
 

 

 

 

 

平成２９年度いしかわ県民文化振興基金公募助成事業（文化活動支援事業） 

に係る認定及び事業認定書交付式について 
 
 
（公財）いしかわ県民文化振興基金では、公募助成制度を設け、県内の文化団体の自主的か

つ主体的な文化活動を支援することとしております。 
平成２８年１０月２４日（月）から平成２９年１月１３日（金）まで公募を行い、内容を審査の上、今

般、平成２９年度の認定事業を決定しました。 
 

１  制度概要 

種 別 文化創造普及事業 地域文化活性化事業 

対象事業 

県全域を対象として文化活動を行う 

文化団体が実施する文化活動事業 

（新規性のあるものに限る） 

市町において文化活動を行う文化 

団体が実施する文化活動事業 

（新規性のあるものに限る） 

対象期間 最大３年間 ※初年度に最大３年分の事業を認定 

助成率 最大で事業費の２分の１ 

助成限度額 最大３００万円（３年間） 最大１５０万円（３年間） 

 

２ 応募・認定状況  

申請件数３７件、認定件数３７件（採択率１００．０％）  

助成 

メニュー 

応募（千円） 認定（千円） 

申請件数 
認定 

申請額 

H29助成 

申請額 
認定件数 認定額 

H29助成 

予定額 

文化創造 

普及事業 

18団体 
35,700 35,700 

18団体 
35,700 33,700 

18 件 18 件 

地域文化 

活性化事業 

19団体 
15,703 6,063 

19団体 
15,703 6,063  

19 件 19 件 

合   計 
37団体 

51,403 41,763 
37団体 

51,403 39,763 
37 件 37 件 

 

３ 認定事業一覧  

   別紙のとおり 

 

４ 事業認定書交付式  

（１） 日 時   平成２９年３月３０日（木）１４時００分～ 

（２） 場 所   行政庁舎 ４階 特別会議室 

（３） 出席者   知事（公益財団法人いしかわ県民文化振興基金会長） 

認定団体（３７団体） 

【 資 料 提 供 】 

平成２９年３月２８日 

文化振興課 担当者：東、高川 

内線：３８４４、外線：２２５－１３７１ 



（別紙）

（１）文化創造普及事業（１８件）
（五十音順）

（単位：千円）

団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

石川県歌人協会 金沢市
【石川県小中高生短歌大会開催事業】
小中高生の短歌大会を新たに実施。作品の募集・表彰に
加え、作品解説や入門講座、他文化団体の公演を実施。

３年 675

石川県水墨画連盟 金沢市
【水墨画を学ぶ　展覧会と講演会・体験事業】
県内水墨画団体による展覧会を拡充。一般向け講演会や
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、他分野の専門家による解説会を新たに実施。

３年 3,000

一般財団法人
石川県美術文化協会

金沢市
【子ども向け参加型の美術展と美術ワークショップ事業】
小中学生を対象とした美術展を拡充。出品を促す事前ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟや作品解説会、工作体験コーナーを新たに実施。

３年 3,000

石川県婦人コーラス連盟 金沢市
【「女声コーラス」普及・活性化事業】
加盟団体の発表会を拡充。プロの音楽家又は他の音楽団
体との共演ステージを新たに実施。

３年 1,950

石川県民謡協会 金沢市
【石川県少年少女民謡公募コンクール大会事業】
一般公募による小中学生の民謡コンクールを新たに実施。

３年 630

加賀民謡会 金沢市
【第50回 加賀民謡会記念発表会】
第50回を記念し、新たに子ども音楽団体との共演や、新設
する子ども教室参加者の発表などを加えた発表会を実施。

１年 1,000

一般社団法人
金澤芸術文化交流ネット
サルーテ

金沢市
【プロジェクションマッピング・オペラフェスタ in 石川】
舞台背景にプロジェクションマッピングを用いるオペラ上演
を新たに実施。事前ワークショップや舞台見学等も実施。

３年 3,000

公益社団法人
日本詩吟学院認可
北陸岳水会

金沢市
【創立60周年記念吟道大会開催事業】
創立60周年を記念し、新たに民謡や歌謡曲など他分野との
融合を図る記念コーナーを加えた大会を実施。

１年 1,000

三峰会 金沢市

【新春「書・花・茶」展と
　　　　　　　　書道・華道・茶道の体験教室の開催事業】
書・花の展示と茶席からなる展覧会を拡充。
作品解説会や体験教室を新たに実施。

３年 1,925

平成２９年度文化活動支援事業　認定一覧　（３７件）



団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

渋川流剣詩舞道 野々市
【創流100周年記念　渋川流剣詩舞道全国剣詩舞道大会】
創流100周年を記念し、新たに津軽三味線やバレエ、日本
画との共演などを交えた特別大会を実施。

１年 1,000

特定非営利活動法人
趣都金澤

金沢市
【金沢みなとの文化祭】
金沢港周辺を会場に、名所ツアーや文化団体公演、地域
文化講演会を組み合わせた文化イベントを新たに実施。

３年 3,000

荀宝会 金沢市
【大曲「道成寺」で見る加賀宝生体験事業】
能「道成寺」の上演に、演目解説や能楽器の体験コーナー
等のワークショップを組み合わせた公演を新たに実施。

１年 1,000

水墨画北水会 金沢市

【全国公募水墨画北水展
　　　　　～他分野視点からの作品解説会開催事業～】
全国公募展を拡充。他分野の芸術家による作品解説会
や、初心者向けワークショップを新たに実施。

３年 1,230

草月会石川県支部 金沢市
【花　未来創造展開催事業】
統一コンセプト・統一花材により会員全員で一つの作品を
制作・展示する新手法の展覧会を新たに実施。

３年 3,000

特定非営利活動法人
日本きもの文化振興会

金沢市
【金沢城きもの園遊会文化交流拡大事業】
和服を着る機会として開催してきた「きもの園遊会」を拡充。
文化団体の公演や着物着付け体験等を新たに実施。

３年 3,000

日本酒で乾杯推進会議
石川大会実行委員会

金沢市
【能登杜氏が醸す、地域文化の融合体感事業】
能登杜氏の語りや酒器づくり、郷土料理創作など、酒文化
を核とした、県内食文化の総合体感ツアーを新たに実施。

３年 3,000

日本彫刻会石川支部会 金沢市
【彫刻芸術普及活動（彫刻エチュード展ならびに公開制作）】
通常公開されることのない試作段階の作品を用いた展覧会
を新たに実施。ワークショップ等も併せて実施。

３年 1,290

日本洋舞連合 金沢市
【カナザワ ダンス シアター　Kanazawa Dance Theater】
創作コンペティション受賞者に対し、受賞作のリメイク作品
や更なる新作発表の機会を与える公演会を新たに実施。

３年 3,000

35,700計



（２）地域文化活性化事業（１９件）
（五十音順）

（単位：千円）

団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

いしかわ民族舞踊
委員会

金沢市
【民族打楽器奏者育成＆体験プロジェクト】
リズム楽器奏者の育成事業を新たに実施。集中合宿や定
期的な練習会、成果発表コンサートを実施。

３年 1,500

内灘町華道協会 内灘町
【内灘町子ども生け花体験教室】
町内の学童保育クラブの子どもたちを対象とする生け花体
験教室を新たに実施。

３年 150

かなざわ紙芝居倶楽部 金沢市
【次世代の紙芝居師育成事業・紙芝居で巡る金沢の魅力】
継承者育成勉強会を新たに実施。紙芝居の舞台となる現
地の見学や、成果発表上演会も併せて実施。

３年 455

金沢吹奏楽研究会 金沢市
【金沢吹奏楽研究会　創立45周年　記念演奏会】
創立45周年を記念し、新たにプロジェクションマッピングや
ＯＢのゲスト参加などを盛り込んだ記念演奏会を実施。

１年 500

キッズ☆クルー 金沢市

【人と人とを結ぶ芸術文化】
県内の複数の児童劇団が公演を行う「子ども演劇フェスティ
バル」を新たに実施。大人向けワークショップや、児童向け
鑑賞入門公演も実施。

３年 1,052

小松市文化協会 小松市
【小松市文化祭（仮称）開催事業】
途絶えていた市文化祭を拡充して復活。単独では発表機
会のなかった小規模団体向けの発表の場を新たに設置。

３年 1,500

志賀町版画協会 志賀町

【「子ども版画」振興事業】
全国子ども版画コンクール10周年を記念し、小中学校への
出前教室や、記念講演会、過去の優秀作品展示会など、３
か年にわたる記念行事を新たに実施。

３年 1,021

聖城一滴会 加賀市
【古儀茶道藪内流体験事業】
藩政期の茶道文化を体験する藪内流の講習会を新たに実
施。中学・高校の茶道部等を招いた成果発表会も実施。

３年 1,060

津幡町三曲協会 津幡町
【シグナス子ども邦楽体験教室】
地域の小中学生を対象とした三味線や尺八等の体験教室
と一般向けの成果発表会を新たに実施。

３年 480

中能登古墳友史会 中能登町
【雨の宮古墳群整備20周年記念イベント】
雨宮古墳整備20周年にあたり、講演会や古墳巡りツアー、
体験教室など、３か年にわたる記念行事を新たに実施。

３年 694



団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

日本舞踊宗家藤間流
藤三会

津幡町
【シグナス子ども舞踊教室】
地域の小中学生を対象とした日本舞踊の体験教室と一般
向けの成果発表会を新たに実施。

３年 366

特定非営利活動法人
のとキリシマツツジの郷

能登町
【のとキリシマツツジ文化活用推進事業】
のとキリシマツツジの夜間ライトアップ鑑賞会を新たに実施。
期間中は町内外の音楽団体による演奏会も実施。

２年 100

野々市市音楽文化協会 野々市市
【野々市市音楽文化協会　創立４０周年記念事業】
創立40周年を記念し、加盟団体同士の合同演奏などに初
めて取り組む記念演奏会を新たに実施。

１年 500

野々市市文化協会 野々市市
【「大人のしゅみ活！はじめませんか」＠新学習センター】
非会員市民向けの加盟団体合同入会体験教室（華道・茶
道・美術・音楽など）を新たに実施。

３年 450

はくさん和太鼓響友会 白山市

【白山市の太鼓チーム結集による
　　　　　　　　　　　　　　「新松任ばやし」復活と合同演奏】
加盟団体の合同演奏会を拡充。「新松任ばやし」を復元し、
初めて合同演奏を行うほか、子供体験教室も新たに実施。

３年 600

宝達志水町文化協会 宝達志水町

【子供と町民参加の歴史・文化伝承事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『いざ　末森城ものがたり』】
会員向け成果発表会を拡充。「末森城」をテーマとした加盟
団体の公演・発表や、「末森合戦」を題材にした町民・子ど
も参加型の輪踊りを新たに実施。

３年 1,425

山中温泉ゆけむり
倶楽部

加賀市
【山中節聞き比べコンサートとアーカイブ構築事業】
貴重な山中節の音源を聞き比べるコンサートを新たに実
施。貴重な山中節の音源や資料をCD化、書籍化し、活用。

２年 1,000

ワクワクワヤン
実行委員会

金沢市

【いしかわ県民と創る「ワクワク！ワヤン・プロジェクト」】
インドネシアの伝統的影絵芝居（ワヤン）をベースにした影
絵演劇をワークショップを通じて一般参加者と共に作り上げ
る事業を新たに実施。

３年 1,500

輪島・和太鼓虎之介 輪島市
【クリスマス・エクスチェンジ・コンサート】
単独クリスマスコンサートを拡充。輪島市の伝統芸能団体等
との共演ステージを新たに実施。

３年 1,350

15,703

51,403

計

合計　（１）＋（２）
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