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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２１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る。  

 本年度の応募件数１，８３５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つの部会、９つ

の専門委員会（委員数８３名）、なお、演劇専門委員会については２つの  

分科会、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７０５件、助成金交付予定額は１２億８，９００

万円となった。  

  

 



平 成 21 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



［舞台芸術等の活動］

現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計50件・188,200千円）　　　　　　　　　　

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）
オーケストラ・プロジェクト　2009　オーケストラ・パフォーマンスの
現在

オーケストラ・プロジェクト（東京都） 1,400

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） 1,400

紀尾井シンフォニエッタ東京　定期演奏会　第６９回～第７３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

札幌交響楽団　道内地方公演 財団法人　札幌交響楽団（北海道） 6,000

サントリー音楽財団サマーフェスティバル2009＜ＭＵＳＩＣ ＴＯＤＡ
Ｙ ２１＞

財団法人　サントリー音楽財団（東京都） 11,000

サントリー音楽財団コンサート＜作曲家の個展２００９「中川俊郎」＞ 財団法人　サントリー音楽財団（東京都） 2,200

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

2,100

「現代日本のオーケストラ音楽」第３３回演奏会 財団法人　日本交響楽振興財団（東京都） 2,600

パシフィック・ミュージック・フェスティバル（ＰＭＦ）２００９ 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）

3,000

大田区民オペラ協議会公演2009「第16回三菱UFJ信託音楽賞」受賞記念
Ｇ．ヴェルディ作曲『シモン・ボッカネグラ』

大田区民オペラ協議会（東京都） 4,500

オペラ彩第２６回定期公演　オペラ「仮面舞踏会」 特定非営利活動法人　オペラ彩（埼玉県） 3,500

関西歌劇団第91回定期公演「プッチーニ・三部作」 特定非営利活動法人　関西芸術振興会（大阪
府）

6,000

第４回　群馬オペラ協会公演　オペラ「カルメン」 群馬オペラ協会（群馬県） 3,000

札幌室内歌劇場第３８回公演　オペラ「月を盗んだ話」 特定非営利活動法人　札幌室内歌劇場（北海
道）

4,500

サントリー音楽財団創設４０周年記念＜望月京オペラ「パン屋大襲撃」
＞

財団法人　サントリー音楽財団（東京都） 9,500

首都オペラ　第１８回公演「マルタ」 首都オペラ（神奈川県） 6,000

名古屋二期会オペラ定期公演「真夏の夜の夢」 名古屋二期会（愛知県） 4,500

第35回記念　二期会オペラ公演　歌劇　「ラ・ボエーム」 二期会四国支部（香川県） 4,000

青少年のための「日生劇場オペラ教室」第30回公演／NISSAY OPERA
2009 オペラ 『ヘンゼルとグレーテル』

財団法人　ニッセイ文化振興財団（東京都） 6,500

日本ヘンデル協会　コンサート・シリーズVo1　14　オペラ『オットー
ネ』

日本ヘンデル協会（東京都） 1,000

舞踏歌劇「金剛蔵王」公演（世界初演） 日本・ロシア音楽家協会（東京都） 3,000

ひろしまオペラルネッサンス　Ｇ．ヴェルディ作曲「椿姫」（全３幕、
イタリア語上演、字幕付）

ひろしまオペラ・音楽推進委員会（広島県） 5,500

北海道二期会創立４５年記念　平成２１年度オペラ公演　喜歌劇「メ
リー・ウイドウ」

北海道二期会（北海道） 3,000

Ensemble Contemporary α　2009年シーズン Ensemble Contemporary α（埼玉県） 900

「時代を創造するパイオニア達」Vol.1～3　アンサンブル・ノマド定期
演奏会第３５回～３７回

アンサンブル・ノマド（東京都） 3,000

アンサンブル≪ＢＷＶ2001≫　第９回定期演奏会 アンサンブル≪BWV2001≫（埼玉県） 600

クヮトロ・ピアチェーリ定期演奏会（第6回・第7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） 1,300

コンサート　ジュネシス（始原）Ⅳ　「創造する伝統」 創造する伝統2005実行委員会（東京都） 800

東京シンフォニエッタ2009年度定期演奏会（第２５・２６回） 東京シンフォニエッタ（東京都） 2,900

長岡京室内アンサンブル・ニューイヤーコンサート　～イタリアン・バ
ロックと古典～　（仮）

長岡京室内アンサンブル（京都府） 300

音楽の複数次元2009～コーネリアス・カーデュー～ 有限会社　ナヤ・コレクティブ（東京都） 600

日本テレマン協会第１８７回～１９２回定期演奏会 日本テレマン協会（大阪府） 3,000

高橋悠治の肖像 財団法人　水戸市芸術振興財団（茨城県） 600

寺神戸亮＆レ・ボレアード　ヴィヴァルディ・プログラム レ・ボレアード（東京都） 500

アール・レスピラン第24回定期演奏会　「交響曲の200年」 アール・レスピラン（東京都） 700

オーケストラ・ニッポニカ　第１６回演奏会・第１７回演奏会【芥川也
寸志交響管弦楽作品連続演奏会シリーズⅡ，Ⅲ】

芥川也寸志メモリアル　オーケストラ・ニッポ
ニカ（東京都）

3,000
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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）
アフィニス夏の音楽祭　2009　広島　ー第21回アフィニス夏の音楽祭ー
（仮称）

財団法人　アフィニス文化財団（東京都） 9,000

第２５回＜東京の夏＞音楽祭２００９ 財団法人　アリオン音楽財団（東京都） 12,000

第１１回　別府アルゲリッチ音楽祭 財団法人　アルゲリッチ芸術振興財団（大分
県）

5,000

アロージャズオーケストラ（AJO）第８５～８８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）

2,500

第３０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） 6,500

2009　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） 9,000

ザ・タロー・シンガーズ第11回東京定期演奏会『20世紀の響き』 ザ・タロー・シンガーズ（兵庫県） 600

第３０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） 1,700

角田健一ビッグバンド　2009定期公演 角田健一ビッグバンド事務所（東京都） 2,600

コンポージアム2009 財団法人　東京オペラシティ文化財団（東京
都）

6,000

第7回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン（ヘンデル没後250年記念
フェスティバル）オラトリオ《陽気の人、ふさぎの人、中庸の人》第1
部、第2部　＆　《聖セシリアの祝日のためのオード》

ヘンデル・フェスティバル・ジャパン実行委員
会（茨城県）

1,800

目白バ・ロック音楽祭　2009 目白バ・ロック音楽祭実行委員会（東京都） 900

守屋純子オーケストラ 2009 定期公演 守屋純子オーケストラ（東京都） 1,200

横濱　JAZZ　PROMENADE　2009 横濱　JAZZ　PROMENADE　実行委員会（神奈川
県）

8,000
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現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計49件・74,100千円）

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）
有馬龍子バレエ団公演「Ｃoncerto en Ré」「ジゼル」全幕 有馬龍子バレエ団（京都府） 2,100

バレエ「白鳥の湖」（全4幕） 沖縄インターナショナルバレエコーポレーショ
ン（沖縄県）

3,000

創立６０周年記念越智インターナショナルバレエ「ドン・キホーテ」全
幕

越智インターナショナルバレエ（愛知県） 2,500

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タベｉｎ　Ｏｓａｋａ　Ｖｏｌ．2

Ｋ★バレエスタジオ（大阪府） 1,300

‘０９　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） 1,900

札幌舞踊会創立６０周年記念ガラ公演 有限会社　札幌舞踊会（北海道） 1,500

ナゴヤ・テアトル・ド・バレエ公演 塚本洋子バレエ団（愛知県） 2,100

東京シティ・バレエ団公演　「ロミオとジュリエット」 東京シティ・バレエ団（東京都） 3,500

東京シティ・バレエ団公演　「カルメン」 東京シティ・バレエ団（東京都） 3,500

第３１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（北海
道）

2,200

第１８回定期公演　“シンデレラ”（全幕） 有限会社　野間バレエ団（大阪府） 2,600

松岡伶子バレエ団公演　バレエ「くるみ割り人形」（全二幕） 有限会社　松岡伶子バレエ団（愛知県） 2,800

「バレエスーパーガラ」　バレエコレクション　２００９　in　ＯＳＡ
ＫＡ

有限会社　松田企画/MRB松田敏子リラクゼー
ションバレエ（大阪府）

1,500

第28回あきた全国舞踊祭　エキシビション公演 秋田県芸術舞踊協会（秋田県） 700

ＤＡＮＣＥ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　２００９　公演 株式会社　アンクリエイティブ（東京都） 1,600

Ｔｏｋｙｏ　Ｄａｎｃｅ　Ｍａｒｋｅｔ　２０１０ 株式会社　アンクリエイティブ（東京都） 1,400

井上恵美子ダンスカンパニー公演　「ｓｈａｄｏｗ」（仮題） 井上恵美子ダンスカンパニー（神奈川県） 800

日仏ダンスコラボレーション　小野寺修二+フィリップ・アルマード＋
ニコラ・ビュフ「点と線」（仮題）

ＡＰＡ（芸術振興協会）（東京都） 2,200

Ｍ－laboratory「新しい世界」 Ｍ－laboratory（東京都） 300

「明晰」　三部作最終作日本ツアー 大橋可也＆ダンサーズ（東京都） 1,600

木佐貫邦子　＋　néo　公演 木佐貫ダンスオフィス（東京都） 300

金魚（鈴木ユキオ）「Ｔｈｅ　Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｗｏｒｄｓ（仮）」 金魚（鈴木ユキオ）（神奈川県） 1,300

黒沢美香＆ダンサーズ公演 黒沢美香＆ダンサーズ（神奈川県） 1,000

ケイ・タケイ「ＬＩＧＨＴシリーズ　1969←→2009」 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）

1,900

Ｋ's pro.公演　ＭｏＮｏ　ｃｈｒｏｍｅ Ｋ's pro.（静岡県） 400

ＫＥＮＴＡＲＯ!!ソロ公演　「メトロ、時々、ネットワーク」（仮題） ＫＥＮＴＡＲＯＣＫＥＲＳ（東京都） 1,200

Ｃｏ．山田うん　「ショーメン」（仮名） Ｃｏ．山田うん（東京都） 1,900

失われた１ページ：切り取られた家族の歴史 ザ・スクール・オブ・ハードノックス・ジャパ
ン（東京都）

1,800

ＴＯＫＹＯ　ＤＡＮＣＥ　ＴＯＤＡＹ 財団法人　児童育成協会（東京都） 1,500

リンゴ企画 2009 「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　新作公演　「うしろの正面」 千日前青空ダンス倶楽部（大阪府） 1,100

劇団態変・ソロ公演2009 劇団　態変（大阪府） 800

ダンスカンパニーＫＩＫＩＫＩＫＩＫＩＫＩ　神戸公演「ＯＭＥＤＥＴ
ＯＵ」

ダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI（京都府） 300

三番叟　～伝統と現在～ 財団法人　としま未来文化財団（東京都） 1,500

ニブロール新作公演『失恋』（仮題） ニブロール（東京都） 1,800

能藤玲子創作舞踊50周年記念公演　「限られることの」・「葦の行方」 能藤玲子創作舞踊団（北海道） 1,100
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
能美健志＆ダンステアトロ２１　新作ダンス公演「トーナリティー」 能美健志＆ダンステアトロ２１（東京都） 1,200

独舞 BATIK（東京都） 800

黒沢美香ソロ・ダンス　「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） 1,100

Ｇeneris新作　犀 PEG（東京都） 200

2009福岡舞台芸術シリーズ「矢印と鎖」 財団法人　福岡市文化芸術振興財団（福岡県） 600

藤田佳代舞踊研究所モダンダンス公演　ハスミのダンスⅡ 藤田佳代舞踊研究所（兵庫県） 1,000

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） 600

まことクラヴ　新作公演 まことクラヴ（東京都） 1,300

マドモアゼル・シネマ「旅は道連れプロジェクト」 マドモアゼル・シネマ（東京都） 400

横浜ダンスコレクションＲ　２０１０ 財団法人　横浜市芸術文化振興財団（神奈川
県）

2,800

コンドルズ　夏のダンス公演 ＲＯＣＫＳＴＡＲ　有限会社（東京都） 3,000

岡田昌己スペインを踊る　第28回公演 エストゥディオ・マドリッド（東京都） 3,000
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計141件・343,700千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
プルーラル・シアター・プロジェクト（略称PTP）　副題：演劇創造計
画07/09＠岡山＋静岡

特定非営利活動法人　アートファーム(岡山
県）

1,200

愛知県文化振興事業団プロデュース　第８回ＡＡＦ戯曲賞受賞作『船酔
いバッハ』

財団法人　愛知県文化振興事業団（愛知県） 1,800

劇団青い鳥35周年特別公演　「ザ・還暦　～希望の朝～」 株式会社　青い鳥創業（東京都） 3,000

朗読しばい「楽劇天守物語」 特定非営利活動法人　ＡＣＴ．ＪＴ（東京都） 2,000

アジア６ケ国コラボレーション企画＜Unbearable Dreams Vol.4＞ Asia meets Asia 実行委員会（東京都） 1,900

avecビーズ évolution７　アシタもおかしいか、　～アベビバ～ avecビーズ（愛知県） 500

『Tsukai』 ARICA（東京都） 1,000

罪（仮題） アル☆カンパニー（神奈川県） 1,700

寺山修司全作品上演計画「盲人書簡」 池の下（東京都） 1,600

ろじ式 劇団　維新派（大阪府） 4,500

ピースの煙 壱組印（東京都） 2,400

ウォーキング・スタッフ　プロデュース　「コルトガバメンツ」（仮
題）

ウォーキング・スタッフ（東京都） 2,100

第16回公演　『プロ倫（仮題）』 A級MissingLink（大阪府） 400

江戸糸あやつり人形座公演「バッカイ」 江戸糸あやつり人形座（東京都） 4,000

劇団M.O.P.第44回公演『リボルバー』 劇団　Ｍ．Ｏ．Ｐ．（東京都） 5,000

ACT5『家を出た』 M_Produce（京都府） 600

THE BOYCE TRILOGY Ⅰ（仮題） 演劇企画集団　楽天団（東京都） 2,200

岡部企画プロデュース52　早春賦 有限会社　岡部企画（神奈川県） 2,300

わたしの舞台 劇団　解体社（東京都） 2,200

海流座公演　「ワーニャおじさん」 海流座（東京都） 3,500

日本・中国国際共同制作・精巧大型人形劇「三国志」－総集編－ 株式会社　劇団影法師（東京都） 1,700

勝田演劇事務所第18回公演「バケレッタ！」 勝田演劇事務所（東京都） 3,000

艶麗の猛き影花 花伝[KADEN]シアターカンパニー（東京都） 1,500

舞踏会に向かう三人の農夫の妻 かもねぎショット（東京都） 2,200

「鴎座」第Ⅱ期上演活動３　『差異の三部作（仮題）－アントニオ・ネ
グリの原作による－』

鴎座（東京都） 1,600

劇団唐組　第４４回公演　（仮題）　「平成版　少女都市」 有限会社　唐組（東京都） 3,500

烏丸ストロークロック「漂泊の家」シリーズ３部作公演　『漂泊の家』
（全３部）

劇団　烏丸ストロークロック（京都府） 500

クレア・ハリソンの生命 株式会社　関西芸術座（大阪府） 1,400

木ノ下歌舞伎第八回公演　菅専助作品上演プロジェクトvol.3（仮） 木ノ下歌舞伎（京都府） 1,100

出番を待ちながら 有限会社　木山事務所（東京都） 3,500

瑠璃の壺 有限会社　木山事務所（東京都） 1,400

MONO+AI･HALL共同製作『チェーホフを待ちながら』 有限会社　キューカンバー(京都府） 1,200

中西和久ひとり芝居「をぐり考」 有限会社　京楽座（東京都） 2,500

グリング第18回公演「jam」 グリング（東京都） 900

（財）現代演劇協会主催公演『タバコの害について』　ほか１作品 財団法人　現代演劇協会（東京都） 1,600

『ロスメルスホルムス』 有限会社　ゴーチ・ブラザーズ（東京都） 1,700

阿佐ヶ谷スパイダースPRESENTS『穴』 有限会社　ゴーチ・ブラザーズ（東京都） 2,600
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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）
劇団こふく劇場・あくたぁず企画公演「ゴドーを待ちながら」 劇団　こふく劇場（宮崎県） 1,000

『ハッシャ・バイ‘０９』（仮） 株式会社　サードステージ（東京都） 2,500

サイスタジオ公演ｖｏｌ．23 シリーズ珠玉のカナダ戯曲＃３  「懸賞
募集！」（仮題）

泚　株式会社（サイスタジオ）（東京都） 1,700

舞台「The Vagina Monologues」 サイン　アート　プロジェクト．アジアン(東
京都）

2,400

「Ｓ高原から」 三条会（千葉県） 1,300

おにいさんとおねえさんと 有限会社　ジーツープロデュース（東京都） 3,500

劇団しし座　第６９回公演　「忍の光をあびて」 劇団　しし座（大阪府） 1,200

自転車キンクリートSTORE「アパートの一室」（仮） 有限会社　自転車キンクリーツカンパニー(東
京都）

4,500

第４８回公演「河童橋の魔女」 劇団　ジャブジャブサーキット（岐阜県） 2,200

少年王者舘　第33回本公演　「ココロ」 少年王者舘（愛知県） 2,200

ロミオとジュリエット（仮） 少年社中（東京都） 1,000

「招かれた客」公演 株式会社　シルバーライニング（東京都） 4,500

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） 1,200

新転位・２１第１４回公演「アキバ、飛べ。－秋葉原無差別殺傷事件
－」

新転位・２１（東京都） 1,800

the 19th session 「LUXOR」 ＳＰＩＲＡＬ　ＭＯＯＮ（東京都） 700

精華演劇祭vol.14　第１回精華小劇場製作作品 精華演劇祭実行委員会（大阪府） 1,000

青年劇場公演 「喜劇キュリー夫人」 有限会社　青年劇場（東京都） 2,400

前進座創作劇場　『木槿の咲く庭』 劇団前進座　株式会社（東京都） 4,500

東北３都物語「SENDAI座☆マクベス」（仮称） SENDAI座☆プロジェクト（宮城県） 3,500

双数姉妹公演『ユニゾン－鏡の国のコロス－』 双数姉妹（東京都） 900

巣林舎　第７回公演　“平家女護島” 巣林舎（東京都） 2,800

ZORA公演　ZORA版　「授業」(仮) ZORA（東京都） 800

身体詩「眠る夢～Sleeping Beauty WALTZ～」～森の地域と都市の地域
への働きかけから～

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） 2,400

劇団態変2009年度公演 劇団　態変（大阪府） 1,000

足跡の中から明日を 劇団　太陽族（大阪府） 800

目覚めと吐息と 劇団　太陽族（大阪府） 900

玉造小劇店　配給芝居vol:3　ラックシステム　15周年記念公演第三弾
「お正月・西洋料理の夜明」

玉造小劇店（大阪府） 3,500

チェルフィッチュ新作公演『カップル』（仮題） チェルフィッチュ（東京都） 2,200

赤玉ピンチ tsumazuki no ishi（東京都） 500

トランスフォーム、ゴーホーム tsumazuki no ishi（東京都） 1,000

「路上1」「路上2」「路上3」連続上演 株式会社　ティーファクトリー（東京都） 1,500

芝居流通センター　デス電所　第19回公演 デス電所（大阪府） 2,700

ノラー光のかけらー テラ・アーツ・ファクトリー（東京都） 1,000

劇団道学先生公演「西城君の友人が訪ねてきた夜」 劇団　道学先生（東京都） 2,400

『肝っ玉おっ母とその子供たち』九州地域巡回公演・凱旋公演 株式会社　東京演劇集団風（東京都） 5,000

劇団東京乾電池公演「ＴＶロード」 株式会社　劇団東京乾電池（東京都） 1,900

劇団創立50周年記念「蟹工船」公演 有限会社　劇団東京芸術座（東京都） 3,500
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
東京デスロックの「ロミオとジュリエット」日韓二本立て（仮） 東京デスロック（東京都） 1,100

浅草瓢箪池 劇団　東宝現代劇七十五人の会（東京都） 1,800

観客席 社会福祉法人　トット基金／日本ろう者劇団
（東京都）

1,700

飛ぶ劇場 vol.30『彼女のすき間』 飛ぶ劇場（福岡県） 900

トリコＡ演劇公演「にんげんの家」 トリコ・Ａプロデュース（京都府） 1,800

浪花人情紙風船団　ペーパーバルーン公演　Shoot.3　ケッサク音楽
ファンタジー  Vol,2　「CABALET（キャバレー）」－極楽行きキャバ
レーへようこそ－

浪花人情紙風船団（大阪府） 2,500

南船北馬　「それでもワタシは空をみる」 南船北馬（大阪府） 900

ファミリーステージ「かぐや姫」（仮題） 財団法人　ニッセイ文化振興財団（東京都） 3,000

第25回公演　「踊る　ワン-パラグラフ」 ニットキャップシアター（京都府） 600

「爆笑喜劇　雲の下団五郎一座　－みちのくー座旅－」 社団法人　日本喜劇人協会（東京都） 3,500

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

人形劇団京芸／劇団京芸　創立６０周年記念合同公演  『ウィッシュリ
スト』

有限会社　人形劇団京芸（京都府） 3,000

猫のホテルプレゼンツ『ベスト　オブ　表現・さわやか』 猫のホテル（東京都） 4,000

ハ－フムーン・シアター・カンパニー公演　ハロルド・ピンター連続上
演No．8

ハーフムーン・シアター・カンパニー（東京
都）

1,100

劇団犯罪友の会(HANTOMO)　野外演劇公演「ちぎれぐも」 劇団　犯罪友の会(HANTOMO)（大阪府） 3,000

別役実『トイレはこちら』『天才バカボンのパパなのだ』vs 阿藤智恵
『死んだ女』　日替わり公演

株式会社　Ｐカンパニー（東京都） 900

劇団Ｂ級遊撃隊公演『夜明けの奥地』 劇団　Ｂ級遊撃隊（愛知県） 1,600

「賢治のカバン」～注文の多い料理店・セロ弾きのゴーシュ～ 有限会社　ひとみ座（神奈川県） 2,200

「砂の病」(La Maladie du Sable) フランス演劇クレアシオン実行委員会（東京
都）

1,000

France_pan　「点在する私」 France_pan（大阪府） 200

北京蝶々第12回公演「ルーシー」 劇団　北京蝶々（東京都） 300

無花果の完成（仮題） ペンギンプルペイルパイルズ(東京都） 3,000

方の会　第44回公演 「樺太1945年8月」 方の会（神奈川県） 800

TPS公演「美男ペコパンと悪魔」 財団法人　北海道演劇財団（北海道） 1,800

ポツドール特別企画「虚っぽの俺」（仮） ポツドール（東京都） 1,100

THE SHAMPOO HAT　第２４回公演「怪物」 HOT LIPS（東京都） 2,400

マリオン・ブリッジ マシュマロ・ウェーブ（東京都） 1,300

マレビトの会演劇公演「cryptograph」 マレビトの会（京都府） 1,900

マレビトの会演劇公演　シリーズ「戯曲との出会い」vol.2　『ユビュ
王』

マレビトの会（京都府） 1,600

home（仮題） 三田村組（東京都） 2,400

第13回みつわ会公演　久保田万太郎作品公演＜その20＞ みつわ会（東京都） 2,200

恋のメモランダム（仮題） 有限会社　モード（東京都） 1,900

女殺油地獄 有限会社　モード（東京都） 2,400

モダンスイマーズ公演「記憶の城」 モダンスイマーズ（東京都） 2,200

モダンスイマーズ公演「八鴉」 モダンスイマーズ（東京都） 3,500

伝統の現在‘（ダッシュ）７　「あの大鴉、さえも」 株式会社　森崎事務所（東京都） 1,800

MOLECULAR THEATRE『mouthed　マウスト』公演 MOLECULAR THEATRE（青森県） 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）
結城座創立375周年記念  ～江戸写し絵と江戸糸あやつりによる～  ｸﾞﾛ
ﾃｽｸ･ｴﾛﾁｯｸ･ﾛﾏﾝ『白昼夢』－乱歩奇譚（仮称）

有限会社　結城座（東京都） 4,500

遊劇体#47　『海神別荘』 遊劇体（京都府） 900

遊劇体#48　『〈演劇×世界〉～世界は恋人たちを愛している～』 遊劇体（京都府） 900

第三回　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） 2,500

コーポ桜木１０１号室 劇団　離風霊船（東京都） 2,000

渡辺源四郎商店『3月27日のミニラ』 渡辺源四郎商店（東京都） 1,600

渡辺源四郎商店『今日もいい天気』 渡辺源四郎商店（東京都） 1,700

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」 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）

300

「おはなしトントン」中国四国地方幼稚園保育園巡回公演 有限会社　劇団風の子（東京都） 1,000

小規模小学校巡回公演 企業組合　劇団風の子九州（福岡県） 2,600

「イソップドン!!」の小規模小学校公演 企業組合　劇団風の子東北（福島県） 500

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

子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム２００９ 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）

2,300

「すぎのこみんわ劇場」全国巡回公演 財団法人　すぎのこ文化振興財団（東京都） 2,800

九州地域の中学生のための学校巡回公演 特定非営利活動法人　劇団道化（福岡県） 1,600

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

2009年・夏－児演協　児童・青少年演劇フェスティバル 日本児童・青少年演劇劇団協同組合（東京都） 5,000

人形劇団クラルテ公演「ムンジャクンジュは毛虫じゃない」 有限会社　人形劇団クラルテ（大阪府） 1,800

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） 3,500

Frog and Toad  がま君とかえる君の一年 株式会社　シーエイティプロデュース（東京
都）

4,000

ＴＳミュージカル　砂の戦士たち　（仮題） 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）

4,500

甲斐京子ダンス・ソング・ドラマ１０「ザ・ＲＡＫＵＧＯ＆レビュー」 新しいレビュー公演実行委員会（東京都） 1,900

かわせみ座公演「Moon Spirits」 （仮題） かわせみ座（東京都） 3,000

「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） 4,500

「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） 1,300

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）

2,900

人形劇団プーク創立80周年記念公演　怪談「牡丹燈籠」 有限会社　劇団プーク（東京都） 6,000

大つごもり 朗読新派（東京都） 1,100
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伝統芸能の公開活動（合計43件・72,000千円）

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）
大槻能楽堂自主公演能　ナイトシアター 財団法人　大槻能楽堂（大阪府） 900

第10回　社団法人能楽協会　九州支部　定例公演会 社団法人　能楽協会（東京都） 600

第3回　「ろうそく能」 社団法人　能楽協会（東京都） 400

ライブ能 財団法人　山本能楽会（大阪府） 1,800

県民のための能を知る会 財団法人　鎌倉能舞台（神奈川県） 1,700

第１４回　心味の会 心味の会（京都府） 400

金剛流普及能 金剛会（京都府） 300

前進座五月国立劇場公演　『江戸城総攻』『左の腕』 劇団前進座株式会社（東京都） 10,000

同研能 同研会（京都府） 200

宝生流　當山能の会 當山能の会（東京都） 400

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

【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

豊春会　春の能 豊春会（京都府） 400

豊春会　秋の能 豊春会（京都府） 500

五代目中村富十郎傘寿記念　第九回　矢車会 矢車会（東京都） 2,800

第１３回　石川利光尺八リサイタル 石の会（兵庫県） 400

江戸浄瑠璃・式佐の会 江戸浄瑠璃保存会（東京都） 500

オーラＪ第２４回定期演奏会　新箏（にいごと２１絃箏）誕生４０周年
記念「新箏協奏曲特集」

オーラJ（東京都） 900

女流義太夫演奏会 社団法人　義太夫協会（東京都） 2,300

第１５回　清元宗家演奏会 清元協会（東京都） 400

第２３回現代邦楽作曲家連盟作品演奏会 現代邦楽作曲家連盟（東京都） 100

第４回青新会公演 新内協会（東京都） 300

奏心会―２００９―　～「今」を語る古典～ 奏心会（東京都） 200

筑前琵琶連合会　大阪全国演奏大会 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） 2,400

長唄・囃子　樂明会 長唄・囃子　樂明会（東京都） 200

第１００回　女義太夫公演 財団法人　人形浄瑠璃因協会（大阪府） 400

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） 600

邦楽の新しい響きⅣ～手事のひろがり　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） 800

日本の音楽と舞踊の魅力を探る　vol.9　もじりの美 有限会社　オフィス拓（東京都） 500

ビバ　ビバッ！　アメーリカ 人情おどり座（東京都） 900

「第５１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） 1,600

大阪楽所第二十七回雅楽演奏会 大阪楽所（大阪府） 800

小野雅楽会　１２２年の会　「祝いの宴」 小野雅楽会（東京都） 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） 1,500
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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）
桑名　六華苑　舞楽会 多度雅楽会（三重県） 1,300

天王寺楽所　雅亮会　新人舞楽公演会─きらほしの舞台 天王寺楽所　雅亮会（大阪府） 500

第１３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） 900

伶楽舎　第９回雅楽演奏会「伶倫楽遊」 伶楽舎（東京都） 800

伶楽舎　雅楽コンサートＮＯ．２１ 伶楽舎（東京都） 500

日本一亭　南陵会 大阪講談協会（兵庫県） 200

第２０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11件・13,500千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
アジアを抱く　―　富山妙子全作品展 特定非営利活動法人　越後妻有里山協働機構

（新潟県）
1,700

Project　Collective.０３２～０４３展　～社会問題を解決するアート
プロジェクトの試み～（仮称）

アーティスト・イニシアティブ・コマンドＮ
（東京都）

1,700

富山県氷見市におけるサスティナブルアートプロジェクト　「ヒミン
グ・２００９　人と場所をつなごう」展

アートＮＰＯヒミング（富山県） 1,300

落石計画　第２期　Scattered　Seeds　展 落石計画実行委員会（東京都） 900

サスティナブル・アートプロジェクト２００９　「メディアインスタ
レーションによるアンビバランス劇場の出現」

環境プロセスアート（千葉県） 900

桐生再演 桐生森芳工場運営委員会（群馬県） 1,700

Ｃｏｎｔｉｎｕｅ　Ａｒｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２００９ Continue Art Project実行委員会（千葉県） 2,000

ゼロダテ／大館展２００９展 ゼロダテ／大館展　実行委員会（秋田県） 800

テキスタイルの未来形２００９福岡展 日本テキスタイルカウンシル(ＪＴＣ)（東京
都）

600

ワタラセ　アート　プロジェクト２００９　展 ＷＡＰ実行委員会（東京都） 1,300

The　12th　UNDERWATER　EXHIBITION　AQUART　IN　AMAMI　ISLAND
2009

アクアート実行委員会（京都府） 600
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多分野共同等芸術創造活動（合計18件・20,500千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
ｅＸ．21年度公演 川島　素晴（東京都） 900

篠﨑史子ハープの個展 ＸＩ～ハープとエレクトロニクスの作品を集め
て

篠﨑　史子（東京都） 600

バッハ音律で聴く　「植物文様クラヴィーア曲集」 藤枝　守（東京都） 400

Ｃ３Ａ（Change：Contemporary：Centrifugal force ＆ more Ｃ：
Art）

Ｃ３Ａ（東京都） 1,000

上田　遙ダンスリサイタル　13 上田　遙（千葉県） 1,700

ノオト/トオン　～洋楽事始メと心地良さとＪポップと～ ミズノオト・シアターカンパニー（東京都） 500

アンサンブル・ゾネ　ダンス公演　「Ｗａｎｄｅｒｉｎｇ　ｌｉｇｈｔ
漂う光」

アンサンブル・ゾネ（兵庫県） 1,000

合唱舞踊劇「ヨハネ受難曲」 O.F.C.（東京都） 1,500

「執心鐘入からのひろがり」（舞台公演） 沖縄県芸能関連協議会（沖縄県） 1,600

サマー・アート・スクール＆パフォーマンス２００９ クリエイティブ・アート実行委員会（東京都） 1,300

Ｔｈｅａｔｒｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｓｉ：　舞台上での東西文化融合
『オセロ』

Ｔｈｅａｔｒｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｓｉ（東京
都）

1,300

ＩＣＡＮＯＦ第９企画展『Blinks of Blots and Blanks展』 市民アートサポート　ICANOF（青森県） 900

＜ダンス白州２００９－四つの節会（せちえ）－＞舞踊、芝居、音楽、
映像、造形の新作部門

ダンス白州実行委員会（山梨県） 1,700

「true／本当のこと」 true実行委員会（東京都） 1,400

『うたのエリア-２』 時々自動（東京都） 800

ピラネージ的空間を舞う舞踊家たち　－柳瀬真澄 トランスパラン　ダンス　ポート（神奈川県） 900

第１４回ニパフ・アジア・パフォーマンス・アート連続展 日本国際ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｱｰﾄ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾆﾊﾟﾌ)実行委
員会（長野県）

1,300

食と現代美術partⅥ 特定非営利活動法人　BankART1929（神奈川
県）

1,700
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国内映画祭（合計29件・179,400千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
助成金予定額

（単位：千円）
アース・ビジョン　第18回地球環境映像祭 アース・ビジョン組織委員会（東京都） 1,700

あいち国際女性映画祭２００９ 財団法人　あいち男女共同参画財団（愛知県） 5,500

アジアフォーカス・福岡国際映画祭２００９ アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会
（福岡県）

12,500

大阪アジアン映画祭2010 大阪アジアン映画祭実行委員会（大阪府） 6,000

第16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） 3,500

カナザワ映画祭２００９ かなざわ映画の会（石川県） 2,000

第15回　ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭　2009 特定非営利活動法人　ＫＡＷＡＳＡＫＩアーツ
（神奈川県）

2,200

第３１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） 600

第17回　キンダー・フィルム・フェスティバル 一般社団法人　キンダー・フィルム（東京都） 4,500

第15回京都国際子ども映画祭 特定非営利活動法人　キンダーフィルムフェス
トきょうと（京都府）

400

第４回札幌国際短編映画祭（ＳＡＰＰＯＲＯショートフェスト
2009）

ＳＡＰＰＯＲＯショートフェスト実行委員会
（北海道）

2,800

ＣＯ2映画上映展　第6回フィルムエキシビション　in　ＯＳＡＫＡ
（第6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）

900

しまね映画祭２００９ しまね映画祭実行委員会（島根県） 3,500

ショートショート　フィルムフェスティバル　2009 ショートショート実行委員会（東京都） 5,000

ショートピース！仙台短篇映画祭2009 仙台短篇映画祭実行委員会（宮城県） 500

第12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

Next-Generation Film Festival 田辺・弁慶映画祭2009 田辺・弁慶映画祭実行委員会（和歌山県） 2,200

第19回映画祭　ＴＡＭＡ　ＣＩＮＥＭＡ　ＦＯＲＵＭ ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会（東京都） 2,600

第22回東京国際女性映画祭 東京国際女性映画祭実行委員会（東京都） 5,000

第10回東京フィルメックス／ＴＯＫＹＯ　ＦＩＬＭｅＸ2009 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）

26,500

2009　東京・中国映画週間 日中友好映画祭実行委員会（東京都） 6,000

第２２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

15周年記念　第15回函館港イルミナシオン映画祭2009 函館港イルミナシオン映画祭実行委員会（北海
道）

3,000

第31回ぴあフィルムフェスティバル ぴあ株式会社（東京都） 9,000

もりおか映画祭2009 もりおか映画祭実行委員会（岩手県） 1,500

山形国際ドキュメンタリー映画祭2009 特定非営利活動法人　山形国際ドキュメンタ
リー映画祭（山形県）

15,500

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2010 特定非営利活動法人　ゆうばりファンタ（北海
道）

5,500

第34回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会（大分県） 1,700

２００９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）

500

- 13 -



日本映画上映支援（合計19件・10,100千円）

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）
２００９全国映連縦断上映会 映画鑑賞団体全国連絡会議（京都府） 2,800

マキノ雅弘監督生誕100年記念トーク＆シネマ　～女優・千原しのぶ
さんをお迎えして～

映画の楽校（香川県） 200

映画「ふみ子の海」上映会 映画「ふみ子の海」北海道上映委員会（北海
道）

2,300

親と子の映画フエスティバル 親と子の映画鑑賞会（香川県） 600

生誕100年！　マキノ雅弘　映画祭 金沢コミュニティシネマ（石川県） 300

「活弁で甦る名画」活動弁士・澤登翠／上映とトーク 特定非営利活動法人　ＫＡＷＡＳＡＫＩアーツ
（神奈川県）

300

夏休み特別講座　親子で科学映画を楽しもう　宇宙と気象の不思議3 特定非営利活動法人　京都自由大学（京都府） 100

呉映画サークル40周年記念例会 呉映画サークル（広島県） 200

高知県立美術館秋の定期上映会「復活！　高知フィルムマラソン
ｂｙ星加敏文」

財団法人　高知県文化財団（高知県） 400

『花はどこへいった』上映会 神戸映画サークル協議会（兵庫県） 100

生誕100年記念　撮影監督　宮島義勇の仕事 特定非営利活動法人　コミュニティシネマ大阪
（大阪府）

700

煌めく日本映画の男優たち シネ・ピピア企画運営委員会（兵庫県） 500

名作映画鑑賞会 清水映画サークル協議会（静岡県） 100

巨匠の映画を観る　「石内尋常高等小学校　花は散れども」上映と
新藤兼人監督の講演

とさりゅう・ピクチャーズ（高知県） 200

映画「石内尋常高等小学校　花は散れども」上映と講演の集い 奈良シネマクラブ（奈良県） 100

「日本映画のこれまでとこれから」 特定非営利活動法人　日本映画映像文化振興セ
ンター（東京都）

100

特集上映　岡本喜八の世界 日本映画大回顧展上映実行委員会（大阪府） 800

ゼロ年代映画祭 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

第70回町田親と子のよい映画をみる会 町田親と子のよい映画をみる会（東京都） 100
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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103件・115,900千円）

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 さっぽろオペラ祭　フィナーレコンサート 財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌市教育文

化会館)
300

〃 第20回函館市芸術ホール管弦楽団演奏会 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)

300

〃 文化の香る　み・らいまつり 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)

800

青森県 ふれあいジャンボリィー 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 三浦はつみ　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)

100

〃 仙台フィルハーモニー管弦楽団「胆沢公演」 胆沢文化会館自主事業協会：指定管理者(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8回公演 七ヶ浜町(七ヶ浜国際村ホール) 1,000

山形県 遊佐町・豊島区友好都市協定締結5周年記念事業「池袋わが
町」

遊佐町(遊佐町中央公民館) 1,900

福島県 石坂団十郎＆マルクス・シルマーベートーヴェンプロジェク
ト～チェロソナタ演奏会～

三春町教育委員会(三春町交流館) 200

栃木県 ビゼー：歌劇「カルメン」（演奏会形式公演） 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)

1,100

〃 第23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

群馬県 ディスカバー・クラシックMyきりゅう“響”シリーズ 財団法人　桐生市市民文化事業団(桐生市市民
文化会館)

600

埼玉県 プラザウエスト　スーパー　ジュニア　コーラス 財団法人　さいたま市文化振興事業団(さいた
ま市地域中核施設プラザウエスト)

400

〃 「Future」～オリジナル市民ミュージカル～ 財団法人　やしお生涯学習まちづくり財団(八
潮市民文化会館)

600

〃 子供のためのシェイクスピアカンパニー15周年記念公演｢マ
クベス｣

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

〃 埼玉会館ファミリー・クラシック　夏休みオーケストラ！ 財団法人　埼玉県芸術文化振興財団(埼玉会館) 2,000

千葉県 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)

900

〃 千葉県少年少女オーケストラとアキラさんの大発見コンサー
ト

財団法人　千葉県文化振興財団(千葉県文化会
館)

500

〃 伊能歌舞伎 財団法人　千葉県文化振興財団(千葉県東総文
化会館)

200

〃 開館20周年記念事業　千葉県少年少女オーケストラ演奏会 財団法人　君津市民文化ホール(君津市民文化
ホール)

400

東京都 オペラ入門シリーズ「これがオペラだⅤ」 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)

1,000

〃 かめいどらぼ2010 財団法人　江東区地域振興会(江東区亀戸文化
センター)

700

〃 財団設立5周年　2009年第9回全国まちだバレエコンクール開
催記念　ボリショイ＆ロシアバレエ　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)

2,100

〃 日本音楽集団ニューイヤーコンサート＆和楽器体験ワーク
ショップ

財団法人　調布市文化・コミュニティ振興財団
(調布市文化会館たづくり)

200

〃 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

〃 東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会「第24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)

1,700

〃 武蔵野シティバレエ第24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)

900

〃 第20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)

400

〃 子供たちの劇場「新作」～アンデルセン童話『旅の道づれ』
より

特定非営利活動法人　劇場創造ネットワーク
(杉並区立杉並芸術会館｢座・高円寺｣)

2,400

神奈川県 開館55周年　音楽堂バロック・オペラ　ヘンリー・パーセル
作曲「アーサー王」

財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川県立音
楽堂)

4,500

〃 オペラ実験工房2009プッチニー「トスカ」 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）)

600

〃 レクチャー付きコンサート☆バッハの真髄を探る　礒山雅
presentsバッハの宇宙「マタイ受難曲」

財団法人　相模原市民文化財団(杜のホールは
しもと)

1,400

〃 小澤征爾音楽塾　オーケストラ＆合唱団　特別演奏会2009 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)

900

〃 開館15周年記念　横須賀芸術劇場合唱団演奏会 財団法人　横須賀芸術文化財団(横須賀芸術劇
場)

1,000

〃 親子で楽しむコンサートシリーズVol．8「ロバの音楽座　ら
くがきブビビのコンサート」

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)

200

〃 開港150周年記念・市民創作バレエ｢人魚姫／眠りの森の美
女｣

関内ホール管理運営共同事業体：指定管理者
(横浜市市民文化会館関内ホール)

3,500

［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）
神奈川県 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(久良岐能舞台)
100

〃 開館5周年記念　磯子の街の音楽劇！ 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)

2,300

〃 英雄伝説・義経 財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜能楽
堂)

2,400

新潟県 上越新作能｢兼続｣ 株式会社　ＮＫＳコーポレーション：指定管理
者(上越文化会館)

600

富山県 国本武春の浪曲とジャック・リー・ランドールの影絵公演 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)

300

〃 財団設立15周年記念公演　マリア・ジョアン・ピリス交流プ
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)

600

石川県 能登半島地震復興記念・能登演劇堂ロングラン公演事業 能登演劇堂ロングラン公演実行委員会(七尾市
中島文化センター)

4,500

〃 プッチー二劇場「トゥーランドット」金沢公演 財団法人　金沢芸術創造財団(金沢歌劇座) 2,000

〃 BIG APPLE in NONOICHI 2009 財団法人　野々市町情報文化振興財団(野々市
町文化会館)

1,300

山梨県 第十二回　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)

800

〃 東西古楽の真夏の祭典　第24回都留音楽祭～Tsuru Early
Music Festival～

財団法人　都留楽友協会(都の杜うぐいすホー
ル)

800

長野県 第35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 開館15周年記念事業サウンドクリスマス2009 ふれあいＦＮＳ共同体：指定管理者(岐阜県県
民ふれあい会館サラマンカホール)

600

静岡県 ミュージカル2010「HAND in HAND～心と心の回想録～」 財団法人　富士市文化振興財団(富士市文化会
館)

700

愛知県 オペレッタ「チャルダッシュの女王」 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)

4,500

〃 地元名古屋の優秀舞台公演　名古屋の実力俳優が贈る名作劇
場『十二人の怒れる男』

財団法人　名古屋市文化振興事業団(名古屋市
千種文化小劇場)

700

三重県 三重音楽発信Vol．7オペラ「ドン・ジョバンニ」 財団法人　三重県文化振興事業団(三重県文化
会館)

2,300

〃 第10回能楽鑑賞会 財団法人　伊賀市文化都市協会(ふるさと会館
いが)

300

滋賀県 能オンステージ「弱法師」をめぐる能探訪 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)

500

〃 さきら開館10周年記念サラブレート・コンサート 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(栗東芸術文化会館さきら)

300

京都府 創作音楽劇「賢治の幻想」 財団法人　京都文化財団(京都府立府民ホール) 1,100

〃 開館40周年記念　狂言特別公演 財団法人　京都文化財団(京都府立文化芸術会
館)

500

大阪府 メイシアタープロデュースSHOW劇場Vol．4チェーホフ『かも
め』

財団法人　吹田市文化振興事業団(吹田市文化
会館)

600

〃 財団設立15周年記念公演　大阪シンフォニカー交響楽団名曲
コンサート

財団法人　泉佐野市文化振興財団(泉佐野市立
文化会館)

700

〃 マイタウンオペラ　不朽の名作シリーズvol．1「カルメン」 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)

4,500

〃 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)

400

〃 第24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)

1,100

〃 第20回記念皿田能・開館20周年「翁」「猩々」 皿田能実行委員会(阪南市立文化センター) 600

兵庫県 劇団太陽族「往くも還るも～ご当地ヴァージョン～」 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)

1,000

〃 第24回　伊丹市民オペラ定期公演「メリー・ウィドウ」 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｣)

2,100

〃 第18回みつなかオペラ　イタリア名作オペラ～悲劇のヒロイ
ン・シリーズVol.3　ヴェルディ／歌劇「アイーダ」

財団法人　川西市文化財団(川西市みつなか
ホール)

2,400

〃 「ベルリンフィル12人の金管奏者たち」三田公演 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)

1,900

〃 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

〃 ブラック・ボトム・ブラス・バンド　コンサート～しそうバ
ンドフェスタ～

財団法人　山崎文化振興財団(宍粟市山崎文化
会館)

300

〃 出石永楽館大歌舞伎 豊岡市(豊岡市立出石永楽館) 4,500

奈良県 劇団いかるが第十一回公演～斑鳩物語パート11～｢柿好き俳
句好き｣

財団法人　斑鳩町文化振興財団(斑鳩町文化振
興センター)

200

和歌山県 世界遺産登録5周年記念事業　熊野・黒潮と交響曲 新宮市(新宮市民会館) 600
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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）
和歌山県 日本・トルコ友好串本交響楽団コンサート 串本町(串本町文化センター) 1,900

鳥取県 第23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)

1,400

島根県 第15回出雲総合芸術文化祭　出雲神在月市民芸術文化の祭典 出雲市(出雲市民会館) 800

〃 第18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)

800

岡山県 土曜劇場400回記念公演 社団法人　岡山県文化連盟：指定管理者(岡山
県天神山文化プラザ)

200

広島県 演劇引力廣島　第7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）)

2,000

〃 歌曲のしらべ 財団法人　広島市文化財団(広島市東区民文化
センター)

500

〃 小さなこども達のためのクラシックコンサート 財団法人　広島市文化財団(広島市安芸区民文
化センター)

400

〃 ふくやまオーケストラ・フェスティバルVol．2 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)

700

山口県 N.Yハーレム・シンガーズ　クリスマス　ゴスペルコンサー
ト

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)

600

〃 特殊な古典劇「なかぢ近松創作劇場」 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)

500

〃 第9回防府音楽祭「民族の祭典」 財団法人　防府市文化振興財団(防府市地域交
流センター)

2,200

香川県 KJO第8回定期演奏会 香川県(香川県県民ホール) 300

〃 25周年記念行事・とらまる人形劇カーニバル2009 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)

1,000

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

高知県 クリエイション０９　舞台公演シリーズVOL.52 yummydance
（ヤミーダンス）ダンス公演「トラベルサービス」

財団法人　高知県文化財団(高知県立美術館
ホール)

1,400

福岡県 響ホールフェスティヴァル2009 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)

1,400

〃 ぽんプラザホールDDシアター 特定非営利活動法人　福岡パフォーミングアー
ツプロジェクト(ぽんプラザホール)

200

〃 ～能・狂言に親しもう～能「空海」 財団法人　宗像市総合公園管理公社(宗像総合
市民センター（宗像ユリックス）)

900

佐賀県 開館20周年記念　ニュルンベルク交響楽団　日本ツアー2009 財団法人　佐賀市文化振興財団(佐賀市文化会
館)

2,200

〃 「空、海、大地と木のうた」をうたう～with OMURA室内合奏
団～

武雄市(武雄市文化会館) 900

長崎県 OMURA室内合奏団第9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）)

1,300

熊本県 １１ぴきのねことぶた 合志市(合志市文化会館) 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) 300

宮崎県 ニューイヤーコンサート 財団法人　宮崎県立芸術劇場(宮崎県立芸術劇
場)

800

〃 オーケストラパーク2010 財団法人　都城市文化振興財団(都城市総合文
化ホール)

1,900

鹿児島県 「弦楽四重奏で舞う日本舞踊への誘い」～クラシック音楽と
日本舞踊の新たな出逢い～

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）)

700

〃 みやまファミリーコンサート「みやまに響くハンドベルの調
べ from USA]

財団法人　鹿児島県文化振興財団(鹿児島県霧
島国際音楽ホール)

700

〃 富良野グループ公演「谷は眠っていた」 中種子町文化会館（種子島こり～な） 600

〃 ポッペラカストラート　チョン・セフン　コンサート 株式会社　まちづくり鹿屋：指定管理者(鹿屋
市市民交流センター)

400
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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75件・137,500千円）

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 「アミューズランド・トゥモロー2010」展 北海道立近代美術館 2,000

〃 「Spirit＆Life　森からうまれたかたち」展 北海道立旭川美術館 700

〃 開港150年記念－幕末からの函館イメージ 北海道立函館美術館 900

〃 渡會純价展 財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌芸術の森美
術館)

1,800

青森県 太宰治展 青森県立美術館 3,000

宮城県 前衛のみやぎ 宮城県美術館 700

〃 青葉縁日Ⅲ　仙臺昭和ゴールデン 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)

2,800

秋田県 秋田県出身漫画家原画展『次代の力・秋田の力』 横手市(横手市増田まんが美術館) 400

山形県 土門拳生誕100年記念企画　三人三様展「勅使河原蒼風・土門
拳・亀倉雄策」

財団法人　土門拳記念館(酒田市写真展示館（土
門拳記念館）)

700

茨城県 「見ること」の現在 茨城県近代美術館 2,100

〃 「人間国宝　濱田庄司」展 茨城県陶芸美術館 1,300

〃 特別展「金と銀の考古学」 財団法人　茨城県教育財団(茨城県立歴史館) 3,500

〃 Beuys in Japan ：ボイスのいた8日間 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)

4,500

栃木県 栃木県・中国浙江省友好提携締結15周年記念事業「中国現代
美術との出会い」

栃木県立美術館 3,000

〃 サマーフォーラム2009「縫い・プロジェクト　工房しょう
ぶ」

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)

400

群馬県 群馬県立歴史博物館開館30周年記念展「埴輪の美－東国の埴
輪と畿内の埴輪を比較する－」

群馬県立歴史博物館 1,200

〃 Eco＆Art　現代美術におけるエコロジー 群馬県立館林美術館 1,600

埼玉県 企画展「小村雪岱とその時代」 埼玉県立近代美術館 1,500

〃 NAGASAWA IN KAWAJIMA展 財団法人　遠山記念館(遠山記念館) 1,900

千葉県 庭園の文学と美術　－与謝野晶子の「松戸の丘」と園芸学校
の絵画－

松戸市教育委員会(松戸市戸定歴史館) 1,900

東京都 セバスチャン・サルガド AFRICA 展 財団法人　東京都歴史文化財団(東京都写真美術
館)

4,500

〃 写真展　日本の「自画像」1945－1964 財団法人　せたがや文化財団(世田谷美術館) 2,400

〃 ‘文化’資源としての〈炭鉱〉展－〈ヤマ〉の美術・写真・
グラフィック

財団法人　目黒区芸術文化振興財団(目黒区美術
館)

4,500

〃 堀内　誠一　展 財団法人　せたがや文化財団(世田谷文学館) 1,000

〃 楊　福東　展 財団法人　アルカンシェール美術財団(原美術
館)

2,900

〃 Stitch by Stitch －針と糸で描くわたし－ 財団法人　東京都歴史文化財団(東京都庭園美術
館)

2,500

〃 「池田亮司－1と0の間の永遠－」展 財団法人　東京都歴史文化財団(東京都現代美術
館)

4,000

神奈川県 サンデー・マガジンのDNA～週刊少年漫画誌の50年～ 川崎市(川崎市市民ミュージアム) 800

〃 開館10周年企画「岡本太郎の絵画PART Ⅰ　Ⅱ－絵画の革命」 川崎市(川崎市岡本太郎美術館) 3,000

〃 束芋展：断面の世代 財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横浜美術
館)

4,500

新潟県 「五姓田派と新潟」展 新潟市芸術文化振興財団(新潟市歴史博物館) 1,200

富山県 現代山水の美　下保昭展 富山県水墨美術館 1,800

〃 塩田千春展 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 久隅守景展　加賀で開花した江戸の画家 石川県立美術館 1,400

〃 広瀬光治と西山美なコの“ニットカフェ・イン・マイ・ルー
ム”

財団法人　金沢芸術創造財団(金沢21世紀美術
館)

2,000

〃 室生犀星生誕120周年記念企画展「恩地孝四郎と装幀美」 財団法人　金沢文化振興財団(室生犀星記念館) 400

〃 生誕地・没後400年記念前年祭「長谷川等伯展」 財団法人　七尾美術館(石川県七尾美術館) 700
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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 「女たちと善光寺」展 長野市立博物館 4,500

〃 石井鶴三の素描と挿絵 財団法人　松本市教育文化振興財団(松本市美術
館)

3,000

三重県 元永定正展 三重県立美術館 2,400

〃 芭蕉翁記念館開館50周年記念特別展〈芭蕉展〉 財団法人　芭蕉翁顕彰会(芭蕉翁記念館) 400

滋賀県 日本画芸術創造の苦悩と歓喜－大正期、再興院展の若く青き
日々－展

滋賀県(滋賀県立近代美術館) 1,900

京都府 白樺派誕生100年記念「白樺派の愛した美術」展 財団法人　京都文化財団(京都文化博物館) 1,000

兵庫県 日本の表現主義展 兵庫県立美術館 2,700

〃 特別展「沖縄・琉球王国の美」 兵庫県立歴史博物館 2,800

〃 Made in TAMBA Made in TAMBA展実行委員会(兵庫陶芸美術館) 1,300

〃 柿衞文庫春季特別展　開館25周年記念「酒都につどう－詩
人・俳人・画人たち」

財団法人　柿衞文庫(柿衞文庫) 900

〃 新発見！忠臣蔵と浅野家 たつの市立龍野歴史文化資料館 1,700

〃 風の画家　中島潔の世界～故郷の四季展 豊岡市(伊藤清永美術館) 1,100

和歌山県 田中恒子コレクション展 和歌山県(和歌山県立近代美術館) 500

鳥取県 平成21年度　米子市美術館特別展「ネオテニー・ジャパン
高橋コレクション」

財団法人　米子市教育文化事業団(米子市美術
館)

900

島根県 昭和のこどもたち～石井美千子人形展 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)

700

岡山県 特別展「もーやん　えっちゃん　ええほんのえ　元永定正＋
中辻悦子　絵本原画展」

倉敷市立美術館 600

〃 特別展　新・高梁市発足5周年記念　平松利昭と三人の「師」
展－小貫政之助・丸木位里・丸木俊－

高梁市歴史美術館 800

〃 アトリエ　インカーブ展～創造という営み 財団法人　成羽町美術振興財団(高梁市成羽美術
館)

500

広島県 平成21年度春の企画展　神・人・財　－広島県の社宝－ 広島県立歴史博物館 600

山口県 フランスの浮世絵　リヴィエール展 山口県立萩美術館・浦上記念館 2,300

香川県 特別展　夏休み子どもミュージアム「わくわくどうぶつえ
ん！」

香川県立ミュージアム 1,800

〃 高松コンテンポラリーアート・アニュアル 高松市美術館 2,300

〃 Focus 3：高嶺格展 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)

2,700

愛媛県 「歌舞伎と文楽の世界」展 愛媛県歴史文化博物館 400

〃 2009年度自主企画展「Un nouveau regard－ふるさと再発見・
久万新映像紀行」

町立久万美術館 200

高知県 リサとガスパール＆ペネロペ展 財団法人　高知県文化財団(高知県立文学館) 1,000

〃 「福岡アジア美術館所蔵　夢みるアジア」展 財団法人　高知県文化財団(高知県立美術館) 3,000

福岡県 第4回福岡アジア美術トリエンナーレ2009 第4回福岡トリエンナーレ実行委員会(福岡アジ
ア美術館)

3,500

〃 福岡市市制施行120周年記念　福岡近代絵巻 福岡市博物館 2,500

〃 子どものための美術館5 財団法人　直方文化青少年協会(直方市美術館) 200

佐賀県 佐賀城本丸歴史館開館5周年記念企画展「近代との遭遇－世界
を見る・日本を創る－」

佐賀城本丸歴史館開館5周年記念企画展「近代と
の遭遇」実行委員会(佐賀県立佐賀城本丸歴史
館)

2,500

〃 『肥前名護屋城と「天下人」秀吉の城』展 佐賀県立名護屋城博物館 1,900

長崎県 東松照明写真展　長崎の時 財団法人　長崎ミュージアム振興財団(長崎県美
術館)

4,500

熊本県 「花・風景」展 財団法人　熊本市美術文化振興財団(熊本市現代
美術館)

2,000

大分県 大分の竹工芸－世紀を超えて　未来へ 大分県立芸術会館 400

〃 特別展「おおいた発！幕末文化維新－賀来家・華麗なる一族
－」

大分県立歴史博物館 300

鹿児島県 生誕80年記念特別企画展「向田邦子展」 財団法人　鹿児島市教育施設管理公社(かごしま
近代文学館)

1,700

全国 鴻池朋子展 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)

1,800

（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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アマチュア等の文化団体活動（合計126件・94,000千円）

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 〝版・継承と刷新〟創立50周年記念展 北海道版画協会 700

〃 サントリーホール公演 北海道くしろ蝦夷太鼓保存会 900

〃 第22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

600

〃 アイヌ文化のオペレッタ 札幌こどもミュージカル育成会 3,000

〃 2009　さっぽろ旭山音楽祭（第22回） さっぽろ旭山うた祭りの会 2,500

〃 人形劇フェスティバル2010年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 700

〃 人形浄瑠璃2009「さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座15周年記
念公演」

さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 500

〃 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　北海道ウタリ協会 400

〃 第4回道民・オーケストラワークショップ 第4回道民・オーケストラワークショップ実行
委員会

400

青森県 創立30周年記念　打楽器フェスティバル パーカッショングループ＜ファルサ＞ 500

〃 創立五十五周年　メモリアルコンサート 女声コーラス　弘前うらら会 200

〃 第39回定期公演　歌劇「ヘンゼルとグレーテル」 弘前オペラ 1,800

〃 創立25年記念演奏会 弘前バッハアンサンブル 900

〃 平成21年度本公演　高山元延作「ぼくざん物語」 劇団やませ 300

〃 第29回定期演奏会 青森ジュニアオーケストラ 300

岩手県 旗上げ30周年記念公演「北街物語」盛岡・沖縄公演 劇団赤い風 600

宮城県 登米祝祭劇場開館15周年記念事業　子どもミュージカル劇団
「ドリーム☆キッズ」第7回公演

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

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 700

〃 第32回　定期演奏会（佐藤　卓史　指揮者　デビューコン
サート）

秋田青少年オーケストラ 300

〃 創立40周年記念“あきた演劇フェスティバル” 秋田県演劇団体連盟 400

〃 創立20周年　第25回記念公演　喜歌劇「こうもり」 秋田声楽研究会 1,600

〃 DANCE　UNIVERSE　vol．6 DANCE　UNIVERSE 700

山形県 第4回「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 700

〃 第36回定期演奏会「宮澤賢治音楽劇場その15」（山形・仙台
公演）

合唱団じゃがいも 700

栃木県 栃木県・浙江省友好提携締結15周年「栃木県・浙江省書法友
好交流展」（日本展）

栃木県書道連盟 500

〃 第10回記念公演　創作オペラ「那須野巻狩り」 くろいそオペラをつくる会 1,000

〃 宇都宮市民芸術祭開催30周年・宇都宮市文化会館開館30周年
栃木県オペラ協会設立10周年【記念】オペラ「フィガロの結
婚」

栃木県オペラ協会 1,200

群馬県 創立20周年記念　第5回演奏会 前橋男声合唱団 200

埼玉県 設立10周年記念　第10回狭山市民芸術祭 狭山市文化団体連合会 1,000

千葉県 歌劇「カルメン」 君津市民オペラ実行委員会 1,200

〃 荷風幻像～老愁は葉の如く～ 「市川の永井荷風」上演委員会 800

〃 2009年度　劇・「トレモスのパン屋」 特定非営利活動法人　まちアート・夢虫 600

〃 千葉県民芸術祭参加　第35回現代バレエ合同公演 千葉県芸術舞踊協会 900

東京都 ケチャ世界初上演35周年記念　第34回ケチャまつり ケチャまつり実行委員会 600

〃 創立30周年記念第35回定期演奏会 武蔵野市民合唱団 1,000

〃 創立15周年記念特別公演　グノー作曲「ファウスト」 ガレリア座 1,100

〃 第10回記念定期演奏会 東京ジュニアオーケストラソサエティ 1,200
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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 JSKCY　第71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
300

〃 例大祭公演 「新富座こども歌舞伎」の会 600

〃 第8回公演　歌劇「イル　トロヴァトーレ」 オペラ　リリカ　八王子 800

〃 熟年演劇　第20回記念公演「ゼロ時間への殺意」 演劇集団　たつのおとしご会 400

〃 創立15周年記念演奏会 中央区交響楽団 400

〃 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 300

〃 荒川区民オペラ第12回公演「イル・トロヴァトーレ」 区民でつくるオペラコンサート実行委員会 800

〃 「第一回日仏ロボットデザイン大賞」展示会 特定非営利活動法人　日仏芸術文化協会 500

〃 第20回定期演奏会 邦楽合奏団　織座 300

神奈川県 創立50周年記念コンサート　第100回定期演奏会 小田原フィルハーモニー交響楽団 700

〃 横浜開港150年、青葉区政15周年記念　第20回記念公演 特定非営利活動法人　横浜都筑太鼓 300

〃 横浜開港アンデパンダン展 横浜開港アンデパンダン展実行委員会 1,200

〃 創立30周年記念公演・第37回公演「十一ぴきのネコ」 劇団川崎演劇塾 400

〃 創立10周年記念　第20回定期演奏会 さがみはらフィルハーモニー管弦楽団 300

〃 鎌倉古楽祭　vol.9　鎌倉の譜 地球音楽園 300

〃 第35回　人形浄瑠璃自主公演 あつぎ　ひがし座 200

〃 《創立60周年記念》　第19回オフオフ合唱コンサート「星よ
地球よ」シリーズ③

横浜混声合唱団 200

〃 第21回　遊行かぶき「しんとく丸一稚児の舞い」公演 遊行舎 400

新潟県 合同ダンスフェスティバル 社団法人　現代舞踊協会北陸支部 300

〃 第6回里山アート展＆里山アートシンポジウム コスモ夢舞台実行委員会 400

〃 日印のコラボレーションによるインド・フォークアートの広
場

特定非営利活動法人　日印交流を盛り上げる会 900

〃 柏崎第九演奏会 柏崎第九演奏会実行委員会 3,000

富山県 第8回国際友好美術交流展　とやま 社団法人　富山県芸術文化協会 1,500

〃 創立60年周年記念事業　「父が帰る家」公演 劇団文芸座 700

〃 五箇山合掌の里芸術祭 五箇山合掌の里芸術祭実行委員会 300

石川県 第8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

〃 第38回「オーケストラと少年少女・子供の歌フェスティバル
2009」金沢公演

オーケストラと少年少女実行委員会 1,100

〃 白山国際太鼓エクスタジア2009 白山国際太鼓エクスタジア実行委員会 2,000

福井県 敦賀港開港110周年記念つるが海響コンサート　第7回　つる
が第九　演奏会

つるが海響コンサート実行委員会 200

山梨県 第3回八ヶ岳音楽祭　in　Yamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 800

長野県 第22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 600

〃 創立50周年記念　第50回長野県母親コーラスまつり 長野県母親コーラスまつり運営委員会 300

〃 第15回長野県童謡・唱歌フェスティバル 長野県童謡・唱歌をうたう会 300

〃 NAGANO open-air THEATER 2009 特定非営利活動法人　劇空間夢幻工房 500

岐阜県 創立55周年記念「岐阜公演」 社団法人　岐阜県交響楽団 700

静岡県 第12回伊東温泉「薪能」、地域芸能祭「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 1,200

愛知県 3rdコンサート 10th anniversary コールリリアス 400

三重県 15周年記念コンサート　The Song of The Earth 混声合唱団コーロ・Gui 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）
三重県 第17回コンサート ヴォーカルアンサンブル《ＥＳＴ》 300

滋賀県 第十六回自主公演 草の根劇場劇団「かいつぶり」 200

〃 2009メサイア演奏会 メサイア合唱団 700

〃 第13回長濱ゆう歌舞伎公演 長濱ゆう歌舞伎座 500

京都府 第13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 300

〃 きょうと児童青少年演劇まつり’09やましろのくに きょうと児童青少年演劇まつりやましろのくに
実行委員会

300

〃 北近畿国際音楽フェスティバルin2009 特定非営利活動法人　音楽のまちづくり 500

大阪府 創立30周年記念／創作オペラ「秀とカッパの笛」全二幕六場
（委託創作初演）

島本音楽協会 1,600

〃 公演「ラブレター～手紙×メール」 劇団スタジオＱ 100

〃 第4回　わがまち門真市民ミュージカル　愛と夢を未来に向
けて

第4回門真市民ミュージカル実行委員会 800

兵庫県 せきのみや子ども歌舞伎第7回公演 せきのみや子ども歌舞伎クラブ 1,000

〃 創立43周年記念公演　プラネット・ミュージカル　星の王子
さま

どんぐりコールミュージカルスクール 700

〃 第16回定期演奏会 西神戸混声合唱団 300

〃 阪神・淡路大震災から15年　鎮魂と復興を祈るコンサート 神戸中央合唱団 200

〃 ぐるっぽユーモア風オペラ「天国と地獄」 ぐるっぽユーモア 400

〃 第29回コンサート　NABL　BIGBAND　FESTIVAL　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

奈良県 第34回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 1,900

和歌山県 ぬけがら 演劇集団和歌山 200

島根県 むらくも座2009・出雲歌舞伎復活公演 出雲歌舞伎の里づくり実行委員会 2,800

岡山県 第14回公演「嫁も姑も皆幽霊」 劇団こすもす 700

広島県 第19回オペラ定期公演 ひろしま国際オペラスタジオ（ＨＩＯＳ） 500

山口県 「明治劈頭・太平洋上の近代裁判」地域都市公演 海峡座 1,100

〃 第九を歌う会「アン ディ フロイデ」＆マンハイム市立音楽
学校ユースオーケストラ 日独国際親善「第九」コンサート

第九を歌う会「アン　ディ　フロイデ」 1,000

徳島県 第9回演奏会【ふるさとへの想い】 徳島邦楽集団 400

〃 第12回公演　ヨハン・シュトラウスⅡ作曲　オペレッタ「こ
うもり」全3幕（邦訳）上演

特定非営利活動法人　オペラ徳島 1,000

香川県 創立35周年記念事業　第35回記念演奏会 高松市民吹奏楽団 300

高知県 第28回定期演奏会 高知フライデー・ウインド・アンサンブル 200

福岡県 2009年度本公演　ミュージカル『人間になった天使』 劇団パワーキッズ 800

〃 第15回定期演奏会、第4回「第九」の夕べ 古賀市民オーケストラ 300

〃 オペラ「椿姫」の上演 福岡オペラ研究会 200

佐賀県 第7回定期演奏会 からつジュニアオーケストラ 200

長崎県 第55回記念定期演奏会～ピアノ生誕300年の年に～ 佐世保市民管弦楽団 400

〃 F's Company PRESENTS「マチクイの詩」 F's Company 700

〃 第15回公演　『CASE』 劇団HIT！STAGE 300

宮崎県 みやざき国際ストリート音楽祭2009 みやざき国際ストリート音楽祭実行委員会 1,200

〃 子ども創作オペラ「白雪姫と子どもたち」 特定非営利活動法人　音楽に親しむ会 400

〃 芸術国際交流特別演奏会「ハイネの詩による歌曲の夕べ」 ウィーンの会 400

〃 第42回公演「こまち草紙」 劇団ぐるーぷ連 200
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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）
鹿児島県 定期公演　歌劇「魔笛」（全2幕）公演 鹿児島オペラ協会 1,500

〃 第5回ティーンズアートフェスティバル 鹿児島県子ども劇場協議会 1,400

〃 第12回鹿児島和紙工芸展・第3回公募展 かごしま和紙工芸協会 300

全国 2009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

500

〃 第29回全日本少年少女合唱祭全国大会「大垣大会」 全日本少年少女合唱連盟 500

〃 第37回全国アマチュアオーケストラフェスティバル福島こお
りやま大会

社団法人　日本アマチュアオーケストラ連盟 1,300

〃 ブロック大会 全国高等学校演劇協議会 3,000

〃 全日本川柳2009札幌大会 社団法人　全日本川柳協会 800

〃 公募　第24回日本和紙絵画展 社団法人　日本和紙絵画芸術協会 1,400

〃 2009こどもコーラス・フェスティバル 社団法人　全日本合唱連盟 1,600

〃 第18回国際高校生選抜書展 財団法人　毎日書道会 1,800

〃 第25回日本剪画美術展　テーマ「Black＆White＋One」 特定非営利活動法人　日本剪画協会 400

〃 第9回全国中学校総合文化祭　神奈川大会 全国中学校文化連盟 400

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県」欄に「全国」を表記している。
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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9件・6,500千円）

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）
東京都 全国茅葺き民家集落の保存や活用に関する普及・啓発事業 全国茅葺き民家保存活用ネットワーク協議会 400

石川県 茅葺き民家・旧福島邸の土蔵修復ワークショップによる里山
の文化的景観保存活動

特定非営利活動法人　輪島土蔵文化研究会 1,200

滋賀県 全国文化的景観地区連絡協議会高島大会 全国文化的景観地区連絡協議会 100

兵庫県 法隆寺領播磨国鵤荘啓発ガイドマップ作成活動 太子町教育委員会 200

島根県 温泉津の町並み　保存活用推進事業 大田市 700

全国 歴史的景観都市協議会紹介リーフレット作成及びパネル展示
並びに歴史的景観都市普及啓発活動

歴史的景観都市協議会 400

〃 第7回近代の歴史的町並みと近代化遺産の保存・活用ワーク
ショップおよび普及啓発冊子作成活動

全国近代化遺産活用連絡協議会 400

〃 歴史的集落・町並みの保存・活用のための普及啓発活動（第
32回全国町並みゼミ佐原成田大会）

第32回全国町並みゼミ佐原成田大会実行委員会 1,500

〃 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 1,600

（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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民俗文化財の保存活用活動（合計22件・13,800千円）

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）
青森県 郷土芸能ビデオライブラリー事業 八戸市 900

秋田県 静岡県など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 1,600

〃 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 100

埼玉県 第5回「雅の会・蒼天の会」記念公演 武州里神楽保存会 900

千葉県 無形民俗文化財記録映像デジタル化事業 千葉県教育委員会 200

神奈川県 第37回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 200

〃 平成21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

新潟県 合併1周年記念事業　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－

村上まつり保存会 400

富山県 市指定無形民俗文化財「黒河夜高祭」デジタル映像記録事業 射水市 500

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

山梨県 人形浄瑠璃　笹子追分人形芝居の伝承公開 追分人形保存会 400

岐阜県 第5回郡上おどり唄の祭典 郡上おどりの祭典実行委員会 200

〃 第20回恵那市伝統芸能大会 恵那市伝統芸能大会実行委員会 500

静岡県 見付天神裸祭の保存伝承活動 見付天神裸祭保存会 700

三重県 一色能の開催 一色町能楽保存会 1,900

滋賀県 丹生神社茶わん祭の山車、しゃぎり、稚児の舞、花奴等の保
存・伝承・公開・巡行

丹生神社茶わん祭保存会 900

山口県 第9回山代神楽共演大会 山代神楽連絡協議会 200

徳島県 拝宮農村舞台公演 拝宮谷農村舞台保存会 400

〃 第6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 1,200

香川県 第十七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 200

〃 第19回全国地芝居サミットin小豆島・肥土山農村歌舞伎 土庄町 1,100

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

- 25 -



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・19,800千円）

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）
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

〃 伝統構法による建築の修理技術の研修 特定非営利活動法人　伝統木構造の会 1,200

石川県 珠洲古窯復元焼成実験 珠洲古窯研究会 800

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 3,500

岡山県 美術刀剣製作技術実地研修会 全日本刀匠会事業部 700

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 1,700

全国 日本の伝統工芸（無形文化財）に関する情報公開普及活動 社団法人　日本工芸会 2,800

〃 竹荿製造技術の保存と継承（特に編荿機による荿作りと仕上
げ工程）と、そのための記録作成

日本竹筬技術保存研究会 3,000

〃 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 2,600

（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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