興事業
団(大泉町文化むら)

800

埼玉県 埼玉会館ファミリー・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(埼
玉会館)

1,800

〃 上里町伝統芸能祭
財団法人　上里町勤労文化協会(上里町勤労
者総合文化センター（ワープ上里）)

100

千葉県 創作狂言「ヤマトタケル」
公益財団法人　千葉県文化振興財団(千葉県
文化会館)

400

〃 千葉市文化センター開館25周年記念事業　ちば落語まつり
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)

200

〃 中村扇雀プロデュース「初めての歌舞伎」
公益財団法人　松戸市文化振興財団(松戸市
文化会館（森のホール21） )

600

東京都 武蔵野シティバレエ　第29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

〃 「赤坂能」公演ワークショップ「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

〃 鈴木秀美　KLASSIKの世界Vol.2　～ザルツブルクの饗宴～
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

〃
「アプリコ・ダンス＆ミュージック・デイ」～大田区の子どもた
ちによるダンスと音楽の共演～

公益財団法人　大田区文化振興協会(大田区
民ホール（アプリコ）)

600

〃 かめいどらぼ2015
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

〃 トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　第66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

〃
東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会「第29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）)

2,800

〃 カナディアン・ブラス
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）)

400

〃 モーリス・クレール　オルガン・リサイタル
学校法人　武蔵野音楽学園(武蔵野音楽大学
ベートーヴェンホール)

100

〃 大学院オペラ2014「フィガロの結婚」 学校法人　国立音楽大学(国立音楽大学講堂) 3,000

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演活動（合計121件・123,400千円）
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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
(卖位：千円)

神奈川県 マグカル劇場「青少年のための芝居塾公演」
「青少年のための芝居塾公演」製作委員会
(神奈川県立青少年センター)

700

〃 新春　雅楽の楽しみ
株式会社 シグマコミュニケーションズ：指
定管理者(横浜市能楽堂（久良岐能舞台）)

200

〃
日本・スイス国交樹立150周年記念　横浜能楽堂・横浜みなとみら
いホール共同企画公演「和洋の室内楽　音の階調（グラデーショ
ン）」深海さとみ・山本邦山＋スイス・ロマンド

公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横
浜能楽堂)

700

〃 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（※相模女子大学グリーンホー
ル）)

900

〃 チェンバーオーケストラ相模原　第4回演奏会
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)

1,100

〃
鎌倉を舞台とした能楽公演「第10回名曲鑑賞能」と、鎌倉芸術館
ゆかりの能楽師による小学生対象ワークショップ

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)

500

〃
開館20周年記念　第5回　米海軍第7艦隊バンド＆横須賀交響楽団
フレンドシップ・コンサート　アメリカン・サウンド・イン・ヨ
コスカ

公益財団法人　横須賀芸術文化財団(よこす
か芸術劇場)

600

〃 しんゆりシアターミュージカル特別公演2014『モダンガールズ』
公益財団法人　川崎市文化財団(川崎市アー
トセンター)

1,000

〃 KAAT×五大路子　新作公演　『長谷川伸ものがたり』
公益財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川
芸術劇場（KAAT）)

2,700

〃 神奈川県立音楽堂開館60周年記念　オーケストラ・コンサート
公益財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川
県立音楽堂)

1,800

〃
昭和音楽大学短期大学部　第1回バレエ特別公演　未来へつなぐ―
日本の「静」「動」「美」

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)

1,900

新潟県 北区オリジナルミュージカル『春のホタル』
NKS・ハピスカとよさか・コンベンションリ
ンケージ共同事業体：指定管理者(新潟市北
区文化会館)

1,300

富山県 富山県教育文化会館開館40周年記念「人形浄瑠璃　文楽公演」
公益財団法人　富山県文化振興財団(富山県
教育文化会館)

1,200

〃 オリジナルミュージカル　STATION
公益財団法人　砺波市文化振興会(砺波市文
化会館)

400

〃 入善町文化振興財団設立20周年記念　新イタリア合奏団演奏会
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）)

700

石川県 BIG APPLE in NONOICHI　2014
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)

1,200

〃 金沢ジャズ連盟事業　Jazz Gate vol.5
公益財団法人　金沢芸術創造財団(金沢市文
化ホール)

200

〃 ニブロールダンス公演
公益財団法人　金沢芸術創造財団(金沢市民
芸術村)

500

福井県 初夏の子どもコンサート「ハーメルンの笛吹きおとこ」
公益財団法人　福井県文化振興事業団(福井
県立音楽堂（ハーモニーホールふくい）)

1,100

山梨県
古楽の真夏の祭典　第28回都留音楽祭　～Tsuru Early Music
Festival～

一般財団法人　都留楽友協会(都の杜うぐい
すホール)

800

〃 第9回笛吹市民劇団公演　ミュージカル　「桃の子ルシア」
公益財団法人　ふえふき文化・スポーツ振興
財団(笛吹市スコレーセンター)

400

長野県
上田・ウィーンアカデミー2014～トロンボーンと管楽アンサンブ
ルの為に～　Ueda Wien academy 2014～for Trombone and wind
ensemble～

一般財団法人　信州国際音楽村(信州国際音
楽村　ホールこだま)

600

〃 第40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)

1,800

岐阜県 サラマンカホール少年少女合唱団　CORO Junior　第二回演奏会
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

〃
音楽普及プロジェクト　オーケストラ・アンサンブル金沢　大垣
公演

公益財団法人　大垣市文化事業団(大垣市ス
イトピアセンター)

1,200

〃 誰でも参加できる音楽劇　オペレッタ「こうもり」
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)

1,500

〃
美濃市制60周年企画事業　親と子にささげる市民創作音楽劇
「紙すきのうた」

特定非営利活動法人　四つ葉のコウゾ(美濃
市文化会館)

900

〃 ランチタイムコンサート　1周年ガラコンサート
特定非営利活動法人　ひだ文化村(飛騨市文
化交流センター)

400

静岡県 ダンスミュージカル「家康は甦る　～独立国しずおか～」
公益財団法人　静岡市文化振興財団(静岡市
民文化会館)

800

〃 ダンスプロジェクト「Hagoromo－天女の舞」
清水文化事業サポート株式会社：指定管理者
(静岡市清水文化会館（マリナート）)

1,600

〃 青少年国際音楽交流の集い
島田市教育委員会(島田市民総合施設プラザ
おおるり)

600

愛知県 まちおこし音楽劇『愛・かきつばた姫』
ちりゅう芸術創造協会(知立市文化会館（パ
ティオ池鯉鮒）)

1,700

〃
名古屋市文化振興事業団2015年企画公演ミュージカル「ライト・
イン・ザ・ピアッツァ」

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 （アートピア）)

2,800

三重県 志摩市誕生10周年記念　オペラティックコンサートin志摩 志摩市(志摩市阿児アリーナ) 200

滋賀県 親子演劇フェスティバル2014in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
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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
(卖位：千円)

滋賀県 恋に狂ふ～能に描かれた恋慕の世界
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)

300

京都府
アルティ・アーティスト・プロジェクト（A.A.P.）ブヨウ部門
アルティ・ダンスカンパニー第10回記念公演「心中天網島」～近
松門左衛門より～

創：指定管理者(京都府立府民ホール（アル
ティ）)

1,700

大阪府 「ジョイフル・オーケストラ」～ロシアの作曲家特集～
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.9　「藪の中」
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）)

1,100

〃 市民合唱　「スターバトマーテル」
公益財団法人　高槻市文化振興事業団(高槻
現代劇場　)

700

〃 コスモスオリジナルミュージカル　「Stand By Me 2014」
一般財団法人　貝塚市文化振興事業団(貝塚
市民文化会館)

1,000

〃 河内長野マイタウンオペラ・コンチェルタンテvol.3「アイーダ」
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）)

1,600

〃 第29回　リトルカメリア推薦コンサート
一般財団法人　摂津市施設管理公社(摂津市
民文化ホール)

1,200

〃 第18回女性芸術劇場「姉妹たちよ」
ドーン運営共同体：指定管理者(大阪府立男
女共同参画・青少年センター（ドーンセン
ター）)

1,100

〃 さやま池物語3
公益財団法人　大阪狭山市文化振興事業団
(大阪狭山市文化会館)

500

〃 夏休みファミリーコンサート
一般財団法人　大阪市教育振興公社・SPS共
同事業体：指定管理者(大阪市立こども文化
センター)

200

〃 第51回オペラ公演　「カーリュー・リヴァー」「鬼娘恋首引」
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 ダンス×地域×大学　ダンス甲東園2014
株式会社双葉化学商会：指定管理者(西宮市
甲東ホール)

100

〃 音楽と出会うまち西宮　ブラス・フェスティバル2014 西宮市(西宮市民会館) 300

〃 One Step Vol.4
株式会社パソナグループ：指定管理者(淡路
市立しづかホール)

1,000

〃 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

〃 郷の音ホール開館7周年記念コンサート　「第九　合唱付」
JTBコミュニケーションズ・グループ：指定
管理者(三田市総合文化センター)

1,400

〃 みき演劇セミナー第十九発「わがまちシリーズ第12弾」
公益財団法人　三木市文化振興財団(三木市
文化会館)

900

〃 第29回　伊丹市民オペラ定期公演　「カルメン」
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）)

2,000

〃 永楽館歌舞伎 豊岡市(豊岡市立出石永楽館) 3,500

〃 第23回みつなかオペラ　ベッリーニ：歌劇「清教徒」
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)

3,500

奈良県
劇団いかるが第十六回公演　斑鳩物語パート16『ぽっくり寺騒動
記』

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

島根県
芸術座創立百年・住民参加創作ミュージカル『島村抱月～夢・ふ
るさと・ドラマ～』

公益財団法人　浜田市教育文化振興事業団
(浜田市石央文化ホール)

1,000

〃 プラバ・オルガンコンサート　クリスマスの贈りものSpecial
特定非営利活動法人　松江音楽協会(松江市
総合文化センター　プラバホール)

100

岡山県 ベートーヴェン　ピアノ・ソナタ全曲連続演奏会
特定非営利活動法人　バンクオブアーツ岡山
(おかやま旧日銀ホール（ルネスホール）)

300

〃 天プラ・ダンスセレクション2014
公益社団法人　岡山県文化連盟(岡山県天神
山文化プラザ)

300

広島県
子ども参加型お芝居　トム・プロジェクト　ファミリーシアター
「だいだいの空」公演

世羅町教育委員会(世羅町せら文化センター) 600

〃 樫本大進／エリック・ル・サージュ　デュオリサイタル
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）)

500

〃 演劇引力廣島第12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）)

3,000

〃 ミュージックシアターASAKITA第20回公演
財団法人　広島市未来都市創造財団(広島市
安佐北区民文化センター)

500

山口県 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）)

1,600

〃 第14回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート2015＞
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）)

1,700

徳島県 県民と創るファミリーオペラ　『ヘンゼルとグレーテル』
公益財団法人　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）)

2,100

〃 市民演劇ミュージカル「スマイル・スマイル・スマイル」
公益財団法人　徳島市文化振興公社(徳島市
立文化センター)

1,100

香川県 30周年記念行事・とらまる人形劇カーニバル2014
とらまる人形劇カーニバル実行委員会(東か
がわ市とらまるパペットランド)

1,100

愛媛県 内子座文楽公演 内子座文楽公演実行委員会(内子座) 2,400

15



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
(卖位：千円)

高知県 カンパニー・ロディージョ「人生の贈り物」
公益財団法人　高知市文化振興事業団(高知
市文化プラザ)

300

福岡県
筑後市制60周年・サザンクス筑後20周年記念～サザンクス筑後音
楽祭～　「第九」＆「いのちの祝祭」演奏会

公益財団法人　筑後市文化振興公社(サザン
クス筑後)

1,400

〃 響ホール室内楽フェスティバル
公益財団法人　北九州市芸術文化振興財団
(北九州市立響ホール)

1,000

〃
筑前町マンスリーコンサート第5弾　九州室内管弦楽団によるオー
ケストラ

筑前町教育委員会(筑前町めくぱーる) 400

〃
アクロスちびっこコンサート　こどものためのオペラ「花咲かじ
いさん」

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）)

1,100

佐賀県 宝石箱コンサートXVIII　光り輝く宝石たち 武雄市(武雄市北方公民館) 700

〃 市制60周年記念事業　九州交響楽団　鳥栖演奏会
フッペル鳥栖ピアノコンクール実行委員会
(鳥栖市民文化会館)

1,100

長崎県 夏の雲は忘れない 新上五島町(新上五島町石油備蓄記念会館) 400

熊本県 子ども向け人形劇公演　「ズッコケ時間漂流記」
合志市文化芸術自为事業実行委員会(合志市
文化会館)

400

大分県 能楽の祭典
株式会社　テイクファイブ・株式会社　メン
テナンス　共同事業体：指定管理者(平和市
民公園能楽堂)

1,500

宮崎県 宮崎市こどもきらめく音の祭典 宮崎市(宮崎市民文化ホール) 800

〃 ひむかオペラ　歌劇「カルメン」
公益財団法人　延岡総合文化センター(延岡
総合文化センター)

2,100

鹿児島県
平成26年度宝山ホール自为企画事業　「Kagoshima Gala Festival
2014」

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）)

1,700

沖縄県 琉球オペラアオリヤエ　尚寧王妃の詩　ようどれに眠る愛
浦添市文化芸術振興事業実行委員会(浦添市
てだこホール)

1,700

（注）※は、施設命名権（ネーミングライツ）によるもの。
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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
(卖位：千円)

北海道 幕末・明治の戦争イメージ 北海道立函館美術館(北海道立函館美術館) 300

〃 中谷有逸展 北海道立帯広美術館(北海道立帯広美術館) 1,100

〃 第30回写真の町東川賞受賞作家作品展事業
東川町写真の町実行委員会(東川町文化ギャラ
リー)

1,300

〃 笠井誠一展
公益財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌芸術
の森美術館)

2,000

青森県
日本近現代洋画への旅　～鷹山宇一作品と山岡コレクションを中心に～
展

公益財団法人　鷹山宇一記念美術振興会(七戸
町立鷹山宇一記念美術館)

600

宮城県 対話の可能性　記録と想起―3がつ11にちをわすれないために展
公益財団法人　仙台市市民文化事業団(せんだ
いメディアテーク)

3,500

〃 わが愛憎の画家たち―針生一郎と戦後美術　展 宮城県美術館(宮城県美術館) 1,300

秋田県 「特別展　菅江真澄　旅のまなざし」 秋田県立博物館(秋田県立博物館) 1,000

〃 開館25周年・国民文化祭開催記念「秋田・日本画の系譜」展 秋田市立千秋美術館(秋田市立千秋美術館) 2,200

福島県
「コレクション・クッキング　近くを視ること／遠くに想いを馳せるこ
と－対話と創造」

福島県立美術館(福島県立美術館) 3,000

茨城県 ヂョン・ヨンドゥ展
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)

3,500

〃 「ワカラナイ」ノススメ　Part2 茨城県近代美術館(茨城県近代美術館) 300

〃 開館40周年記念　特別展「慶喜」
公益財団法人　茨城県教育財団(茨城県立歴史
館)

3,000

群馬県 館林市制施行60周年記念・特別展「館林城为徳川綱吉」展 館林市教育委員会(館林市第一資料館) 1,200

〃
「横浜開港と生糸貿易上州商人―中居屋重兵衛・加部安左衛門を中心と
して―」

中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」(中之
条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」)

300

埼玉県 戦後日本住宅～内への眼差し 埼玉県立近代美術館(埼玉県立近代美術館) 3,000

〃 江戸の街道をゆく～五街道分間延絵図の世界～
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)

1,900

〃 没後300年記念　柳沢吉保とその時代 ―柳沢文庫伝来の品々を中心に― 川越市(川越市立美術館) 2,400

千葉県 原広司展
株式会社アートフロントギャラリー：指定管
理者(市原市水と彫刻の丘)

3,500

東京都 「あしたのジョー、の時代」展 練馬区立美術館(練馬区立美術館) 3,500

〃 「徒然草――美術で楽しむ古典文学」
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

〃 岡崎京子展
公益財団法人　せたがや文化財団(世田谷文学
館)

2,300

〃 開館30周年記念特別展『ジャパニーズ・ヴィーナス　藤井浩佑の世界』
小平市教育委員会(小平市平櫛田中彫刻美術
館)

2,900

〃 佐藤時啓展
公益財団法人　東京都歴史文化財団(東京都写
真美術館)

2,700

〃 第5回東京アートミーティング「アートと身体パフォーマンス」展
公益財団法人　東京都歴史文化財団(東京都現
代美術館)

2,200

〃 「瓦礫の上のベケット―祈りと共生のために」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 開館50周年記念展「横浜市民ギャラリーの50年」
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)

1,100

〃 あざみ野コンテンポラリーvol.5　山口勝弘展　Buena Vista
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)

1,700

〃 八木良太展　輪郭線
公益財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川県
民ホールギャラリー)

1,900

新潟県
里山の限界芸術シリーズ「地域芸術の潮流～古今東西、芸術文化の異種
交流～」

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)

1,900

富山県 「永井一正　ポスター・ライフ　1957-2014」展 富山県立近代美術館(富山県立近代美術館) 1,500

石川県 「高山右近とその時代」 石川県立美術館(石川県立美術館) 1,900

福井県 アートドキュメント2014　久世建二展
公益財団法人　金津創作の森財団(金津創作の
森)

900

長野県 生誕100年　矢﨑博信展
株式会社地域文化創造：指定管理者(茅野市美
術館)

2,200

〃 秋山白巖展 松本市(松本市美術館) 3,500

静岡県 下岡蓮杖展 静岡県立美術館(静岡県立美術館) 2,500

〃 没後100年　小林清親展
公益財団法人　静岡市文化振興財団(静岡市美
術館)

3,500

〃 特別展　浜松にもたらされた黄檗文化 浜松市博物館(浜松市博物館) 2,700

愛知県 特別企画展「桃山・江戸の華やぎ　古唐津・古武雄」 愛知県(愛知県陶磁美術館) 2,000

三重県 生誕140年記念　中沢弘光展 三重県立美術館(三重県立美術館) 1,900

〃 開館記念企画展「祈りと癒しの地　熊野」 三重県立博物館(三重県総合博物館) 2,200

地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示活動（合計71件・150,000千円）
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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
(卖位：千円)

滋賀県
《開館30周年記念展》安田靫彦生誕130年、小倉遊亀生誕120年　遊亀と
靫彦　師からのたまもの～純粋なる美を求めて～

滋賀県(滋賀県立近代美術館) 3,500

京都府 近衞家　王朝のみやび　陽明文庫の名宝
公益財団法人　京都文化財団(京都文化博物
館)

600

〃 茶の湯釜展 公益財団法人　泉屋博古館(泉屋博古館) 2,000

〃
特別展　APICHATPONG WEERASETHAKUL (アピチャートポン・ウィーラセー
タクン) 個展

京都市立芸術大学(京都市立芸術大学ギャラ
リー＠KCUA)

1,500

兵庫県
特別展　東京藝術大学小磯教室に学んだ美術家たち（1）　新宮晋展～い
ろいろな風～

神戸市立小磯記念美術館(神戸市立小磯記念美
術館)

3,000

〃 開館30周年　芭蕉生誕370年記念　芭蕉―30年間の新出作品を中心に 公益財団法人　柿衞文庫(柿衞文庫) 1,400

〃 「東京・ソウル・台北・長春　官展にみる近代美術」展 兵庫県立美術館(兵庫県立美術館) 3,500

〃 特別展「播磨と本願寺」 兵庫県立歴史博物館(兵庫県立歴史博物館) 2,000

島根県 木のリズム展
公益財団法人　浜田市教育文化振興事業団(浜
田市世界こども美術館)

1,000

〃 「生誕100年　植木茂展」 島根県(島根県立美術館) 3,500

岡山県 新発見　再発見の竹喬 笠岡市立竹喬美術館(笠岡市立竹喬美術館) 1,500

広島県
平成26年度企画展「西洋人が伝えた近世日本の姿と、日本人が描いた世
界と日本　～　古地図・版画・記録　守屋コレクションの世界～」

広島県立歴史博物館(広島県立歴史博物館) 900

〃 平成26年度秋の特別企画展「日本の香り―香道の歴史と美」
広島県立歴史民俗資料館(広島県立歴史民俗資
料館)

800

山口県 開館20周年記念　特別企画展「中原中也と日本の詩」
公益財団法人　山口市文化振興財団(中原中也
記念館)

1,700

徳島県 生誕140年・没後60年記念　水彩表現の開拓者　三宅克己回顧展 徳島県立近代美術館(徳島県立近代美術館) 2,600

〃 特別展「四国の大名―その美と心―」 徳島市教育委員会(徳島市立徳島城博物館) 1,400

香川県 四国八十八箇所霊場開創1200年展
香川県立ミュージアム(香川県立ミュージア
ム)

3,500

〃 拡張するファッション
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)

3,500

愛媛県 2014年度自为企画展　孤高の画家―馬越舛太郎 町立久万美術館(町立久万美術館) 1,000

高知県 第9回高知国際版画トリエンナーレ展
土佐和紙国際化実行委員会(いの町紙の博物
館)

1,000

福岡県 築城則子展
築城則子展実行委員会(北九州市立美術館分
館)

3,000

〃 特別展　九州仏 福岡市博物館(福岡市博物館) 3,500

〃 第5回福岡アジア美術トリエンナーレ2014
第5回福岡アジア美術トリエンナーレ実行委員
会(福岡アジア美術館)

3,500

佐賀県 特別展「岡田三郎助―エレガンス・オブ・ニッポン―」 佐賀県立美術館(佐賀県立美術館) 3,500

熊本県
平成26年度企画展覧会「水戸岡鋭治からのプレゼント―まちと人を幸福
（しあわせ）にするデザイン」

公益財団法人　熊本市美術文化振興財団(熊本
市現代美術館)

3,000

大分県 平成26年度特別展「九州の戦国」 大分県立歴史博物館(大分県立歴史博物館) 1,500

宮崎県
平成26年度特別展示会「西都原の100年　考古学の10年　そして、次の時
代へ」（Ⅱ）

宮崎県立西都原考古博物館(宮崎県立西都原考
古博物館)

1,900

鹿児島県 「会田　誠」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)

1,600

〃 生誕110年　海老原喜之助展 鹿児島市立美術館(鹿児島市立美術館) 3,500

沖縄県 「クニンダ（久米村）展」
沖縄県立博物館・美術館(沖縄県立博物館・美
術館)

1,100

18



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
(卖位：千円)

北海道 第26回北海道演劇祭in流氷の街紋別
第26回北海道演劇祭in流氷の街紋別実行委員
会

200

〃 「さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座20周年記念公演」 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 1,300

〃 人形劇フェスティバル2015年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 600

〃 LCアルモーニカ　オペラ公演「運命の力」（北海道初演） LCアルモーニカ 1,700

青森県 弘前バッハアンサンブル創立30年記念演奏会 弘前バッハアンサンブル 900

〃 劇団支木創立50周年記念公演第二弾 劇団支木 100

〃 弘前オペラ第43回定期公演　歌劇「メリー・ウィドウ」 弘前オペラ 1,300

〃 第55回定期演奏会 青森市民交響楽団 300

岩手県 いしがきMUSIC　FESTIVAL2014 いしがきMUSIC　FESTIVAL実行委員会 2,700

宮城県 名取こどもミュージカル2014公演 名取こどもミュージカル実行委員会 800

〃
創作和太鼓駒の会　発足35周年記念公演/第25回定期演奏会
Traditional （仮称）

創作和太鼓 駒の会 700

秋田県 能代オペラ　「椿姫」　La Traviata 全幕再演 能代オペラ音楽祭実行委員会 800

山形県
酒田フィルハーモニー管弦楽団  第42回定期演奏会 「岩崎洸・岩
崎潤　父子による夢の協演」

酒田フィルハーモニー管弦楽団 400

福島県 モーツァルト作曲　歌劇　魔笛 福島オペラ協会 1,100

群馬県 子どもが为役の舞台 特定非営利活動法人　Ballet Noah 700

〃 第19回国際ジュニアオーケストラフェスティバル
特定非営利活動法人　群馬県青少年オーケス
トラ協会

100

埼玉県 田中正造翁　没後百年顕彰記念公演「草魂～いのちを繁げ～」 劇団サードクォーター 400

〃 第3回ちちぶ国際音楽祭 ちちぶ国際音楽祭実行委員会 200

千葉県 第7回いちかわ市民ミュージカル公演 いちかわ市民ミュージカル実行委員会 800

〃 千葉・県民芸術祭参加　第40回現代バレエ合同公演 千葉県芸術舞踊協会 800

〃 第17回我孫子国際野外美術展 我孫子野外美術展実行委員会 700

〃
市民劇団「あびこ舞台」第52回公演「源氏物語」（超訳・現代
版）

市民劇団「あびこ舞台」 200

東京都 東京ジュニアオーケストラソサエティ　第15回記念定期演奏会
特定非営利活動法人　東京ジュニアオーケス
トラソサエティ

700

〃 渋谷混声合唱団　第20回定期演奏会（創立30周年記念演奏会） 渋谷混声合唱団 1,400

〃 武蔵野市民合唱団創立35周年記念第40回定期演奏会 武蔵野市民合唱団 1,600

〃 中央区交響楽団　創立20周年記念演奏会 中央区交響楽団 400

〃
熟年演劇　たつのおとしご会第25回記念公演「水の世界」≪たつ
のおとしご≫

演劇集団　たつのおとしご会 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 500

〃
多摩演劇フェスティバル25周年記念特別企画公演「たまには芝居
フェスティバル」

多摩演劇フェスティバル実行委員会 500

〃
第6回ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ　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

〃
芸能山城組創流四十周年記念　山城流スペクタクル　スーパー群
芸「鳴神」

芸能山城組創流四十周年記念事業実行委員会 500

〃 小泉八雲没後110年記念公演「漂流」 ともだちや 200

神奈川県 第40回記念人形浄瑠璃自为公演 あつぎ　ひがし座 100

〃 第50回記念定期演奏会 相模原市民吹奏楽団 800

〃 創立15周年記念　第30回定期演奏会 さがみはらフィルハーモニー管弦楽団 400

〃 第26回　遊行かぶき　「小栗判官と照手姫－愛の奇蹟」 公演 遊行舎 1,000

新潟県 第11回里山アート展 特定非営利活動法人　コスモ夢舞台 400

〃 長岡市民合唱団「今の時代を生きるミサ」日本初演特別演奏会 長岡市民合唱団 800

アマチュア等の文化団体活動（合計116件・93,100千円）
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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
(卖位：千円)

新潟県 寸分道リズム・アンサンブル演奏会 『打楽器の響演』 寸分道リズムアンサンブル 200

〃 第22回アルカディア音楽祭 アルカディア音楽祭実行委員会 100

富山県 黒川邦楽院開設10周年記念公演”創” 黒川邦楽院 800

〃 第7回富山国際現代美術展　「2014 ART/X/TOYAMA in 魚津」 富山国際現代美術展実行委員会 800

石川県
第43回「オーケストラと少年少女・子供の歌フェスティバル
2014」

オーケストラと少年少女実行委員会 1,100

〃 五木寛之監修　第10回『新しい風コンサート』 泰声会 100

福井県 宇野重吉生誕100年記念「ワーニャおじさん」公演 宇野重吉演劇祭実行委員会 900

〃 アンデパンダン in　SABAE さばえをアートなまちにする会 1,300

〃 創立20周年記念　きのこの森にぎわい創出事業 特定非営利活動法人　地球と握手 400

山梨県 第7回　笛吹音楽祭 笛吹音楽祭運営委員会 400

〃 桃源文化会館開館30周年記念单アルプス市民ミュージカル
单アルプス市民ミュージカル「プレミアム・
ドリーム」

700

〃 第8回八ヶ岳音楽祭inYamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 600

長野県 第27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 1,200

〃 第19回まつもと演劇祭 第19回まつもと演劇祭実行委員会 700

〃 NAGANO open-air THEATER2014 特定非営利活動法人　劇空間夢幻工房 400

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 500

愛知県 第6回蒲郡市青少年国際交流音楽祭 蒲郡市ジュニア吹奏楽団 200

三重県 渓城会「民謡をたずねて」30周年記念発表会（市民文化祭参加） 渓城会 400

〃 ヴォーカルアンサンブル《EST》第22回コンサート ヴォーカルアンサンブル《ＥＳＴ》 200

滋賀県 第18回長濱ゆう歌舞伎公演 長濱ゆう歌舞伎座 600

京都府 長岡京ソングライン 長岡京ソングライン実行委員会 300

〃 第11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

大阪府 第16回高槻ジャズストリート 高槻ジャズストリート実行委員会 1,500

兵庫県
兵庫県劇団協議会45周年記念合同公演「ピビンパ　ウェディン
グ」

兵庫県劇団協議会 1,000

〃
東日本と関西、東西シングロードフェスティバル－陸前高田の遺
児・被災住民と関西支援プロジェクトによる歌と踊りとミュージ
カル公演開催－

私の好きなこの街復興支援プロジェクト 800

〃 尼崎市吹奏楽団創立50周年記念演奏会 尼崎市吹奏楽団 1,000

〃 創作ミュージカル「有間皇子物語」 市民ミュージカル劇団『希望』 400

〃
KOBEスティールパンカーニバル2014～日・カリブ交流年2014によ
せて～

アスタ新長田スティールパン振興会 400

〃 高砂市制60周年記念　第12回　21世紀輝けTAKASAGO 高砂演奏連盟 300

〃 宝塚市制60周年記念　宝塚市交響楽団第55回定期演奏会 宝塚市交響楽団 1,000

〃 第2回神戸わだつみ祭 太鼓衆団輪田鼓 500

奈良県 第39回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 1,400

〃 第29回邦楽演奏会 香芝市三曲協会 200

〃 よみがえる万葉歌と創作舞踊と音楽 奈良県文化協会連盟 1,500

〃 ナ・LIVE2014 ナ・LIVE実行委員会 400

和歌山県 劇団ZERO　公演 劇団ZERO 400

〃 第16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

島根県 なかうみ交響楽団　10周年記念　第11回演奏会 なかうみ交響楽団 100

岡山県 第9回津山国際総合音楽祭出展ミュージカル「しもやけライオン」 みゅーじかる劇団きんちゃい座 700

〃
岡山市ジュニアオーケストラ創立50周年記念演奏会（第17回スプ
リングコンサート）

岡山市ジュニアオーケストラ 1,900
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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
(卖位：千円)

広島県
広島ジュニアコーラス創立35年記念　第20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 400

山口県 山口鷺流狂言保存会結成60周年記念公演 山口鷺流狂言保存会 600

〃
宇部市舞台芸術フェスティバル実行委員会第7回公演音楽劇「琴崎
八幡宮ものがたり」（仮題）

宇部市舞台芸術フェスティバル実行委員会 2,500

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

〃 「阿波の国子ども歌舞伎」公演 特定非営利活動法人　とくしま傾く会 1,400

〃
NPO法人「オペラ徳島」第17回公演プッチーニ作曲オペラ「トゥー
ランドット」全3幕（イタリア語・日本語字幕付）上演

特定非営利活動法人　オペラ徳島 2,100

〃 徳島邦楽集団　第14回　演奏会 徳島邦楽集団 400

〃 第52回野外彫刻展 徳島彫刻集団 300

香川県 2014「かがわ第九」演奏会 香川第九実行委員会 700

〃 サラダボール公演「ロベルト・ズッコ」 サラダボール 800

愛媛県
第二回別子山音楽祭　歌劇「天空の町―別子銅山と伊庭貞剛」
欧州巡演記念公演

オペラプラザ愛媛 1,800

〃 オペラえひめ設立10周年記念　第9回定期公演　歌劇「カルメン」 オペラえひめ 900

〃
（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　2014　in　香川」

社団法人　現代舞踊協会　四国支部 1,100

高知県 高知コンサートグループ創立50周年記念演奏会 高知コンサートグループ 200

福岡県 福岡発ミュージカル“ASUKA”公演 福岡発ミュージカル“ASUKA”実行委員会 700

〃 40周年記念演奏会 福津市民吹奏楽団 100

〃
平成26年度　西日本オペラ協会「コンセル・ピエール」公演オペ
ラ「カプレーティ家とモンテッキ家」

西日本オペラ協会「コンセル・ピエール」 1,700

〃 創立50周年記念演奏会 久留米音協合唱団 1,000

〃
劇団パワーキッズ2014年度本公演ミュージカル『エレファント・
ハート』

劇団パワーキッズ 500

〃 サムライ・アート・マジック～黒田武士のオモイヤリ～ 特定非営利活動法人　アイアートレボ 1,400

佐賀県 ティーンズミュージカルSAGA創立10周年記念ミュージカル公演 ティーンズミュージカルSAGA 1,900

長崎県
佐世保市民管弦楽団第65回定期演奏会～創立50周年記念演奏会
第2弾～

佐世保市民管弦楽団 200

大分県 大分県美術協会50周年記念事業 大分県美術協会50周年記念事業実行委員会 3,500

宮崎県
平成26年度県民芸術祭～神の棲む里の伝説～　オペラ「鬼八」全
二幕

宮崎県オペラ協会 500

〃 都城音楽村2014”シアターピースを楽しもう”（仮称） 都城音楽協会 300

鹿児島県 第2回子ども芸術祭　もぜ0・1・2～うまれてはじめての出会い～ 鹿児島県子ども劇場協議会 500

〃
第30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
沖縄オペラアカデミー創立記念公演イタリア・沖縄合同オペラ
「フィガロの結婚」

一般社団法人　沖縄オペラアカデミー 800

〃 第20回しまくとぅば語やびら大会 沖縄県文化協会 300

〃 平成26年度沖縄オペラ協会公演　オペラ「ドン・カルロ」 沖縄オペラ協会 2,000

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

〃 クラリネットのたのしみ 一般社団法人　日本クラリネット協会 400

〃 2014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 1,000

〃 第34回全日本少年少女合唱祭全国大会「岡山大会」 全日本少年少女合唱連盟 1,200

〃 第38回全日本川柳2014年富山大会 一般社団法人　全日本川柳協会 100

〃 第14回全国中学校総合文化祭　沖縄大会 全国中学校文化連盟 400

〃 スチューデント・ジャズ・フェスティバル　2015　東日本大会 日本学校ジャズ教育協会　東日本本部 1,000

〃 第42回全国アマチュアオーケストラフェスティバル甲府大会
公益社団法人　日本アマチュアオーケストラ
連盟

1,200

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県」欄に「全国」と表記している。
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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
(卖位：千円)

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
加賀橋立伝統的建造物群保存地区　記念冊子「加賀橋立伝統的建造
物群保存地区　保存修理事業10年のあゆみ」の作成

加賀市 300

三重県 「亀山市関宿」重伝建選定30周年記念シンポジウム開催活動 亀山市 1,300

滋賀県 「佐和山城フォーラム2014」 彦根市 200

京都府 宮津まちなみシンポジウム 特定非営利活動法人　天橋作事組 200

兵庫県
城下町篠山「重要伝統的建造物群保存地区選定10周年記念」保存啓
発活動

篠山市 300

岡山県 勝山映像フェスティバル2014 特定非営利活動法人　勝山・町並み委員会 1,000

福岡県 「博多百年町家へようこそ！」プロジェクトⅢ ハカタ・リバイバル・プラン 2,700

熊本県 全国文化的景観地区連絡協議会　日田大会 全国文化的景観地区連絡協議会 700

大分県 城下町杵築観月祭 城下町杵築観月祭実行委員会 900

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12件・10,700千円）

（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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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
(卖位：千円)

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

〃 栃木県など3県民謡（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 1,500

福島県 ふるさとの祭り2014 ふるさとの祭り実行委員会 1,800

茨城県 常陸大津の御船祭 常陸大津の御船祭保存会 3,500

栃木県 民俗芸能・技術記録保存事業 日光市 2,600

埼玉県
第2回さいたま伝統芸能普及フェスティバル～地域の宝守り伝えて
～

さいたま伝統芸能普及フェスティバル実行委
員会

500

千葉県 房総の郷土芸能2014 房総の郷土芸能2014実行委員会 400

〃 地域に伝承されている郷土芸能の伝承公開 九十九里町教育委員会 1,100

東京都 成増里神楽の伝承公開 成増里神楽保存会 200

〃 伝統文化交流事業inゆとろぎ「郷土の伝統文化公演」 羽村市 300

神奈川県 第42回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 300

〃 平成26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

富山県 福野夜高祭り曳山・屋台伝承公開 福野曳山保存振興会 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 700

長野県 「犀川神社の杜煙火保存会」20周年記念事業 犀川神社の杜煙火保存会 1,500

静岡県 三遠单信ふるさと歌舞伎交流浜松・佐久間大会
三遠单信ふるさと歌舞伎交流浜松・佐久間大
会実行委員会

900

滋賀県 左義長の制作技術継承 左義長保存会 300

和歌山県 粉河祭 粉河祭保存会 400

鳥取県 地域に古くから伝えられている、手踊り・手笠踊りの伝承活動 河内おどり隊 300

山口県 保存会結成50周年記念特別公演 島田人形浄瑠璃芝居保存会 700

〃 藤生神楽復活25年祭 藤生神楽保存会 400

徳島県 四国の右下で民俗文化公演 中村園太夫座（岡花座） 400

香川県 第二十二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 400

福岡県 八女津媛神社の浮立の伝承・公開 八女津媛神社浮立保存会 400

〃 福岡県無形民俗文化財川渡り神幸祭デジタル映像記録事業 川渡り神幸祭みこしをかつぐ会 400

大分県 第5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・20,500千円）
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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
(卖位：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 3,000

石川県 地域で茅文化を学ぶ実践―2014金沢で茅葺き小屋づくり
特定非営利活動法人  石川県茅葺き文化研究
会

1,100

滋賀県 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

京都府 16世紀キリスト教用具蒔絵調度に関する研究
特定非営利活動法人　高台寺蒔絵技術等保存
伝承会

400

〃
装潢修理に必要な道具・原材料の制作技術に関する伝承者養成の
ための記録映像の製作

一般社団法人　伝統技術伝承者協会 1,500

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 500

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

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 2,500

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 2,900

〃 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 2,800

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・15,800千円）

（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。

24



平成２６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 
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香取　良彦 ◎尼ヶ崎　彬
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　 児玉　信 逢坂　恵理子 串山　久美子
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◎大橋　敏博 　 石川　健次 池邊　このみ
能祖　將夫 ◎枝川　明敬 桑山　俊道
坂東　亜矢子 亀岡　典子 佐野　賢治
藤原　惠洋 崎谷　康文 鈴田　由紀夫
舩木　篤也 志賀野　桂一 ○高山　茂

○茂手木　潔子 菘　あつこ 　 藤川　昌樹
　 本杉　省三 竹本　義明 ◎古家　信平 ◎主査
守山　実花 松本　玲子 ○主査代理

○柳沢　秀行 （五十音順）

音楽専門委員会（１０名）
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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）

西堂　行人

多分野共同等
専門委員会(１０名）

福島　明夫

大久保　充代
高橋　豊
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