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 独立行政法人日本芸術文化振興会（理事長 津田和明）では、芸術文化振

興基金による平成１８年度の助成対象活動を決定した。  
 芸術文化振興基金は、基金として政府から出資された５３０億円と民間か

らの出えん金１１２億円の計６４２億円を原資として、その運用益をもって

我が国の芸術家及び芸術文化団体が行う芸術の創造、普及を図るための活動

や地域の文化活動などを支援することを目的としている。  
 本年度の応募件数１，５８０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 川口幹夫）に諮り、そのもとに置かれた４つの部会、１１の専

門委員会（委員数８２名）において精力的かつ慎重な審査が行われた。  
 審査の結果、採択件数は７７１件、助成金交付予定額は１５億５，５５０

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

しており、審査のうえ助成対象活動が決定される。  

 



　

応募件数 採択件数 助成金交付予定額

（件） （件） （千円）

現代舞台芸術創造普及活動 618 217 673,300

音  楽 147 61 198,400

舞  踊 95 33 75,100

演  劇 376 123 399,800

伝統芸能の公開活動 85 44 92,400

美術の創造普及活動 39 20 23,900

先駆的・実験的芸術創造活動 169 58 102,400

芸術の国際交流活動 29 11 39,000

940 350 931,000

〔映画の製作活動〕（第１回募集分）    

劇映画 41 6 100,000

記録映画 12 4 25,000

アニメーション映画 1 1 12,500

54 11 137,500

地域文化施設公演・展示活動 258 179 277,900

文化会館公演活動 155 107 145,500

 美術館展示活動 103 72 132,400

アマチュア等の文化団体活動 274 187 159,400

532 366 437,300

  

14 14 10,800

民俗文化財の保存活用活動 28 23 18,400

12 7 20,500

54 44 49,700

1,580 771 1,555,500

芸術文化振興基金
平成１８年度助成対象分野別採択状況

助成対象分野

〔舞台芸術等の活動〕

小      計

小      計

〔地域文化関係の活動〕

小      計

合　　　計

〔文化財関係の活動〕

歴史的集落・町並み・文化的景観保
存活用活動

伝統工芸技術・文化財保存技術の
保存伝承等活動

小      計
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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・198,400千円）　　　　　　　　　　

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）
第２２回定期演奏会 アンサンブル・神戸 400

オーケストラ・プロジェクト２００６　武満徹に捧ぐ オーケストラ・プロジェクト 1,000

オーケストラ・リベラ・クラシカ　平成18年度定期演奏会 オーケストラ・リベラ・クラシカ 1,500

大阪センチュリー交響楽団　第１１０回～第１１９回　定期演奏会 財団法人　大阪府文化振興財団 25,000

ガレリアウインドオーケストラ第４回定期演奏会　「プロのバンドがな
すべきこと～邦人作品の過去・現在、そして未来を通して～」

ガレリアウインドオーケストラ 500

関西室内楽協会設立３０周年記念演奏会Ｊ.Ｓ.バッハ「マタイ受難曲」 関西室内楽協会 600

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

特定非営利活動法人　京都ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ室内合奏団 3,000

ロベルト・シューマン没後１５０年記念　シューマンプロジェクト
シューマン交響曲全曲＆主要管弦楽曲・協奏曲チクルス

財団法人　神戸新聞文化財団 2,600

サントリー音楽財団コンサート＜作曲家の個展２００６「野平一郎」＞ 財団法人　サントリー音楽財団 3,500

静岡交響楽団第３６回定期演奏会 静岡交響楽団 600

第４５回～第４９回定期演奏会 東京ニューシティ管弦楽団 6,000

奈良フィルハーモニー管弦楽団第１９回定期演奏会 奈良フィルハーモニー管弦楽団 700

「現代日本のオーケストラ音楽」第３０回演奏会 財団法人　日本交響楽振興財団 2,400

第７９回定期演奏会 財団法人　ニューフィルハーモニーオーケスト
ラ千葉

1,200

琉球交響楽団第１１回定期演奏会 琉球交響楽団 2,000

愛知県文化振興事業団プロデュース　オペラ「ラ・ボエーム」 財団法人　愛知県文化振興事業団 10,000

第２３回オペラ彩定期公演　オペラ「トゥーランドット」 オペラ彩 4,500

第５０回定期公演　オペレッタ　「マリツァ伯爵夫人」 喜歌劇楽友協会 1,800

京都オペラ協会　モーツァルト生誕250年記念公演「ドン・ジョヴァン
ニ」

京都オペラ協会 1,800

国立オペラ・カンパニー青いサカナ団　第２６回公演　歌劇『僕は夢を
見た、こんな満開の桜の樹の下で』

国立オペラ・カンパニー青いサカナ団 3,500

オペラ「フィガロの結婚」 群馬オペラ協会 3,500

札幌室内歌劇場第３４回公演　オペラ「魔笛」 特定非営利活動法人　札幌室内歌劇場 1,900

第１５回首都オペラ公演「仮面舞踏会」 首都オペラ 7,500

２００６仙台オペラ協会第３１回公演「花言葉」 仙台オペラ協会 4,500

第３２回　二期会オペラ公演　「魔笛」全２幕　日本語上演 二期会四国支部 4,500

オペラ「カルメン法廷」 有限会社　ニュー・オペラ・プロダクション 3,000

佐渡裕プロデュースオペラ「蝶々夫人」 財団法人　兵庫県芸術文化協会　兵庫県立芸術
文化センター

4,500

ひろしまオペラルネッサンス　Ｗ．Ａ．モーツァルト作曲「フィガロの
結婚」（全４幕、イタリア語上演、字幕付）

ひろしまオペラ推進委員会 9,500

青少年オペラ劇場　オペラ「森は生きている」 財団法人　びわ湖ホール 6,500

平成１８年度　北海道二期会　オペラ公演　「フィガロの結婚」公演 北海道二期会 6,000

人情歌物語　松とお秋 特定非営利活動法人　みんなのオペラ 800

第１６回神奈川オペラフェスティバル　第２夜　ウェーバー作曲　オペ
ラ『魔弾の射手』（原語上演）

特定非営利活動法人　横浜シティオペラ 2,900

アンサンブル　コルディエ（室内合奏団）定期演奏会　VOL.2～VOL.6 計
5回公演

アンサンブル　コルディエ 1,700

アンサンブル・ダーム２００６ アンサンブル・ダーム 100
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）
アンサンブル≪BWV2001≫　第６回定期演奏会 アンサンブル《BWV2001》 600

アルマ・マーラーとウィーン世紀末の芸術家たち 財団法人　神奈川芸術文化財団 1,400

第１２回神奈川国際芸術フェスティバル参加　ローベルト・シューマン
没後１５０年記念　スティーヴン・イッサーリス　プロデュース
シューマン・プロジェクト

財団法人　神奈川芸術文化財団 2,000

（仮称）ベルリン・フィルハーモニー木管五重奏団と奏でるモーツァル
トの調べ

財団法人　神戸市演奏協会 1,000

スウェーデン音楽の調べ Vol.３ ステーンハンマル友の会 100

宮川彬良とアンサンブル・ベガ　ポップス＆クラシックス Vol.12 財団法人　宝塚市文化振興財団 900

クァルテット・ウェンズデイ　シリーズ（弦楽四重奏の定期的公演シ
リーズ）

特定非営利活動法人　トリトン・アーツ・ネッ
トワーク

4,000

祝祭モーツァルト生誕２５０年≪モーツァルト２００６日本～モーツァ
ルトの現在、そして未来は～≫

日本モーツァルト研究所 1,000

アール・レスピラン第２１回定期演奏会「室内オーケストラの系譜Ⅳ～
歌、舞曲をめぐって」

アール・レスピラン 700

第４８回　大阪国際フェスティバル 財団法人　朝日新聞文化財団 13,000

第１８回アフィニス夏の音楽祭 財団法人　アフィニス文化財団 7,000

北野タダオ＆アロージャズオーケストラ第６８回～７７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 2,100

ロム・アルメ・オリンピック ヴォーカル・アンサンブル　カペラ 800

朗読と歌でつづる音楽劇「銀河鉄道の夜」 彩響舎 500

ザ・タロー・シンガーズ第８回東京定期演奏会『ドイツ合唱音楽の響き
PARTⅡ』

ザ・タロー・シンガーズ 600

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

第２７回霧島国際音楽祭 財団法人　ジェスク音楽文化振興会 6,000

青山太鼓見聞録 財団法人　児童育成協会 2,500

第８回福岡古楽音楽祭 １８世紀音楽祭協会 1,200

角田健一ビッグバンド　２００６定期公演 角田健一ビッグバンド事務所 2,400

東京現代音楽アンサンブルCOmeT・パフォーミング　エクスペリメント
シリーズⅢ

東京現代音楽アンサンブルCOmeT 1,000

日本合唱協会第１４９回、１５０回、１５１回、１５２回、１５３回定
期演奏会（５公演）

日本合唱協会 4,000

祝祭・国際モーツァルトin北海道２００６ 北海道モーツァルト協会 1,100

目白バ・ロック音楽祭２００６ 目白バ・ロック音楽祭実行委員会 3,000

守屋純子オーケストラ　セロニアス・モンク・コンペティション作曲賞
受賞記念コンサート

守屋純子オーケストラ 1,100

アジア・シルクロード音楽フェスティバル 特定非営利活動法人　ユーラシアンクラブ 1,200

横濱 JAZZ PROMENADE 2006 横濱　JAZZ　PROMENADE実行委員会 9,500
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現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計33件・75,100千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

日本とウクライナの若きアーティスト達 子どもの城バレエシアター 3,500

小林恭バレエ団公演５６「シェヘラザード、ペトルーシュカ、韃靼人の
踊り」

有限会社　恭アートオフィス 3,500

06佐々木美智子バレエ団公演 佐々木美智子バレエ団 2,400

06佐多達枝バレエ公演 佐多達枝・河内昭和バレエスタジオ 2,000

札幌舞踊会公演「ジゼル」全幕 有限会社　札幌舞踊会 1,900

スズキ・バレエ・アーツ　SUMMER PERFORMANCE2006 有限会社　スズキ・バレエ・アーツ 1,300

篠原聖一 バレエ・リサイタル「Dance for Life 2006」 DANCE for Life 実行委員会 2,200

第２８回 全道バレエ・フェスティバル・イン・サッポロ 社団法人　日本バレエ協会北海道支部 3,500

第１５回定期公演“くるみ割り人形”（全幕） 有限会社　野間バレエ団 2,700

波多野澄子バレエ団第７回公演「真夏の夜の夢」「Die　Tanzerin」 波多野澄子バレエ団 1,800

プティパの夕べ バレエＴＡＭＡ 1,800

「バレエスーパーガラ」バレエコレクション２００６ ｉｎ ＯＳＡＫＡ
有限会社　松田企画/MRB松田敏子リラクゼー
ションバレエ

2,000

コッペリア全幕 有限会社　宮下靖子バレエ団 2,400

DANCE SELECTION 2006 公演 株式会社　アンクリエイティブ 3,500

井上恵美子ダンスカンパニー公演 「flor」－花－ 井上恵美子ダンスカンパニー 1,200

服部有吉＆首藤康之　パートナーシップ　プロジェクト　vol.１「Y＋
Y」

株式会社　梅田芸術劇場 5,000

STspot Dance Series vol.64 ［the GROUND-breaking 2007］ 特定非営利活動法人　STスポット横浜 1,200

Ｋ's pro.公演「ウィリーズ」 Ｋ's pro. 300

第２７回現代舞踊フェスティバル 社団法人　現代舞踊協会 3,000

Co.山田うん＆いわき市民共同製作公演 Co.山田うん 2,900

第７回　シアターＸ　国際舞台芸術祭ＩＤＴＦ2006　メインテーマ「幽
色霊気」

シアターX国際舞台芸術祭実行委員会 4,000

ハートフルダンスvol.５真珠の月かげ SHIMIZU Bureau 2,600

ダンスワークス公演 ダンスワークス 1,700

能藤玲子創作舞踊公演「女の叫び」３部作 能藤玲子創作舞踊団 1,700

馬場ひかりダンスプロジェクト公演『曼陀羅華』 馬場ひかりダンスプロジェクト 700

２００６年芙二三枝子現代舞踊公演 芙二三枝子舞踊団 1,000

中嶋　夏＆とんでも舞踏団「霧笛舎」「根も葉もなく－夢と廃棄」舞踏
公演

舞踏集団「霧笛舎」 1,300

プロフェッショナルダンスセンター公演『ヒロシマレクイエム』 プロフェッショナルダンスセンター公演制作部 900

ポジ／ネガ街道反転ツアー　ニッポニアニッポン まことクラヴ 1,900

Yoko Ando Project　ワークショップ＆ダンス公演「feel＆connect」 Yoko Ando Project 4,000

横浜ダンスコレクションＲ２００７ 財団法人　横浜市芸術文化振興財団 4,000

Roussewaltz公演　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ Rousse waltz 1,200

第１３回神奈川国際芸術フェスティバル「アートダンスカナガワ」 社団法人　神奈川県芸術舞踊協会 2,000
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計123件・399,800千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

にしすがも創造舎劇場開設記念阿部初美＋長島確
特定非営利活動法人　アートネットワーク・
ジャパン

3,000

身も心も『第二章　流れ姉妹』 株式会社　アール・ユー・ピー 5,500

第２６回本公演「我らの背骨ははるか大地を突き抜けて」 劇団　Ugly duckling 3,000

「w；ｔ　ウィット」 株式会社　足立コミュニティ・アーツ 1,800

ａｖｅｃビーズevolution4 Goin'Home～遠まわりして帰ろ～ ａｖｅｃビーズ 600

「劇団東京乾電池祭り」　～創立３０周年記念公演～ 有限会社　Eハウス 8,500

寺山修司全作品上演計画「中国の不思議な役人」 池の下 1,300

ナツノトビラ 劇団維新派 5,000

劇団１９８０　第４６回公演　『少々乱暴』 有限会社　劇団１９８０ 7,500

イッセー尾形の作り方 イッセー尾形・ら株式会社 5,000

無伴奏デクノボー奏鳴曲～宮沢賢治の夢のかけら～ 株式会社イング 800

ウォーキング・スタッフ　プロデュース　「Solo」 ウォーキング・スタッフ 4,000

遊園地再生事業団プロデュース　『カルデーニオ』 有限会社ウクレレ 3,500

うずめ劇場第２２回公演『道城寺～班女～卒塔婆小町』 うずめ劇場 600

小さな紳士 株式会社　エーシーオー沖縄 4,000

劇団NLT公演『宴会泥棒』 株式会社　エヌ･エル･ティー 9,500

劇団Ｍ．Ｏ．Ｐ．第41回公演『ズビズビ。』 劇団Ｍ．Ｏ．Ｐ． 5,000

演劇組織 「夜の樹」第２３回公演「夜の樹」 演劇組織 「夜の樹」 1,000

大川興業第３１回本公演「Show The BLACKⅡイウ コエ オト」 大川興業 1,300

大阪人情喜劇の会　曾我廼家喜劇公演 特定非営利活動法人　大阪人情喜劇の会 2,100

ナーバスな虫々On Mobile !ＯＪＯ! 2,600

劇団一跡二跳２０周年記念第２弾「平面になる」 株式会社　オフィス　ワン・ツー/劇団一跡二跳 2,200

海市（Ｋａｉｓｈｉ）－工房　第１６回公演「蟻の塔」 海市（Ｋａｉｓｈｉ）－工房 700

Reflection／反省 劇団解体社 3,500

『ハムレット／マシーン』ハイナ・ミュラー原作による 鴎座 3,500

リターン・マッチ 株式会社　関西芸術座 1,900

方向転換　子供が舗道で死んでいる ギイ・フォワシィ・シアター 2,000

意趣返しはお手柔らかに 劇団岸野組 1,300

レパートリーシアターVol.19短篇演劇アンソロジーⅡ　芥川龍之介編
「南京のキリスト」・「アグニの神」二本立て上演

劇団キンダースペース 900

グリング第１３回公演「虹」 グリング 1,300

おかめはちもく グループる・ばる 3,500

「女中たち」 有限会社　黒色テント 1,500

デフ・パペットシアター・ひとみ結成２５周年記念作品「箱　ある家族
のかたち」（仮）製作・横浜公演

財団法人　現代人形劇センター 2,600

劇団コーロ公演「創立２０周年記念４作品連続公演」 株式会社　劇団コーロ 2,700

サイスタジオ公演　vol.20　「イエスタディ」 泚株式会社／サイスタジオ 700

三条会「レミング～世界の涯てへ連れてって」 三条会 1,400
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

曽我廼家喜劇・山椒の会 山椒の会 700

シェイクスピア大作喜劇・悲劇連続上演第二弾　「十二夜」・「お気に
召すまま」・「ハムレット」

有限会社　シェイクスピアシアター 4,000

「ヴァージニア・ウルフなんかこわくない？」 有限会社　シス・カンパニー 4,000

「バクの揺りかご」 有限会社　シス・カンパニー 5,500

『死ぬまでにしたい１６個目のこと』 シベリア少女鉄道 2,900

楽屋２００６ 新宿梁山泊 1,500

劇団創立５５周年記念公演　チェホフ作「熊」＝喜劇一幕＝ 財団法人　新制作座文化センター 1,600

新転位・２１第８回公演「異族の歌－伊藤素子オンライン詐取事件－」 新転位・21 2,600

菅間馬鈴薯堂　第１９回公演　「夕方から夜明けまでの舟」 菅間馬鈴薯堂 400

ラドママプロデュース５周年記念公演「しあわせな日々」－江古田スト
アハウス提携公演－

杉浦千鶴子+ラドママプロデュース 1,000

青年劇場第９１回公演　『尺には尺を』 有限会社　青年劇場 5,000

サミュエル・ベケット生誕１００年記念公演「しあわせな日々」 劇団世界劇場 2,000

雪の女王 財団法人　せたがや文化財団 3,500

拙者ムニエル第２２回本公演『ＦＬＯＷＥＲ』 拙者ムニエル 1,200

http://www.Ophelia/machine.ne.jp~　ハイナーミュラーミラー Vol.2 千賀ゆう子企画 700

「ゴーシュの夜の夜」 有限会社　総合劇集団俳優館 2,600

巣林舎　第4回公演　“出世景清” 巣林舎 2,400

劇団そとばこまち　３０周年記念公演　「キャビア・ウーマン」 劇団そとばこまち 1,500

空の驛舎　第５回公演「おはよう…こんにちは…さようなら」 空の驛舎 600

ラックシステム『おたのしみ』 玉造小劇店 4,000

リリパットアーミーⅡ　第４４回公演　夜の姉妹 玉造小劇店 3,500

地点第１２回公演『ワーニャ伯父さん』 地点 2,100

三人でシェイクスピア 有限会社　劇団鳥獣戯画 1,900

「MSA Collection 2006」 die pratze 1,600

演劇　緒形拳ひとり芝居「白野弁十郎」 株式会社　東急文化村 4,000

広渡常敏創作戯曲Ⅱ　海の五十二万石 有限会社　東京演劇アンサンブル 8,500

東京芸術座第９２回公演「よだかの星－わが子よ、賢治－」 有限会社　劇団東京芸術座 4,000

震災から生き延びた男のはなし 劇団道化座 1,500

恍惚の人 劇団東宝現代劇七十五人の会 1,600

ユタカの月 有限会社　扉座 3,500

第２６回公演『正しい街』 飛ぶ劇場 1,900

骨唄 トム・プロジェクト　株式会社 5,000

劇団銅鑼No.34『楽園紛争』 有限会社　劇団銅鑼 7,500

中川雅夫どんちょう会第２０回記念公演 中川雅夫どんちょう会 2,600

フキコシ・ソロ・アクト・ライブ 有限会社　中村ステージプロダクション 3,000

南船北馬一団　「ななし」 南船北馬一団 1,300

れぽっく・あべっく・清水邦夫「いとしいとしのぶーたれ乞食」 ＮＡＮＹＡ－ＳＨＩＰ 1,200

ニットキャップシアター第２１回公演 ニットキャップシアター 900
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

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 28,000

劇団創立６０周年記念公演パートⅠ　第２回大阪記念公演、及び第４２
回お正月公演「潜水海賊キャプテン・グック」

有限会社　人形劇団京芸 3,500

バカの看板 猫のホテル 1,600

夜の来訪者 株式会社　俳優座劇場 2,900

スカタン或いは はえぎわ 500

百鬼夜行抄２ 株式会社　花組芝居 6,000

劇団犯罪友の会　野外演劇公演「かしげ傘」 劇団犯罪友の会 3,500

劇団Ｂ級遊撃隊公演　『プラモラル』 劇団Ｂ級遊撃隊 1,600

平石耕一事務所第１１回公演　『いらかのなみ』 平石耕一事務所 3,000

砂漠の音階 風琴工房 1,100

ムーンリバー 劇団フライングステージ 500

糸地獄２００６ プロジェクト・ムー 1,300

ペンギンプルペイルパイルズ＃11「イチジクの完成」 ペンギンプルペイルパイルズ 2,800

劇団朋友第３２回公演『卒業～The GRADUATE～』 有限会社　劇団朋友 5,500

ポツドール特別公演「女のみち」 ポツドール 400

『仰げば尊くなし』 三田村組 2,000

第１０回みつわ会公演　久保田万太郎作品公演＜その１７＞ みつわ会 1,700

劇団未来劇場第８７回公演「笑劇・戯れせんとや生れけむ」 株式会社　劇団未来劇場 1,900

秘密の花園 有限会社　モード 7,500

伝統の現在ＮＥＸＴ３「天守物語」 株式会社　森崎事務所 3,000

新作　曼珠沙華Ⅱ 劇団　夜行館 1,000

遊劇体＃42『あの眩い光に砕けろ』 遊劇体 700

Please Send Junk Food in HOKKAIDO 劇団 指輪ホテル 2,900

横浜ボートシアター創立２５周年記念その①象と火山の島で 横浜ボートシアター 4,000

「楽塾版☆十二夜」Space早稲田開場１０周年記念Vol.1 有限会社　流山児オフィス/流山児★事務所 2,100

龍昇企画公演『夢十夜』 龍昇企画 2,600

パイレーツ　オブ　花山田小学校 株式会社　劇団うりんこ 1,500

影絵劇「星の王子さま」公演 有限会社　劇団かかし座 2,300

劇団風の子小型演劇フェスティバルイン旭川 有限会社　劇団風の子 3,000

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 9,000

劇団群馬中芸公演　２００６年春のこども劇場「カエルの豆太」 有限会社　群馬中芸 1,100

子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム２００６
子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム実行委
員会

2,600

鹿児島県中学生高校生のための地域巡回公演「知覧・青春」 有限会社　劇団道化 4,500

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 25,000

2006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 4,000

こどもの劇場「ねずみくんのチョッキ」 有限会社　劇団プーク 2,800

北海道養護学校巡回公演 有限会社　劇団みんわ座 3,500

オリジナルミュージカル「蝦夷の炎」
株式会社　ティーエスミュージカルファンデー
ション

5,500
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

音楽座ミュージカル「泣かないで」 株式会社　ヒューマンデザイン 13,000

ミュージカル座公演　ミュージカル「アイ・ハヴ・ア・ドリーム」 有限会社　ミュージカル座 3,000

＜響きの歌２０周年記念特別公演＞サインミュージカル「ムーン・ガー
デン」

メディア・ワークス 2,300

わらび座ミュージカル「義経」京都市公演 株式会社　わらび座 3,000

甲斐京子ダンス・ソング・ドラマ５ 新しいレビュー公演実行委員会 1,200

能ジャンクション－『当麻』『葵上』 有限会社　空中庭園 3,500

「ＫＯＵＳＫＹ　Ⅳ」　沢　則行 meets 中西　俊博 財団法人　児童育成協会 1,300

ちいさな人形たちの夏まつり 全国専門人形劇団協議会 1,000

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 2,900

薔薇笑亭SKD　第１５回劇場公演　「MY麗美優」 薔薇笑亭SKD 700

劇団若獅子公演「忠臣蔵伝説－その前夜－」 劇団若獅子 2,900
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伝統芸能の公開活動（合計44件・92,400千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

第七回　宇高青厳能之会 宇高会 300

江戸糸あやつり人形座　古典公演 江戸糸あやつり人形座 1,500

震災復興祈願　神明水辺公園能舞台こけら落し 財団法人　観世文庫 2,400

伝統芸能創造プログラム「継ぐこと・伝えること」 財団法人　京都市芸術文化協会 3,000

金剛流　普及能 金剛会 400

ザ・学校狂言 有限会社　茂山狂言会 1,600

英の会　第１６回公演　「ひとり芝居　はなれ瞽女おりん」 新派女形芸を守る会 2,000

前進座創立７５周年記念公演『謎帯一寸徳兵衛』『口上』『魚屋宗五
郎』

劇団前進座　株式会社 7,000

ＴＴＲ能プロジェクト２００６公演「望月」 ＴＴＲ能プロジェクト 300

歌舞伎フォーラム公演『大石妻子別れ』・『俄獅子』 特定非営利活動法人　日本伝統芸能振興会 8,000

能楽ＢＡＳＡＲＡ第４回公演 能楽ＢＡＳＡＲＡ 500

みやびとひかり能乃会 橋本聲吟社 600

二人の会 二人の会 800

文楽地方公演【１０月･３月（全国）】 財団法人　文楽協会 27,000

豊春会　春の能 豊春会 500

豊春会　秋の能 豊春会 500

第１０回石川利光尺八リサイタル 石の会 400

オーラＪ第１８回定期演奏会「共楽の楽器たち　日本楽器の展開」 オーラJ 400

第４回　囃子堂 京都囃子方　同明会 600

古典音楽に親しむ　冬の三味線コンサート 特定非営利活動法人　三味線音楽普及の会 400

奏心会－２００６－ 奏心会 100

創邦２１　第７回作品演奏会 創邦２１ 300

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 200

常磐津綱男勉強会 綱男会 400

長唄東音会　定期公演 長唄東音会 2,800

「Ｍｅｅｔ　ｔｈｅ和楽器」（伝統音楽鑑賞・体験プロジェクト） 特定非営利活動法人　日本音楽集団 1,800

真しほ会 真しほ会 600

月例　民謡定席 民謡研究会 500

邦楽の新しい響きⅡ～歌と聲の多様性　米川裕枝　箏・三弦リサイタル 株式会社　米川敏子音楽事務所 1,200

第十回記念　獅子の会舞踊公演 獅子の会 1,900

朱鷺之會舞踊公演 朱鷺之會 400

小学校日本舞踊鑑賞教室 財団法人　日本舞踊振興財団 3,500

競宴Ⅲ 財団法人　日本舞踊振興財団 5,000

「秋のお笑い大行進」 東京演芸協会 600

第１７回『大演芸まつり』 日本演芸家連合 2,300

ボーイズバラエティ大会 ボーイズバラエティ協会 300
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

楽劇「大田楽」 特定非営利活動法人ＡＣＴ．ＪＴ 1,500

大阪楽所第二十四回雅楽演奏会 大阪楽所 900

沖縄芸能関連協議会公演 沖縄芸能関連協議会 2,800

沖縄伝統舞踊公演「保持者公演」 沖縄伝統舞踊保存会 2,400

第１１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 600

邦楽彩りキャンパス 株式会社　ブライトワン 800

甦る写し絵と影絵の世界 有限会社　劇団みんわ座 3,000

伶楽舎夏休み特別企画「子供のための雅楽コンサート」 伶楽舎 300
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美術の創造普及活動（合計20件・23,900千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

アートプログラム青梅２００６「街の記憶」展 アートプログラム青梅実行委員会 700

Asian Art Now ２００６ 特定非営利活動法人　アジア文化交流協会 300

桐生再演１２～街における試み～ ＡＢ・Ｃ 2,000

雨引の里と彫刻２００６ 雨引の里と彫刻実行委員会 3,000

「サスティナブル・アートプロジェクト２００６「言の試み」展 環境プロセスアート 800

国際野外の表現展２００６比企 国際野外の表現展実行委員会 1,400

「プロジェクトコレクティブ＿KANDADA」展 コマンドＮ 2,100

Ｃｏｎｔｉｎｕｅ Ａｒｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ ２００６ Continu Art Project実行委員会 2,200

EXHIBITION C-DEPOT 2006 Ｃ－ＤＥＰＯＴ 600

国際フィルムイベント「ＷＩＴＨＯＵＴ　ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ」“参照
なしに”

スプレンダー 300

新世代への視点　２００６展 東京現代美術画廊会議 1,700

「東京写真月間２００６」 社団法人　日本写真協会 1,600

Between ECO&EGO（エコとエゴのはざまで） Between ECO&EGO実行委員会 1,900

富山県氷見市における森・川・海をつなぐアートプロジェクト「氷見ク
リック２００６～場所の再生から地域の再生へ」

氷見クリック実行委員会 1,500

宮島達男展「時の庭」 ＢＥＰＰＵ　ＰＲＯＪＥＣＴ 1,000

メビウスの卵展２００６ メビウスの卵展実行委員会 900

「朔乱」～石山朔が横浜にアート旋風を巻き起こす～ 石山　朔 100

Earthwork International 06　花水舞台 田甫　律子 800

ノー・ウォー美術家の集い横浜展 ノー・ウォー美術家の集い横浜 700

山田葉子展（メタルアートミュージアム光の谷にて） 山田　葉子 300
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先駆的・実験的芸術創造活動（合計58件・102,400千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）
オーケストラ・ニッポニカ 第10回・第11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
3,500

第１３回新しいうたを創る会演奏会～“うた”の現在～ 新しいうたを創る会 1,400

Absolute-MIX Presents Electronic-Acoustic Music Absolute-MIX 実行委員会 1,800

Ensemble Contemporary α ２００６年シーズン Ensemble Contemporary α 800

Ensemble Bois 2006年度 演奏会 Ensemble Bois 800

ヴォクスマーナ 第１５～１６回定期演奏会 ヴォクスマーナ 600

中村明一  虚無僧尺八の世界　第１４回リサイタル　東北の尺八 オフィス・サウンド・ポット 3,000

ConText-観・そして・感-vol.2 “シアター・ミュージックの魅力／フ
ルートとパーカッションの可能性”

片岡　綾乃 700

シリーズ「作曲家の音」２００６年度公演 川島　素晴 1,500

「Satoko Fujii Four+4 in Japan 2006」 Satoko Fujii Four+4 900

サントリー音楽財団コンサート２００６　TRANSMUSIC　対話する作曲家
「三輪眞弘」

財団法人　サントリー音楽財団 2,900

ＺＡＭＰＡ（残波大獅子太鼓）２０周年記念公演 残波大獅子太鼓 3,000

anti fourier / instability （非フーリエ／不安定性） 渋谷　慶一郎 1,200

菅原淳とその仲間達による“ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ” vol.10 菅原淳とその仲間達による「ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ･ﾐｭｰｼﾞｱ
ﾑ」

1,000

関澤真由美マリンバリサイタル「和の美　洋の美」 関澤　真由美 100

next mushroom promotion Vol.9「絶品！アラカルト」 next mushroom promotion 1,000

パシフィック・クロッシング２００６～アメリカ音楽のあらたな流れ パシフィック・クロッシング実行委員会 1,200

北杜国際音楽祭06 「北杜国際音楽祭06」実行委員会 2,300

真鍋尚之笙リサイタル　vol.4　作品個展 真鍋　尚之 300

吉原すみれパーカッションリサイタル２００６ 吉原　すみれ 600

吉村七重筝リサイタル２００６～筝曲の新たなる領域～ 吉村　七重 400

吾妻橋ダンスクロッシング 吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会 1,700

アンサンブル・ゾネ　ダンス公演「Light,Wind,Ash and Mountain－光と
風と灰と山－」

アンサンブル・ゾネ 1,800

上村なおかソロダンス２００７『ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ』 上村なおかX 1,500

大橋可也＆ダンサーズ新作公演「明晰さは目の前の一点に過ぎない。」 大橋可也＆ダンサーズ 900

木佐貫邦子新作ソロダンス公演 木佐貫ダンスオフィス 500

Kota Yamazaki Fluid hug-hug Co.『Rise:Rose』 Kota Yamazaki Fluid hug-hug Co. 2,300

エンタテイメントバレエSachiko 後藤　早知子 2,400

１００憶と１５０憶光年よりむこうから 白井剛プロジェクト 3,000

Dance Theatre LUDENS　ショートピース公演 Dance Theatre LUDENS 1,000

私の恋人 有限会社　ハイウッド 1,900

黒沢美香ソロ・ダンス「薔薇の人」 薔薇ノ人クラブ 900

矢内原美邦／ソロダンスパフォーマンス「peter」（仮題） ＭＩＫＵＮＩ　ＹＡＮＡＩＨＡＲＡ　ＰＲＯＪ
ＥＣＴ

1,000

山田せつ子ダンス公演『奇妙な孤独』京都公演 山田　せつ子 1,900

ユニット・キミホ公演 ユニット・キミホ 1,500
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助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）
ＡＲＩＣＡ新作パフォーマンス　黒沢美香×安藤朋子　「キオスク　Ｋ
ＩＯＳＫ」

ARICA 1,000

Rio. hmp 600

ハムレットマシーン ＯＭ－２ 2,800

美藝公 ＫＵＤＡＮ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 2,900

ベケット・ライブ　vol.８ 有限会社　スリーポイント 1,500

劇団態変２００６年度公演 劇団態変 900

モレキュラーシアター結成20周年「PANTANAL パンタナル」公演 MOLECULAR THEATRE 1,100

錬肉工房公演「風の対位法」 有限会社　錬肉工房 2,000

徹の笛　～第３回福原徹演奏会～ 福原　徹 700

performance “non_site” Responsive Environment 900

Error 「Ｈ．Ｇ．」 error 300

ヒロシマ　アート　ドキュメント　2006 CREATIVE UNION HIROSHIMA 1,000

「奈良美智プロジェクト」 財団法人　金沢芸術創造財団 2,900

ICANOF第6企画展「TELOMERIC テロメリック 展」 市民アートサポートICANOF 1,700

ランドマークプロジェクトⅡ BankART1929 3,500

船をつくる話2006―ふねはどこにいく？ PHスタジオ 2,100

ブルーノ・タウト展　アートの役割 ブルーノ・タウト展実行委員会 5,000

映像＋ネットワークインスタレーション「エキソニモ」新作展 財団法人　山口市文化振興財団 2,300

アーティスト・イン・ミュージアム横浜－美術館という場における実験
的映像制作の試み(仮題)

財団法人　横浜市芸術文化振興財団 400

第16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」2006

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

4,000

サマ－・アート・スクール＆パフォーマンス２００６ クリエイティブ・アート実行委員会 3,000

歌語り「狂雲坊主・一休宗純物語」 株式会社　トライアングル 4,500

ダンス白州２００６－－白州・夏・フェスティバル－－舞踊、芝居、音
楽、映像、造形の新作部門

白州・夏・フェスティバル実行委員会 6,000
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芸術の国際交流活動（合計11件・39,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）
世界太鼓フェスティバル－魂を打つ・太鼓を打つ 株式会社　鬼太鼓座 3,000

EARTH CELEBRATION 2006 アース・セレブレーション実行委員会 2,300

コレオグラフ・コレオグラファー［振付構成コラボレーションシリーズ
Vol.1］

特定非営利活動法人　カルチャー・リンクス 2,600

プーミポン国王御在位６０周年記念特別公演　虹の舞　PART9　羽衣伝説
二都物語

日本・アジア芸術協会 4,500

樋笠バレエ団創立３０周年記念国際交流合同公演「ザ・ドリーム」　ポ
ルトガル国立バレエ団・トルコアンカラ国立オペラ劇場バレエ団・スイ
スバーゼルバレエ団・樋笠バレエ団合同公演

樋笠バレエ団 6,000

コラボレーション舞台アート公演「融０７」 北海道舞台アート実行委員会 3,500

第５回東京国際フール祭 株式会社　アフタークラウディカンパニー 4,000

第１０回アジア小劇場演劇ネットワーク　アリスフェスティバル２００
６

NPO・ARCタイニイアリス 6,000

第14回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07） 日本国際ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｱｰﾄ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 3,500

第７回フィジカルシアターフェスティバル　イン　ストアハウス フィジカルシアターフェスティバル実行委員会 3,000

第１５回　日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ交流美術展（ＪＡＡ
ＬＡ）

日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ美術家
会議

600
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〔映画の製作活動〕

映画の製作活動：劇映画　第１回募集分（合計6件・100,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

あかね空 有限責任事業組合　あかね空 20,000

「それでもボクはやってない」 株式会社　アルタミラピクチャーズ 20,000

暗いところで待ち合わせ 株式会社　セップ 20,000

腑抜けども、悲しみの愛を見せろ 株式会社　モンスターフィルムス 20,000

幸福のスイッチ 株式会社  東北新社
10,000

陸に上った軍艦 ピクチャーズネットワーク株式会社
10,000

映画の製作活動：記録映画　第１回募集分（合計4件・25,000千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

有明海に生きて　漁師１００人に聞く海と漁の歴史と証言 株式会社  イワプロ 7,500

『爆心地～ヒロシマの記録～』 株式会社  ナック映像センター 7,500

めぐる 有限会社　ヒポ　コミュニケーションズ 5,000

未来世紀 ニシナリ 株式会社　フルーク 5,000

映画の製作活動：アニメーション映画　第１回募集分（合計1件・12,500千円）

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）

「アタゴオルは猫の森」 株式会社　デジタル・フロンティア 12,500
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地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演活動（合計107件・145,500千円）

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 サッポロ・ジャズ・フォレスト2006 サッポロ・ジャズ・フォレスト実行委員会（札

幌芸術の森野外ステージ）
2,200

北海道 ドイツ・カンマー・フィルハーモニー管弦楽団函館公演 財団法人函館市文化・スポーツ振興財団（函館
市民会館）

1,100

北海道 伝統芸能　上方落語『笑いで地域の活性化』 旧岡田倉庫活用民間運営協議会（アートスペー
ス・「外輪船」）

300

北海道 第3回帯広市民オペラ公演 帯広市民オペラ公演実行委員会（帯広市民文化
ホール）

500

青森県 シエナ・ブラス青森公演 財団法人青森市文化スポーツ振興公社（青森市
民文化ホール）

400

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

700

岩手県 盛岡劇場市民参加舞台「劇団モリオカ市民（仮）」公演 財団法人盛岡市文化振興事業団（盛岡劇場） 800

宮城県 渡部　勝彦の音楽レストラン・オン・ライブ～世界の物語【味の旅】
～

財団法人宮城県文化振興財団（宮城県民会館） 200

宮城県 東北の祭りフェスティバル“大地（ガイア）祭” 大和町文化振興協会（大和町ふれあい文化創造
センター）

400

宮城県 七ヶ浜国際村たたき隊Groove7第1回公演「Groove Factory（グルー
ヴ・ファクトリー）」

七ヶ浜町（七ヶ浜国際村ホール） 500

山形県 遊佐町・豊島区友好都市協定締結記念事業　ファンタジー・オペラ
「夕鶴」

遊佐町（遊佐町中央公民館） 3,000

山形県 オペラ「ゼッキンゲンのトランペット吹き」本邦初演 長井市民文化会館自主事業実行委員会（長井市
民文化会館）

2,500

山形県 市民創作ミュージカル「桜桃物語」～幸せの実のなる木の下で～ 東根市（東根市さくらんぼタントクルセン
ター）

500

栃木県 栃木県総合文化センター開館15周年記念『栃木県交響楽団特別
演奏会』

財団法人とちぎ生涯学習文化（栃木県総合文化
センター）

500

栃木県 第20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）

300

栃木県 市制70周年記念事業文化事業　ミュージカル「心に太陽を持て」 栃木市（栃木市文化会館） 2,500

群馬県 夢二ギャラリーコンサート「夢二の絵にかこまれて大正ロマンを歌
う」

財団法人榛名町文化振興事業団（榛名町総合文
化会館）

400

千葉県 千葉県少年少女オーケストラ　宮川彬良作品によるポップスコン
サート

財団法人千葉県文化振興財団（千葉県文化会
館）

1,300

千葉県 平成18年度舞台芸術支援事業　千葉市クラシック音楽家演奏会 財団法人千葉市文化振興財団（千葉市文化セン
ター）

300

千葉県 山海塾『遙か彼方からの－ひびき』HIBIKI 財団法人君津市民文化ホール(君津市民文化ホー
ル)

1,100

千葉県 みんなで楽しい音楽会＜東京フィルハーモニー交響楽団　in
Ichikawa＞

財団法人市川市文化振興財団（市川市行徳公会
堂）

900

東京都 ＜トリフォニーホールからの新しい風2006＞（全3夜） 財団法人墨田区文化振興財団（すみだトリフォ
ニーホール）

4,000

東京都 江東区でバレエを育てる会/東京シティ・バレエ団公演「第21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）

2,200

東京都 めぐろパーシモンホールオペラ入門企画　これがオペラだⅡ 財団法人目黒区芸術文化振興財団（めぐろパー
シモンホール）

600

東京都 北とぴあ国際音楽祭2006 財団法人北区文化振興財団（北とぴあ） 4,000

東京都 小学生主演の演劇公演 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）

700

東京都 オーケストラ名曲とっておきの60分!! 財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団
（調布市グリーンホール）

200

東京都 ＮＰＯ法人町田市芸術協会設立5周年記念　クリスマス・ガラ・コン
サート

財団法人町田市文化・国際交流財団（町田市民
ホール）

1,000

東京都 ルネこだいら　新春能・狂言鑑賞会 財団法人小平市文化振興財団（小平市民文化会
館）

500

神奈川県 アンサンブル・ウィーン・コラージュ演奏会 財団法人神奈川芸術文化財団（神奈川県立音楽
堂）

3,500

神奈川県 県民のための能を知る会 財団法人鎌倉能舞台（鎌倉能舞台） 1,300

神奈川県 二俣川戯曲リーディンク　～Ｋａｗａｍｕｒａ＆Ｋｙｏｔａｒｏ．演劇×落語 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）

500

神奈川県 ギターと語りの世界「プラテーロと私」 財団法人横浜市芸術文化振興財団（横浜市吉野
町市民プラザ）

400

神奈川県 オペラ実験工房２００６「イドメネーオ」 財団法人相模原市民文化財団（相模原市民文化
会館）

800

神奈川県 続・藝づくし　東海道五十三次　第五弾（金谷宿～白須賀宿まで） 二宮町文化施設等振興協会（二宮町生涯学習セ
ンター）

400

新潟県 メンデルスゾーン『讃歌』演奏会（長岡市制100周年・財団法人長岡
市芸術文化振興財団設立10周年記念音楽会）

財団法人長岡市芸術文化振興財団（長岡市立劇
場）

4,000

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

（単位：千円）
新潟県 財団設立25周年記念　新国立劇場バレエ団「シンデレラ」新潟公演 財団法人新潟県文化振興財団（新潟県民会館） 2,100

富山県 舞台芸術・芸能－発見ライブ　ｉｎ　ＯＲＢＩＳ 財団法人富山県文化振興財団（富山県民小劇
場）

400

富山県 コスモホール開館20周年記念　諏訪内晶子＆ファジル・サイ　デュ
オリサイタル

財団法人入善町文化振興財団（入善町民会館） 900

富山県 クロスランド芸術祭２００６音楽部門 財団法人クロスランドおやべ（クロスランドお
やべ）

300

富山県 「タイタス・アンドロニカス」 財団法人富山市民文化事業団（富山市芸術文化
ホール）

2,300

石川県 2006いしかわミュージックアカデミーコンサート いしかわミュージックアカデミー実行委員会
（石川県立音楽堂）

1,700

石川県 オペラ「小さな魔笛」公演事業 財団法人金沢芸術創造財団（金沢市観光会館） 2,800

石川県 「夢二」作品公演 金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会
（金沢市民芸術村ドラマ工房）

1,500

石川県 ＢＩＧ　ＡＰＰＬＥ　ｉｎ　ＮＯＮＯＩＣＨＩ　2006 財団法人野々市町情報文化振興財団（野々市町
文化会館）

1,500

石川県 戯曲「赤い月」珠洲公演 珠洲市（珠洲市多目的ホール） 900

山梨県 東西古楽の真夏の祭典　第21回『都留音楽祭』～Tsuru　Early
Music Festival～

財団法人都留楽友協会（都留市文化ホール） 900

長野県 Friendship NAGANO&WIEN 「モーツァルト：レクイエム演奏会」 財団法人長野県文化振興事業団（長野県県民文
化会館）

1,400

長野県 『（タイトル未定）』（オーデションから選抜した松本市民とプロの俳
優により平成17年に実施した『アルルの女』に続く市民参加演劇企
画）

財団法人松本市教育文化振興財団（まつもと市
民芸術館）

4,000

長野県 桐朋学園大学音楽部コンサート 南相木村公民館 200

静岡県 比叡山延暦寺の聲名 財団法人静岡市文化振興財団（静岡音楽館ＡＯ
Ｉ）

1,300

静岡県 バレエ「白鳥の湖」全幕 財団法人静岡県文化財団（静岡県コンベンショ
ンアーツセンターグランシップ）

2,200

愛知県 名古屋市文化振興事業団2007年企画公演「伯爵令嬢マリッツァ」 財団法人名古屋市文化振興事業団（名古屋市芸
術創造センター）

4,000

愛知県 幸田町ミュージカル「星の降る町」 幸田町文化振興協会（幸田町民会館） 3,000

愛知県 あいちダンスの祭典2007「トリプル・ビル」 愛知芸術文化センター企画事業実行委員会（愛
知県芸術劇場）

2,900

三重県 三重音楽発信Ｖｏｌ.6「吹奏楽フランスvsアメリカ～」 財団法人三重県文化振興事業団（三重県文化会
館　）

1,000

滋賀県 本県出身アーティストによるコンサート（文化産業交流会館） 財団法人滋賀県文化振興事業団（滋賀県立文化
産業交流会館）

200

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

滋賀県 和太鼓サウンド夢の森2006 財団法人甲賀創建文化振興事業団（鹿深夢の森
「文化創造のステージ」）

1,400

京都府 ぶんげいマスターピース工房～ベルトルト・ブレヒト没後50年に寄
せて～

財団法人京都文化財団文化芸術会館（京都府立
文化芸術会館）

600

京都府 第14回　木津川やまなみ国際音楽祭 京都府相楽郡南山城村（南山城村文化会館） 1,300

大阪府 「言の葉コンサート　坂東玉三郎が語る　天守物語」 財団法人岸和田市文化財団（岸和田市立浪切
ホール）

400

大阪府 メイシアタープロデュース　SHOW劇場「好色一代男」 財団法人吹田市文化振興事業団（吹田市文化会
館）

700

大阪府 第1回　フィドルフェスティバル・イン・ジャパン 財団法人いけだ市民文化振興財団（池田市民文
化会館）

2,000

大阪府 文楽鑑賞教室 財団法人松原市文化情報振興事業団（松原市ふ
るさとぴあプラザ）

500

大阪府 マイタウンオペラ・フレッシュ　モーツァルト「フィガロの結婚」 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）

1,700

大阪府 「ミュージカル　『紙のピアノ～新制中学物語』」 豊中市（豊中市立市民会館） 500

大阪府 椎葉神楽公演 財団法人大阪府文化財センター（日本民家集落
博物館）

400

兵庫県 ＫＡＶＣ演劇ジャンクションVol.3「メトロポリタンオペラハウス」 株式会社プラネットワーク（神戸アートビレッ
ジセンター）

1,300

兵庫県 第21回伊丹市民オペラ定期公演「カルメン」 財団法人伊丹市文化振興財団（伊丹市立文化会
館）

400

兵庫県 第15回川西市民オペラ　イタリア3大喜歌劇シリーズⅢ　ロッシーニ
／歌劇「セビリアの理髪師」

財団法人川西市文化財団（川西市みつなかホー
ル）

4,000

兵庫県 かとう演劇広場2006　リトルターンFinal 財団法人やしろ文化振興財団（やしろ国際学習
塾）

1,100

兵庫県 2006inとよおか「フライブルク市立フィルハーモニー管弦楽団演奏
会」

豊岡市（豊岡市立市民会館） 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）
兵庫県 ふれあい歌舞伎「鳴神」 養父市（養父市立八鹿文化会館） 1,000

奈良県 平城遷都1300年記念事業に向けて「甦る平城京の響きと舞い」 奈良県文化会館 1,100

島根県 コーロフェスタ2006益田～いわみ合唱フェスティバル演奏会～ 財団法人島根県文化振興財団（島根県芸術文化
センターいわみ芸術劇場）

1,100

島根県 「ダモイ」－収容所から来た遺書－ 財団法人隠岐の島町教育文化振興財団（隠岐の
島町立隠岐島文化会館）

900

島根県 第15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）

1,000

島根県 出雲フィルハーモニー交響楽団　第9回定期演奏会 出雲市（出雲市民会館） 500

岡山県 オペラ「ワカヒメ」 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）

4,000

広島県 朗読劇　碑 財団法人ふくやま芸術文化振興財団（ふくやま
芸術文化ホール）

1,200

広島県 神楽公演 財団法人呉市文化振興財団（呉市文化ホール） 600

山口県 ポール＝アンドレ・フォルティエ新作ダンス公演 財団法人山口市文化振興財団（山口情報芸術セ
ンター）

2,500

山口県 第6回防府音楽祭 財団法人防府市文化振興財団（防府市地域交流
センター）

2,000

香川県 林　康子　蝶々夫人を歌う 香川県教育委員会（香川県民ホール） 1,900

香川県 第2回とらまる人形劇カーニバル 財団法人とらまる人形劇研究所（とらまるパ
ペットランド）

1,700

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） 4,500

高知県 高知県立美術館舞台公演シリーズVOL.34「アンデルセン・プロジェ
クト」

財団法人高知県文化財団（高知県立美術館ホー
ル）

1,700

福岡県 アクロス・ストリングアンサンブル 財団法人アクロス福岡（福岡県国際文化情報セ
ンター）

2,400

福岡県 響ホールフェスティヴァル2006 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）

2,400

福岡県 ベトナム映画祭 福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実行委員
会（福岡市総合図書館映像ホール）

300

福岡県 石橋文化センター開園50周年記念事業「くるめ市民音楽劇」 財団法人久留米文化振興会（石橋文化ホール） 2,000

福岡県 「音楽の絵本」～初めてのクラシックコンサート 財団法人宗像市総合公園管理公社（宗像市民総
合センター）

400

佐賀県 スロヴァキア室内オーケストラ 財団法人佐賀市文化振興財団（佐賀市文化会
館）

700

佐賀県 混成合唱とピアノのための　空、海、大地と木のうた　演奏会 武雄市文化協会（武雄市文化会館） 2,200

長崎県 武満　徹　～海、空そして翼へ～ 財団法人佐世保地域文化事業財団（アルカスＳ
ＡＳＥＢＯ）

500

長崎県 ＯＭＵＲＡ室内合奏団　第３回定期公演　～時を超えて・・・モーツァ
ルトの鼓動、ここに響く～

財団法人大村市振興公社（大村市体育文化セン
ター）

1,800

熊本県 「音楽劇ちゅうたのくうそう」（東京演劇アンサンブル）公演 合志町（合志町文化会館） 400

大分県 耶馬の里　伝統芸能競演会 財団法人コアやまくに（コアやまくに） 400

大分県 コンパル夏休みファミリー劇場 コンパルホール 300

宮崎県 都城市総合文化ホールＭＪ　開館記念市民参加型事業　市民
ミュージカル「マリアとトラップ一家」

財団法人都城市文化振興財団（都城市総合文化
ホール）

1,500

宮崎県 都城音楽祭～声楽アカデミー～オープニングリサイタル 都城まちづくり株式会社（ウエルネス交流プラ
ザ）

1,200

宮崎県 野の花館　子どものための舞台公演　春・夏　2006 特定非営利活動法人野の花館（野の花館） 200

鹿児島県 平成18年度鹿児島県文化センター会館40周年記念事業　「合唱と
オーケストラによる鹿児島の響き」

財団法人鹿児島県文化振興財団（鹿児島県文化
センター）

900

鹿児島県 オーケストラ・アジア・ジャパン 財団法人鹿児島県文化振興財団（霧島国際音楽
ホール）

1,100

沖縄県 「サーカス　インフェルノ＋ひつじ」（デアデビル　オペラカンパニー
＋コパス／カナダ）

沖縄市（沖縄市民会館） 2,100

沖縄県 ひょっこりひょうたん島オンステージ 沖縄市（沖縄市民小劇場） 1,300
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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72件・132,400千円）

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20周年記念　岩橋英遠展 滝川市美術自然史館 500

青森県 開館記念展示「奈良美智」「寺山修司」 青森県（青森県立美術館） 4,500

宮城県 生誕100年記念　吉原治良展 宮城県美術館 1,600

秋田県 「ピカソ、モディリアーニの時代展」 秋田県立近代美術館 1,900

秋田県 柚木沙弥郎の世界 秋田市立千秋美術館 1,500

茨城県 近代日本の水彩画－その歴史と展開－ 茨城県近代美術館 3,000

茨城県 筑西市誕生一周年記念　孤高の画家　釘宮對宕展 しもだて美術館 1,300

栃木県 「サマーフォーラム2006ジュディス・スコット展」 特定非営利活動法人もうひとつの美術館（もう
ひとつの美術館）

1,400

群馬県 昭和の記憶-写真に甦る人々の情景- 群馬県教育委員会（群馬県立館林美術館） 900

群馬県 企画展「戦国時代の真田氏の成立」 中之条町歴史民俗資料館 300

千葉県 「ヒグラシ・ワンダーワールド－日暮修一の世界－」展 松戸市教育委員会（松戸市文化ホール、アート
スポットまつど）

1,700

東京都 アルフレッド・ウォリス展 財団法人東京都歴史文化財団（東京都庭園美術
館）

4,500

東京都 大竹伸朗展 財団法人東京都歴史文化財団（東京都現代美術
館）

4,500

東京都 「山名文夫と熊田精華展　絵と手紙のセンチメンタル」 財団法人目黒区芸術文化振興財団（目黒区美術
館）

700

東京都 生誕120年　富本憲吉展 財団法人せたがや文化財団（世田谷美術館） 3,500

東京都 光の水墨画　近藤浩一路の全貌展 練馬区立美術館 3,500

東京都 大岡信コレクション展 財団法人三鷹市芸術文化振興財団（三鷹市美術
ギャラリー）

2,500

東京都 第３回府中ビエンナーレ 府中市美術館 3,500

東京都 飯田　善國展 町田市（町田市立国際版画美術館） 1,000

東京都 アドリアナ・ヴァレジョン展 財団法人アルカンシェール美術財団（原美術
館）

3,000

神奈川県 ニューアート展「糸と布がつくるあたらしい造形」 財団法人横浜市芸術文化振興財団（横浜市民
ギャラリー）

1,200

神奈川県 アートのみらい：とび出せ！　日本画 財団法人横浜市芸術文化振興財団（横浜美術
館）

3,000

神奈川県 レイモン・サヴィニャック-パリの空のポスター描き 川崎市（川崎市市民ミュージアム） 1,100

新潟県 「中世人の生活と信仰」－越後・佐渡の神と仏展 新潟県立歴史博物館 1,500

新潟県 新潟の仏像展 仏像展実行委員会（新潟県立近代美術館） 3,000

富山県 開館25周年記念特別展「バーナード・リーチ展」 富山市教育委員会（富山市陶芸館） 800

富山県 チューリップ四季館開館10周年記念「ディックブルーナの世
界展」

財団法人砺波市花と緑の財団（チューリップ四
季彩館）

1,100

石川県 「長谷川等伯展　～晩年の水墨画を中心に～」 財団法人七尾美術館（石川県七尾美術館） 1,400

石川県 中村記念美術館開館40周年記念特別展「加賀伝来の名碗」 財団法人金沢文化振興財団（金沢市立中村記念
美術館）

700

石川県 「ゲント現代美術館コレクションから－人間は自由なんだか
ら」展

財団法人金沢芸術創造財団（金沢21世紀美術
館）

4,500

石川県 没後50年特別展　初代德田八十吉 小松市立博物館 500

石川県 「Discover　Japan －人間国宝　松田権六の世界－」 石川県立美術館 400

長野県 壮心やまず　上條信山の書魂　生誕百年記念展 財団法人松本市教育文化振興財団（松本市美術
館）

4,500

長野県 漂白の軌跡 辰野美術館 800

静岡県 特別展　開館35周年記念「日本の心　富嶽展－描かれた霊峰
富士－」

財団法人駿府博物館（駿府博物館） 400

愛知県 平成18年度特別展　荻須高徳展 稲沢市荻須記念美術館 1,800

三重県 砂漠を越えた美と信仰～シルクロード・天と地の交わるとこ
ろ～

四日市市立博物館 1,100
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
助成金予定額

（単位：千円）
滋賀県 イサム・ノグチ展 滋賀県（滋賀県立近代美術館） 2,200

滋賀県 特別展「近江やきものがたり」 財団法人滋賀県陶芸の森（滋賀県立陶芸の森陶
芸館）

1,800

京都府 特別展「北斎と広重展」 財団法人京都文化財団（京都文化博物館） 600

京都府 平成18年特別展「百人一首の世界」－昭乗筆百人一首色紙帖
を中心に－

財団法人やわた市民文化事業団（八幡市立松花
堂美術館）

400

大阪府 平成18年度春季特別展「弥生絵画の中心-大阪と奈良の絵画土
器-」

財団法人大阪府文化財センター（大阪府立弥生
文化博物館）

1,300

大阪府 和泉市市制50周年記念特別展「和泉を彩った文化財」 財団法人和泉市文化振興財団（和泉市久保惣記
念美術館）

1,100

大阪府 平成18年秋季特別展「日本・スリップウｴアの美～よみがえる
英国の古陶」

財団法人大阪日本民芸館（大阪日本民芸館） 1,000

兵庫県 元永定正と中辻悦子絵本原画展 財団法人伊丹市文化振興財団（伊丹市立美術
館）

1,300

兵庫県 写生地案内　戦後関西の風景画 財団法人西宮市大谷記念美術館（西宮市大谷記
念美術館）

2,000

兵庫県 ドイツ－日本、インスタレーション表現の現在－タグマ・パ
ハトナーを囲んで－

財団法人伊丹市文化振興財団（伊丹市立工芸セ
ンター）

200

兵庫県 駒井哲郎・丹阿弥丹波子展 丹波市立植野記念美術館 600

兵庫県 「ビル・ヴィオラ：はつゆめ」展 兵庫県立美術館 4,500

兵庫県 開館記念特別展Ⅲ「陶芸の未来」展 兵庫陶芸美術館 3,000

兵庫県 柿衛文庫特別展　初公開　俳文学研究者のコレクション　雲
英文庫に見る芭蕉・蕪村・一茶と新しい領域

財団法人柿衛文庫（柿衛文庫） 1,300

島根県 開館10周年記念展　印象派から広がる美術の世界 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）

1,600

岡山県 生誕110年記念　凝視の眼　徳岡神泉展 笠岡市立竹喬美術館 1,100

岡山県 生誕110年前田寛治展　～1930年協会の仲間とともに～ 新見美術館 800

広島県 特別展　ペルシャ絨毯の世界 広島県立美術館 2,300

山口県 海陽嘴子前墓地出土文物展 山口県立萩美術館・浦上記念館 2,300

山口県 「雪舟への旅」展 雪舟への旅展実行委員会（山口県立美術館） 4,500

徳島県 「美術の中の三国志」 徳島市立徳島城博物館 1,200

香川県 北大路魯山人展 香川県文化会館 1,200

香川県 古典絵巻にみる悠久の美　川﨑小虎展 香川県立東山魁夷せとうち美術館 800

香川県 Steve　McQueen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）

1,900

愛媛県 平成18年度自主企画展　「蔵澤、明日、米山－伊予の豪傑た
ち」

町立久万美術館 400

愛媛県 「ときめく装い－小町娘からモダンガールまで－」展 愛媛県歴史文化博物館 1,200

福岡県 「豊田勝秋と鈴木照次」展 福岡県立美術館 1,100

福岡県 企画展「インドネシア・トラジャの染織」展 福岡市美術館 1,500

福岡県 弘法大師帰朝1200年記念特別展「空海と九州のみほとけ」 福岡市博物館 4,000

福岡県 開館15周年記念「炭坑と画家Ⅱ～千田梅二・炭坑のくらやみ
の唄～」

田川市（田川市美術館） 400

福岡県 高取焼展 直方市（直方市美術館別館） 700

熊本県 生人形と江戸の欲望展 財団法人熊本市美術文化振興財団（熊本市現代
美術館）

3,500

大分県 特別展「開館25周年・おおいたの仏教美術1400年の輝き」 大分県立歴史博物館 1,900

鹿児島県 明和電機「ナンセンス＝マシーンズ」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）

2,100

全国 「武満徹－Visions in Time」展 財団法人東京オペラシティ文化財団（東京オペ
ラシティアートギャラリー）

3,500
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アマチュア等の文化団体活動（合計187件・159,400千円）

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）
北海道 第35回　公募展　北海道陶芸展 北海道陶芸協会 400

北海道 第7回　函館子ども歌舞伎公演 函館子ども歌舞伎後援会 1,600

北海道 2006　さっぽろ旭山うた祭りの会（第19回） さっぽろ旭山うた祭りの会 2,200

北海道 第5回　具像の新世紀展 「具象の新世紀展」の会 300

北海道 第19回公演「星の城、明日に輝け」 特定非営利活動法人　市民創作「函館野外劇」
の会

1,000

北海道 人形劇フェスティバル2007年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 700

北海道 平成18年度　函館市民文化祭　第16回公演　ビゼー作曲「カルメ
ン」　全4幕

函館市民オペラの会 800

北海道 平成18年度　人形浄瑠璃公演 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 1,200

青森県 創立30周年記念　第26回定期演奏会 青森ジュニアオーケストラ 400

青森県 定期演奏会 弘前バッハアンサンブル 1,900

青森県 第36回定期公演　歌劇「泥棒とオールドミス」「アマールと夜の訪問
者」

弘前オペラ 1,500

青森県 平成18年度本公演 劇団やませ 600

青森県 第五回演奏会 青森ベートーヴェン・スコラーズ 400

宮城県 世界合唱シンポジウム出演報告記念演奏会　「世界合唱シンポジ
ウムその後～私たちのコーラス」

グリーン・ウッド・ハーモニー 400

宮城県 第15回　記念展 応美会 100

宮城県 2006芭蕉の山河　おくのほそ道を辿る文学散歩－朗読と光と音に
よる－

ブーケの会＆タキシード 400

宮城県 創立30周年記念　第33回定期演奏会　演奏会形式オペラ「カルメ
ン」

石巻市民交響楽団 700

宮城県 碧水園開館15周年記念　能楽鑑賞会 白石市伝統芸能振興会 700

秋田県 あきた記念演奏会 ＮＥＷストリングスプラザの会 700

秋田県 第29回定期演奏会 秋田青少年オーケストラ 300

秋田県 創立10周年記念新春コンサート 青少年音楽の家運営委員会 1,400

秋田県 第23回公演　オペラ「カルメン」 秋田声楽研究会 2,400

秋田県 第5回秋田県チェンソーアート展示会 秋田県チェンソーアートクラブ 300

秋田県 第17回岡本っこ舞踊大会 横手岡本っこ舞踊雅会 200

山形県 室内オペラの夕べ 山形声楽研究会 1,100

山形県 創立30周年記念　第20回定期演奏会 寒河江吹奏楽団 200

山形県 合唱劇「革トランク・賢治の東京」委嘱初演（第33回定期演奏会・東
京公演）

合唱団じゃがいも 900

福島県 60周年記念式典・合唱祭 福島県合唱連盟 900

福島県 第15回記念定期演奏会 安積合唱協会 700

福島県 「50周年記念演奏会」 福島市おかあさん合唱団 400

福島県 創立15周年記念公演　音楽劇「トム・ソーヤーの冒険」 劇団はんぷてぃ・だんぷてぃ 400

茨城県 25周年記念演奏会 さくら女声 400

茨城県 10周年記念第2回『ＯＰＥＲＡ　ＮＯＳＴＲＡ』公演　《愛の妙薬》 ひたちオペラ合唱団 1,800

茨城県 結成20周年記念　特別演奏会（第36回演奏会） イ・ソリスティ・イバラキ室内合奏団 400

栃木県 平成18年度　第60回記念　栃木県芸術祭 栃木県文化協会 1,600

栃木県 設立5周年記念大演奏会「おめでとう、モーツァルト」 下野楽遊 500

栃木県 第14回定期公演「あの丘のむこうに」 とちぎジュニアミュージカル協会 700
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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）
栃木県 第6回公演　喜歌劇「メリーウィドウ」 くろいそ市民オペラをつくる会 1,400

群馬県 第29回全国幼児児童生徒彫塑作品展 国際美育交流連盟 600

群馬県 創作ミュージカル「おにころ」公演 新町歌劇団 1,000

群馬県 創立35周年記念公演「四月になれば彼女は」 劇団　ろしなんて 400

群馬県 30周年記念演奏会 グリーンエコー 200

群馬県 館林バレエ・ダンスフェスティバル　2006 館林洋舞踊連盟 100

埼玉県 創立20周年記念事業。オペラ　カルメン（日本語版、全曲）演奏会 坂戸第九を歌う会 800

埼玉県 創立20周年記念　第41回定期演奏会 浦和フィルハーモニー管弦楽団 1,400

埼玉県 聖ピエール大聖堂交響楽団/新座交響楽団合同演奏会 新座交響楽団 500

埼玉県 20周年記念演奏会 女声コーラス「彩音」 400

埼玉県 第4回公演～親子・家族とともに伝統文化に親しむ会～（わくわくド
キドキ日本舞踊キッズ・ワールド！）

和（より）の会 2,800

千葉県 アメリカ平和祈念公演報告　第29回定期演奏会 八千代少年少女合唱団 700

千葉県 第3回公演「夏空に消えた馬」 第3回いちかわ市民ミュージカル実行委員会 600

千葉県 第30回記念公演『赤毛のアン』（2幕） 市民劇団「あびこ舞台」 600

千葉県 水木洋子作品復活上演「おとうと」2幕 劇団七福神 400

千葉県 千葉・県民芸術祭「千葉県音楽祭」 千葉県音楽振興協議会 100

千葉県 「カミカの風」公演 特定非営利活動法人子どもの文化ネットワーク
ソレイユ

400

千葉県 第9回我孫子野外美術展 我孫子野外美術展実行委員会 1,400

千葉県 第8回　子どもの創造表現フェスティバル　in CHIBA 特定非営利活動法人子ども劇場千葉県センター 200

千葉県 第32回現代バレエ合同公演 千葉県芸術舞踊協会 1,800

東京都 秋の大音楽会 ロシア民謡フェスティバル実行委員会 1,900

東京都 第194回演奏会＜創立50周年シリーズ・3＞ 新交響楽団 1,400

東京都 第6回公演　歌劇「マクベス」 オペラ　リリカ　八王子 1,000

東京都 荒川区民でつくるオペラコンサート第9回公演 区民でつくるオペラコンサート実行委員会 900

東京都 あきる野市郷土芸能連合会10周年記念事業 あきる野市郷土芸能連合会 200

東京都 第18回　八丈島文化フェスティバル 八丈島文化フェスティバル実行委員会 100

東京都 モーツァルト　生誕250年記念　後期交響曲の調べ　第45回定期演
奏会

墨田区交響楽団 300

東京都 ＪＳＣＫＹ創立20周年記念　第62回定期演奏会 ヨハン・セバスチャン・カンマーコーア・ヨコ
ハマ

400

東京都 板橋区民文化祭・演劇のつどい2006　『ヴェニスの商人』『注文の
多い料理店』

板橋区演劇連盟 300

東京都 Ｔ．Ｊ．Ｏ．Ｓ．結成10周年記念　第7回定期演奏会 東京ジュニアオーケストラソサエティ 1,700

東京都 第12回「トゥーランドット」 新宿区民オペラ 600

東京都 第7回企画展「昭和の女職人」展 昭和のくらし博物館 300

東京都 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 1,300

東京都 第17回　定期演奏会 邦楽合奏団　織座 200

神奈川県 第40回記念定期演奏会 相模原市少年少女合唱団 300

神奈川県 第144回公演　創立60周年記念公演 劇団葡萄座 300

神奈川県 第25回記念演奏会 相模原市民交響楽団 800

神奈川県 創立15周年記念　第24回定期演奏会 宮前フィルハーモニー交響楽団 600
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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）
神奈川県 結成20周年記念　第17回公演 特定非営利活動法人横浜都筑太鼓 200

神奈川県 5周年記念事業　第1回オペラ公演「カルメン」全曲 特定非営利活動法人さえの会 1,000

神奈川県 川響ファミリーコンサート（第163定期演奏会） 川崎市民交響楽団 400

神奈川県 第175回定期演奏会 財団法人神奈川県青少年交響楽団 100

神奈川県 第46回神奈川県女流美術家協会展 神奈川県女流美術家協会 700

神奈川県 ジュニア合唱フェスティバル2007 特定非営利活動法人日本少年少女合唱連盟 1,000

神奈川県 第19回　定期公演会 特定非営利活動法人セエリ・ユース・バレエ団 200

神奈川県 第62回ハマ展 横浜美術協会 500

新潟県 新潟文化祭参加　第29回　邦楽演奏会 新潟県邦楽連盟 200

富山県 2006 ART/X/TOYAMA in UOZU　第5回富山国際現代美術展 富山国際現代美術展実行委員会 600

富山県 モーツアルト生誕250年記念コンサート モーツアルト生誕250年記念コンサート実行委員
会

400

石川県 創立10周年記念演奏会 石川県箏曲連盟 1,500

石川県 白山国際太鼓エクスタジア2006 白山国際太鼓エクスタジア実行委員会 2,400

石川県 第5回金沢子ども伝統芸能音楽祭 石川県三曲協会 1,000

石川県 第23回定期演奏会 石川フィルハーモニー交響楽団 500

石川県 第35回「オーケストラと少年少女・子供の歌フェスティバル2006」金
沢公演

オーケストラと少年少女実行委員会 1,200

福井県 第2回南越前第九演奏会 南越前第九演奏会実行委員会 1,100

福井県 第14回　若狭小浜「日本の第九」演奏会 小浜第九演奏会実行委員会 700

福井県 まるおか子供歌舞伎第6回定期公演 丸岡歌舞伎物語 1,800

山梨県 コンサート　オペラ「手古奈」 ふじかわ文化倶楽部 500

長野県 第19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 300

長野県 ながのアート万博2006 ながのアート万博実行委員会 300

長野県 NAGANO Open-air THEATRE 2006 劇空間　夢幻工房 400

長野県 2006年企画展「広告にみる絹の文化」 上田紬研究会サークル絹の郷 200

岐阜県 第70回記念定期演奏会 社団法人岐阜県交響楽団 700

岐阜県 合唱劇　ぞうれっしゃがやってきた 特定非営利活動法人つばさの会 500

岐阜県 「モーツァルト生誕250周年記念」演奏会 可児市民第九合唱団 600

静岡県 第10回　日本国際青少年音楽祭 日本国際青少年音楽祭委員会 4,000

静岡県 第9回伊東温泉「薪能」、地域芸能祭 特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会 1,200

静岡県 狩野川薪能 狩野川薪能実行委員会 700

静岡県 創立40周年記念公演　喜歌劇「こうもり」全3幕（日本語上演） 静岡県オペラ協会 2,800

静岡県 創立40周年記念演奏会 静岡県演奏家協会 200

愛知県 第2回蒲郡市青少年交流国際音楽祭 蒲郡市ジュニア吹奏楽団 800

愛知県 第5回水芭蕉忌コンサートin愛知：名古屋公演 水芭蕉忌コンサートin愛知実行委員会 400

愛知県 豊橋市制100周年協賛事業　オペラ魔笛 豊橋市民オペラ実行委員会 1,000

三重県 第14回コンサート“『ＥＩＧＨＴ　ＩＳＬＡＮＤＳ～8つの愛ランド』” ヴォーカルアンサンブル《ＥＳＴ》 200

三重県 第35回定期演奏会　20世紀のオーケストラの響き～マーラー・プー
ランク

三重フィルハーモニー交響楽団 500

三重県 第50回定期演奏会 三重ヴォークスボーナ 500
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名
助成金予定額

（単位：千円）
三重県 創立40周年　第40回記念定期演奏会 伊賀シンフォニックアカデミー吹奏楽団 600

三重県 オペラ「べっかんこ鬼」 三重オペラ協会 300

三重県 第25回記念定期演奏会 伊勢管弦楽団 700

滋賀県 25周年記念メサイア演奏会 メサイア合唱団 400

滋賀県 10周年記念　地域交流歌舞伎公演 長濱ゆう歌舞伎座 1,200

京都府 第10回きょうと＜北部＞＜中部＞＜南部＞児童青少年演劇まつり 京都児童青少年演劇協会 1,000

京都府 若者による邦楽コンサート（第12回全国学生邦楽フェスティバル） 全国学生邦楽フェスティバル実行委員会 500

京都府 第112回勤労者音楽祭（きんおん112) 京都音楽サークル協議会 300

大阪府 30周年記念公演　「光の旅人」－Ｋパックス 大阪春の演劇まつり実行委員会 800

大阪府 犬の気持ち人の気持ち 劇団スタジオＱ 100

兵庫県 『素足の娘』を演じる グループ環 400

兵庫県 ぐるっぽユーモア風オペラ「魔笛」 ぐるっぽユーモア 300

兵庫県 第26回西日本アマチュアビッグバンド連絡会in　神戸ハーバーラン
ド

西日本アマチュアビッグバンド連絡会 200

兵庫県 第17回「和展」（全国公募展） 財団法人日本和紙ちぎり絵協会 600

兵庫県 神劇まわり舞台 兵庫県劇団協議会 1,400

兵庫県 コーラスミュージカル「夢学校Ⅲ～リヤ王の真実～」 合唱団ＴＥＲＲＡ 1,400

奈良県 アマチュアオーケストラフェスティバル2007　in　奈良 奈良アマオケフェスティバル実行委員会 900

奈良県 第31回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 2,000

和歌山県 第53回　総合美術展 和歌山文化協会 300

和歌山県 和歌山県発　紀州路民謡全国大会 和歌山県民謡連合会 400

和歌山県 幻想列車 演劇集団和歌山 100

和歌山県 第21回演奏会 田辺第九の会 900

鳥取県 第5回「倉吉天女音楽祭」 倉吉天女音楽祭実行委員会 200

鳥取県 オペラ「コシ・ファン・トゥッテ」モーツアルト作曲 鳥取オペラ協会 200

鳥取県 第24回アザレアのまち音楽祭2006 倉吉文化団体協議会 100

島根県 むらくも座2006・出雲歌舞伎復活公演 出雲歌舞伎の里づくり実行委員会 4,000

島根県 益田公演「くるみ割り人形」全幕 ラルジェス 1,000

島根県 花いちもんめ　－中国残留孤児肉親探し二十五周年を迎えて－ むぎわらぼうし企画 300

岡山県 創立60周年記念演奏会 岡山混声合唱団 1,200

広島県 第16回オペラ定期公演 ひろしま国際オペラスタジオ（ＨＩＯＳ） 400

広島県 ひろしま演劇祭2006「ハムレット」 広島演劇協会 400

広島県 創立30周年記念定期演奏会（第26回） 東広島混声合唱団 600

山口県 国民文化祭協賛　第18回定期公演「ＬＥＯの赤い翼」 下関市民ミュージカルの会 1,000

山口県 第11回定期公演「虹がかかるまで」 ミュージカル山陽ありすの家 600

徳島県 第9回公演モーツァルト作曲オペラ「魔笛」全2幕（日本語）上演 特定非営利活動法人オペラ徳島 2,100

香川県 2006「かがわ第九」20回記念演奏会 香川第九実行委員会 800

香川県 劇空間プロジェクト公演「ここでkissして」 シアター・プロジェクト香川 600

愛媛県 第3回定期公演　喜歌劇「こうもり」 オペラえひめ 2,700
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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）
高知県 高知音楽フェスティバル2006　（・ベートーヴェン「第九2006」・バレ

エ「くるみ割り人形」・招待演奏）
高知音楽フェスティバル実行委員会 1,900

高知県 第137回定期演奏会　高響創立75周年記念演奏会シリーズ後編 高知交響楽団 500

高知県 創立60周年記念　第74回定期演奏会 中村交響楽団 300

高知県 第25回記念定期演奏会 高知フライデー・ウインド・アンサンブル 400

福岡県 50周年記念「壱響祭」－Dream Sound－ ほなみ川筋太鼓保存会 1,400

福岡県 音楽はバリアフリー　ボディーパーカッション誕生20周年記念演奏
会　ＮＨＫ交響楽団トップメンバー＆ボディーパーカッション　クリス
マスコンサート

特定非営利活動法人ボディパーカッション協会 1,300

福岡県 第27回九州現代音楽祭 九州作曲家協会 400

福岡県 八女市民劇　八女伝説－松延貫嵐の生涯－ 八女市民劇実行委員会 800

福岡県 第2回ダンス公演「舞無　Ⅱ」 舞無ファクトリー 500

佐賀県 虹のあどれすリメイクバージョン 鳥栖子どもミュージカル実行委員会 2,500

長崎県 フーガコンサートIn松浦 Ｔ．Ｓ．Ｓ（日本伝統音楽を守る会） 400

熊本県 第2回錦町音楽祭「吹奏楽フェスティバル」 錦町「音楽の郷づくり」実行委員会 400

熊本県 定期公演 ヴィーブル子ども劇団 1,500

熊本県 第12回公演『ターミナル』 劇団第七インターチェンジ 400

大分県 日本男声合唱協会第17回演奏会in大分 男声合唱団南蛮コール 200

大分県 発足25周年記念　定期演奏会 中津少年少女合唱団 200

大分県 第35回コンサート　協奏曲の夕べ グループＵＮＯ 800

大分県 ジュニアコーラスによるオペラ「銀河鉄道の夜」 緒方児童合唱団 500

大分県 第10回なかつ市民芸能祭 中津文化協会 300

宮崎県 青少年のためのトロンボーン・フェスティバル　イン　延岡　2006
Trombone Festival in Nobeoka 2006

トロンボーン・フェスティバル実行委員会 200

宮崎県 綾スタジオ発足記念　第39回公演「キャベンディシュの泡」 劇団ぐるーぷ連 200

鹿児島県 定期公演　歌劇「カントミ」（全二幕）公演 鹿児島オペラ協会 2,800

鹿児島県 設立20周年記念　第10回綜合作品展 かごしま和紙工芸協会 300

鹿児島県 第19回定期演奏会 フォンティーヌ鹿児島 100

沖縄県 創立50周年記念演奏会 沖縄交響楽団 1,700

沖縄県 喜歌劇をみんなでもっと楽しく　オペラ「愛の妙薬」 森の音楽館 1,900

全国 第26回 全国大会「姫路大会」 全日本少年少女合唱連盟 1,700

全国 全日本合唱フェスティバル 社団法人全日本合唱連盟 4,000

全国 第34回全国アマチュアオーケストラフェスティバル宮崎大会 社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟 2,200

全国 2006エイパ室内楽コンサート 日本アマチュア演奏家協会 500

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 3,000

全国 公募　第21回　日本和紙絵画展 社団法人日本和紙絵画芸術協会 1,300

全国 第15回国際高校生選抜書展 財団法人毎日書道会 1,600

全国 第22回　日本剪画美術展　テーマ「舞う」 特定非営利活動法人日本剪画協会 400

全国 第6回総合文化祭 全国中学校文化連盟 500

全国 2006年岩手大会 社団法人全日本川柳協会 1,000

（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」を標記している。
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歴史的集落・町並み・文化的景観保存活用活動（合計14件・10,800千円）

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）

岩手県
城内・諏訪小路重要伝統的建造物群保存地区歴史的建造物調
査復原等報告書等作成活動

金ケ崎町 200

千葉県 佐原市佐原重要伝統的建造物群保存地区啓発活動 佐原市 400

福井県
勝山市の歴史的町屋・民家の調査報告書の作成とその保存活
動

福井県勝山市教育委員会 400

福井県 湊町三国・歴史を生かす街づくり文化イベント 三国湊魅力づくりプロジェクト実行委員会 900

長野県
歴史的建造物保存調査と講演会及び調査報告普及冊子作成活
動

特定非営利活動法人夢空間松代のまちと心を育
てる会

500

京都府
歴史的景観保全修景制度の意義と制度の徹底と啓発セミナー
の開催

祇園南側地区協議会 500

奈良県 ならまち探索ウォーク 財団法人ならまち振興財団 300

山口県 萩おたからネットワーク事業 萩市 200

佐賀県
草葺き武家住宅・旧乗田家の保存修理を通した「浜っ子体験
学校」の実施

特定非営利活動法人肥前浜宿水とまちなみの会 2,400

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

歴史的景観都市協議会 400

全国 第２９回全国町並みゼミ－八女福島大会 特定非営利活動法人全国町並み保存連盟 1,600

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

全国伝統的建造物群保存地区協議会 2,200

全国
第4回近代の歴史的町並みと近代化遺産の保存・活用ワーク
ショップ及び普及啓発パンフレット作成活動

全国近代化遺産活用連絡協議会 500

全国
全国の茅葺き民家集落の保存・活用に関するパネル・ＶＴＲ
の作成・展示による普及・啓発活動

全国茅葺き民家保存活用ネットワーク協議会 300

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

〔文化財関係の活動〕
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民俗文化財の保存活用活動（合計23件・18,400千円）

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）
北海道 松前城築城400年記念北海道奴振大会 松前町芸能保存団体連絡協議会 1,100

秋田県 愛媛・徳島県民謡（既存録音資料）のデジタル化による記録
保存

財団法人民族芸術研究所 1,600

埼玉県 羽生市指定無形民俗文化財公開事業「羽生のささら獅子舞
フェスティバル」

羽生市教育委員会 400

埼玉県 第17回全国地芝居サミットin小鹿野 全国地芝居サミットin小鹿野実行委員会 1,100

千葉県 佐倉祭礼文化の展示・公開 佐倉囃子保存会 1,200

東京都 里神楽保存会の伝承公開 成増里神楽保存会 200

神奈川県 第34回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 200

神奈川県 小田原民俗芸能保存協会後継者育成発表会 小田原民俗芸能保存協会 100

新潟県 国際親善交流事業（大須戸能、ドイツ シラー自然劇団公演） 大須戸能保存会 1,000

石川県 能登の揚浜式製塩の伝承及び現地公開 能登の揚浜式製塩保存会 800

長野県 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大会実行委員会 1,200

長野県 伝統人形浄瑠璃保存継承研修活動 伊那人形芝居保存協議会 500

岐阜県 祭囃子の演奏発表会 高山屋台保存会 200

静岡県 第7回全国伝統花火サミット（古式花火継承活動） 全国伝統花火サミット実行委員会 200

愛知県 知立まつり（知立神社）で奉納上演される知立山車からくり
外題「平治合戦」の復活

知立山車からくり「平治合戦」の復活実行委員
会

2,200

滋賀県 米原曳山祭の曳山行事公開と子供歌舞伎の上演・曳山の公
開、展示

米原曳山祭保存会 1,400

大阪府 貝塚三夜音頭伝承事業 貝塚三夜音頭継承連絡会 100

山口県 山代神楽共演大会 山代神楽本谷保存会 300

徳島県 第4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 1,000

香川県 讃岐源之丞保存伝承活動事業 讃岐源之丞保存会 600

福岡県 今津人形芝居の公開 今津人形芝居保存会 500

大分県 第4回九州人形芝居サミット＆フェスティバル 北原人形芝居奉納会 1,200

全国 第9回全国獅子舞フェスティバル・鳥取 社団法人全日本郷土芸能協会 1,300

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県」欄に「全国」を標記している。
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伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計7件・20,500千円）

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）
山梨県 茅葺き技術保存伝承活動 特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所 1,300

滋賀県 日本伝統建築技術養成研修 特定非営利活動法人日本伝統建築技術保存会 5,500

京都府 文化財保存技術の保存伝承等活動 社寺建造物美術協議会 600

全国 日本伝統瓦製造および葺上げ技術研修会 日本伝統瓦技術保存会 5,000

全国 竹筬製造技術（仕上げ工程）の保存および継承と、そのため
の記録作成

日本竹筬技術保存研究会 3,500

全国 美術刀剣製作技術保存研修会 財団法人日本美術刀剣保存協会 1,600

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 3,000

（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」を標記している。
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平成１８年度助成対象活動の専門委員会の審査方法等について 

 

助成金の交付対象となる活動について，芸術文化振興基金運営委員会より，審査を

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

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

審査の方法等について決定し，調査審議を行ったところである。 

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

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

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

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

の評定を行う。 
 

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

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

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

ともに，我が国の芸術文化の発展が期待できる活動であること 
 

（２）評価の区分 
評価区分 内  容 

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

 



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

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

（２）評価の区分 
評価区分 内  容 

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

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

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

（２）評価の区分 
評価区分 内  容 

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

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

ア 活動の目的及び内容が優れていること 
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 予算積算等が適切であること 
カ 活動内容が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であること 
キ 団体の運営及び経理が適正であること 
ク 助成の緊要度が高い活動であること 

 



（２）評価の区分 
評価区分 内  容 

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

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

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

 
 
（２）評価の区分 

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

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

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

（２）評価の区分 
評価区分 内  容 

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

 
 



           
芸術文化振興基金運営委員会委員名簿 

 

○ 運営委員会 
委員長      川 口 幹 夫 

委員長代理  海 老 澤  敏 

       上 原 恵 美 

             内 田 弘 保 

             大 原 謙一郎 

             小田島  雄  志 

             河 竹 登志夫 

             品 田 雄 吉 

             太刀川  瑠璃子 

             富 山 秀 男 

             野 村   萬 

             三 隅 治 雄 

             山 根 貞 男 

             渡 邊 明 義 

○部   会 
舞台芸術等部会(９名) 

部会長  海老澤   敏（運営委員会運営委員） 

小田島 雄 志（運営委員会運営委員） 

太刀川 瑠璃子（運営委員会運営委員） 

富 山 秀 男（運営委員会運営委員） 

佐 野 光 司（音楽専門委員会主査） 

山 野 博 大（舞踊専門委員会主査） 

大 笹 吉 雄（演劇専門委員会主査） 

星 野   紘（伝統芸能専門委員会主査） 

建 畠   晢（美術専門委員会主査） 
 

映像芸術部会（５名） 
      （映画の製作活動：第２回募集分の審査終了後発表） 

 

地域文化・文化団体活動部会（４名） 
部会長  三 隅 治 雄（運営委員会運営委員） 

上 原 恵 美（運営委員会運営委員） 

渡 邊 學 而（地域文化活動専門委員会主査） 

大 橋 敏 博（文化団体活動専門委員会主査） 
 

文化財部会（３名） 
部会長  内 田 弘 保（運営委員会運営委員） 

渡 邊 明 義（運営委員会運営委員） 

田 中 英 機（文化財保存活用専門委員会主査） 



○専門委員会 

 
音楽専門委員会（８名） 舞踊専門委員会（８名） 演劇専門委員会（９名）

網　干　　　毅 尼ケ崎　　　彬 ◎ 大　笹　吉　雄

石戸谷　結　子 ○ 伊地知　優　子 九　鬼　葉　子

大　木　正　純 國　吉　和　子 七　字　英　輔

◎ 佐　野　光　司 久　保　正　士 竹　内　銃一郎

○ 根　岸　一　美 桜　井　多佳子 西　堂　行　人

水　野　みか子 佐々木　涼　子 西　村　彰　朗

諸　石　幸　生 守　山　実　花 林　　　あまり

悠　　　雅　彦 ◎ 山　野　博　大 水　野　　　久

○ 横　溝　幸　子

伝統芸能専門委員会（８名） 美術専門委員会（７名） 地域文化活動専門委員会
木津川　　　計 伊　藤　俊　治 （７名）

小　柴　はるみ 上　野　憲　示 栗飯原　　　眞

○ 近　藤　瑞　男 内　山　博　子 衛　　　紀　生

野　川　美穂子 宝　木　範　義 ○ 大　内　祥　子

◎ 星　野　　　紘 ◎ 建　畠　　　晢 佐々木　晃　彦

丸　茂　美恵子 ○ 田　中　通　孝 白　石　美　雪

村　上　　　湛 吉　村　佳　子 鈴　木　滉二郎

保　田　武　宏 ◎ 渡　邊　學　而

文化団体活動専門委員会 文化財保存活用専門委員会
（９名） （８名）

◎ 大　橋　敏　博 麻　生 　　 恵

岡　野　智　子 北　澤　 　 猛

神　澤　和　明 佐　野　 賢 治

佐　藤　まいみ ○ 白　石　和　己

高　萩　　　宏 ◎ 田　中　英　機

楢　崎　洋　子 中　村　茂　子

響　　　敏　也 萩　原　法　子 ◎主査

山　田　友　治 丸　山　伸　彦 ○主査代理

○ 米　田　耕　司 （五十音順）

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