
 

 

 

 

 

平成３０年度いしかわ県民文化振興基金公募助成事業 

（文化活動支援事業及び若手芸術家活動支援事業）の認定について 
 
 
（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、県内の文化団体等が実施す

る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２９年１０月２７日（金）から平成３０年１月１５日（月）まで（若手芸術家活動家支援事業は

２２日（月）まで）公募を行い、内容を審査の上、今般、平成３０年度の認定事業を決定しました。 

 

１  制度概要 

種 別 
文化活動支援事業 若手芸術家 

活動支援事業 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） 

県全域を対象として活動を 

行う文化団体に所属する 

概ね４０歳未満の若手芸術 

家（個人又はグループ）が 

行う個展やコンサートなど 

対象期間 最大３年間 ※初年度に最大３年分の事業を認定 1年間 

助成率 最大で事業費の２分の１（※３分の２） 最大で事業費の３分の２ 

助成限度額 
最大３００万円（３年間） 

※最大４００万円（３年間） 

最大１５０万円（３年間） 

※最大２００万円（３年間） 
最大２０万円 

※子ども対象事業又は指導者育成事業の場合  

 

２ 応募・認定状況  

助成メニュー 
応募 認定 

申請件数 申請額（千円） 認定件数 認定額（千円） 

文化活動  

支援事業  

文化活動普及事業  22 件 48,415 22 件 48,415 

地域文化活性化事業 30 件 26,231 26 件 21,332 

 小計  52 件 74,646 48 件 69,747 

若手芸術家活動支援事業  7  件 1,277 7  件 1,277 

合       計  59 件 75,923 55 件 71,024 

 

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３０年４月２３日（月）１５時００分～ 

（２） 場 所   行政庁舎 ４階 特別会議室 

【 資 料 提 供 】 

平成３０年３月２９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（２２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

アンサンブル☆ふぁみりあ 金沢市
【アンサンブル☆ふぁみりあ定期演奏会】
子ども吹奏楽団や他県のママさんブラス団体等と共演する
親子向け定期演奏会を新たに実施。

３年 1,475

石川県合唱連盟 野々市市
【石川県ジュニアコーラスワークショップ】
県内小中高生を対象とした毎年の定期的な合唱講習会と、
指導者向けの指導法講習会を新たに実施。

３年 821

石川県吹奏楽連盟 金沢市
【石川県吹奏楽連盟フレンドシップコンサート】
県内中高生による選抜吹奏楽団と、他県の選抜吹奏楽団に
よる共演コンサートを新たに実施。

３年 4,000

石川県箏曲連盟 金沢市
【箏曲指導者育成講習会開催事業】
流派に捉われず、箏曲をはじめ様々な邦楽の知識・技能を
身につける指導者講習会を新たに実施。

３年 4,000

（公社）石川県太鼓連盟 白山市
【セッションで学ぶ子ども和太鼓講習会】
様々な楽器と和太鼓のセッションを題材とした子ども向けの
太鼓講習会を新たに実施。

３年 2,270

石川県ピアノ協会 金沢市

【青少年のための「アンサンブルのよろこび♫セミナー」
　　　　　　　～プロから学ぶ「音楽的」コミュニケーション～】
ヴァイオリンやチェロ等とのアンサンブルを学ぶ青少年向け
レッスンと成果披露コンサートを新たに実施。

３年 4,000

石川シネマフェスティバ
ル実行委員会

金沢市

【石川シネマフェスティバル】
石川県ゆかりの映画などをワークショップも交え上映するイ
ベントを拡充。高校生・大学生が制作するアマチュア映画の
募集・上演を新たに実施。

３年 3,000

石川の石を彫ろう会 金沢市
【「石川の石を彫ろう」事業の指導者育成講座開催事業】
県産出石材を用いた石造作品づくりにおける団体内指導者
を育成する指導者育成講座を新たに実施。

３年 630

金沢クラシック研究会 金沢市
【子どもピアノ音楽フェスティバル事業】
子どもたちとOEKによる室内楽演奏会を拡充。図書館や駅
前でのコンサートやリトミック体験などを新たに実施。

３年 1,552

兼六民謡会 金沢市
【兼六民謡会第６０回記念発表会の開催事業】
60回大会を記念し、定期発表会を拡充。プロ奏者や、民謡
を学ぶ留学生との共演などを新たに実施。

１年 1,000

平成３０年度文化活動支援事業　認定一覧　（４８件）



団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

（一社）茶道裏千家
淡交会石川支部

金沢市
【未来の茶の湯を見据えた「茶道のすすめ」事業】
お茶に関わりのある異分野の体験（食談義、俳句体験、着
付体験など）を取り入れた茶会を新たに実施。

３年 3,000

全日本ピアノ指導者
協会金沢西支部

金沢市

【ヤングピアニストステップアップコンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　　～アンサンブルの楽しみ～】
協会主催のコンペティション入賞者によるヴァイオリンやチェ
ロ等とのアンサンブルコンサートを新たに実施。

３年 3,216

沢鏡会 金沢市
【女性能楽師による能楽公演事業】
県内外の女性能楽師を主体とした能公演を新たに実施。公
演テーマに応じた事前のワークショップ等も実施。

３年 3,000

釣谷雅楽房社中 金沢市
【日本の楽器で楽しいリトミック】
邦楽器によるリトミック体験を取り入れた保育園・幼稚園への
訪問演奏会を新たに実施。

１年 340

日本棋院支部
石川県連合会

金沢市
【子ども伝承遊びと囲碁コラボ】
子どもたちが囲碁だけでなく、将棋や旗源平、かるた等の伝
承文化を総合的に体験できるイベントを新たに実施。

３年 2,002

（一財）日本砂防文化
振興協会

金沢市
【日常生活から学ぶ表現力向上ワークショップ】
絵や陶芸など多様なジャンルの創作活動を通じて幅広いデ
ザイン表現を学ぶ親子向けワークショップを新たに実施。

３年 940

（公財）日本ピアノ教育
連盟北陸支部

金沢市
【ジュニアピアニスト・ステップアップ演奏会】
連盟主催のオーディション受賞者を対象とした、街中でのピ
アノコンサートやOEKとの共演コンサートなどを新たに実施。

３年 735

のとアートリンク
実行委員会

能登町
【能登手漉き和紙を用いた抒情書体験事業】
能登の手漉き和紙を用いた抒情書（感情を自由に墨で表現
する書芸術）の体験事業を新たに実施。

３年 3,000

能登クラフト育
推進委員会

七尾市
【「子どものて」～食と工芸を活かしたクラフト育～】
能登の食材とクラフトの器を用いた食談や工房見学等を行う
親子向けワークショップを新たに実施。

３年 3,360

能登ピアノレスナー会 七尾市
【ピアノ学習者と指導者のための音楽歴史紀行】
様々な時代の時代的・地域的特徴などについて演奏を交え
ながら解説・学習する指導法講習会を新たに実施。

３年 1,774

北國写真連盟 金沢市
【北國写真展　第７５回記念特別展開催事業】
第７５回を記念し、学生や若者、写真展への応募歴がない
初心者等が気軽に出品できる特別展を新たに実施。

１年 1,000

祐門会 金沢市
【能と能面を次世代に繋ぐ親子向け能楽公演事業】
能楽のダイジェスト公演や、会員制作の能面に触れるワーク
ショップなどを行う親子向け能楽イベントを新たに実施。

３年 3,300

48,415計



（２）地域文化活性化事業（２６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

朝霞太鼓 津幡町
【和太鼓ふれあいコンサート】
子どもを対象とした和太鼓体験教室とその発表会も兼ねた
親子向け和太鼓コンサートを新たに実施。

３年 606

大野町共進会 金沢市
【子ども創作太鼓教室事業】
創作太鼓の作成、練習、発表を行う子ども向け創作太鼓教
室を新たに実施。

３年 1,051

おくのと獅子舞文化
継承事業実行委員会

輪島市

【おくのと獅子舞文化継承事業】
市内の獅子舞団体が連携し、他県の獅子舞との共演発表
会や、獅子頭作成体験会等を行う獅子舞イベントを新たに
実施。

３年 1,228

加賀市錦城能楽会 加賀市
【大聖寺十万石文化 能楽体験講座開催事業】
笛・小鼓・大鼓・太鼓を学ぶ市民向け能楽体験講座と成果
発表会を新たに実施。

３年 959

金沢市音楽文化協会 金沢市
【和洋合奏指揮者・指導者育成事業】
加盟団体の指導者を対象に、邦楽・洋楽の合奏指揮者を育
成する指揮法講習会を新たに実施。

３年 2,000

かほく市吹奏楽団 かほく市
【かほく市吹奏楽団　設立15周年記念演奏会】
設立１５周年を記念し、プロの演奏家を招き共演する演奏会
を初めて実施。

１年 500

紙工房　みわ会 能登町
【久田和紙若手後継者育成事業】
久田和紙の歴史や作業工程・技術を学ぶ若手育成講座と
受講者が講師となった和紙作品づくり講座を新たに実施。

３年 399

北塚町虫送り太鼓
保存委員会

金沢市
【北塚町虫送り太鼓後継者育成・保存事業】
虫送り太鼓の歴史や太鼓の叩き方等を学ぶ子ども向け講習
会を新たに実施。

２年 476

県下女性太鼓打競技
加茂大会実行委員会

志賀町
【県下女性太鼓打競技加茂大会「横綱大会」開催事業】
過去の大会優勝者が競い合い総合優勝者を決定する「横
綱大会」を新たに実施。

１年 200

小松市ピアノ協会 小松市
【小松市ピアノ協会指導者育成事業】
著名な指導者を招聘した毎年の定期的な指導者向け講習
会を新たに実施。

３年 1,490

志賀町を描く美術館 志賀町
【「志賀町を描く美術展」30周年事業】
30周年を記念し、金沢美術工芸大学所蔵の美術品や過去
の受賞作品を展示する企画展等を新たに実施。

１年 500

庄屋計画推進委員会 能登町
【指定文化財中谷家を活用した子ども文化交流事業】
古文書を用いた展示解説会・体験教室や、子供による音楽
演奏会などの子ども向け文化イベントを新たに実施。

３年 600

高松少年少女合唱団 かほく市
【かほく浜防風プロジェクト】
プロの演奏家と合唱団が共演する巡回ミニコンサートを新た
に実施。

２年 316



団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

チビッ子九谷太鼓 能美市
【チビッ子九谷太鼓ふれあいコンサート】
他地域の文化団体との共演や、子ども演奏体験コーナーを
設けた主催定期演奏会を新たに実施。

３年 658

鶴彬演劇公演
実行委員会

かほく市
【演劇「鶴彬〜時代を超えて」公演事業】
かほく市所縁の川柳人「鶴彬」の川柳に取り組む姿勢を題
材とした演劇公演を新たに実施。

１年 500

能楽公演文化会 小松市
【謡曲親子教室とお囃子指導者育成事業】
親子を対象とした謡曲出前講座と、団体内のお囃子指導者
育成講習会を新たに実施。

３年 1,049

能登町古文書を読む会 能登町
【古文書を活用した歴史・文化継承事業】
郷土の歴史等を記した古文書等を題材に、古文書の基礎
的な読み方や歴史の解説を行う古文書講座を新たに実施。

２年 100

白山市演劇協会 白山市
【白山開山1300年記念公演】
出演者やスタッフを市民から公募し、会員と演劇を行う市民
参加型の演劇公演を新たに実施。

１年 500

白山市文化協会 白山市
【つながる はくさん こどもカーニバル】
市内の文化団体で活動する子どもたちによる成果発表会と
して、「こどもカーニバル」を新たに実施。

３年 2,000

（公財）白山麓僻村塾 白山市

【白山麓僻村塾創立30周年記念事業
～白山麓からの発信・人形浄瑠璃と白山～】
白山麓に所縁の深い人形浄瑠璃をテーマとした定期イベン
トを新たに実施。

３年 1,500

百萬石ウィンドオーケストラ 金沢市
【百萬石ウィンドオーケストラ記念演奏会】
定期演奏会の第３０回を記念し、県外吹奏楽団と県内高校
吹奏楽部を招聘した大編成での合同演奏等を新たに実施。

１年 500

宝達志水町生け花協会 宝達志水町
【生け花指導者育成事業および子ども生け花体験講座】
流派の垣根を越えた指導者育成講習会と講習会参加者が
講師となった子ども向け体験教室を新たに実施。

２年 193

前田民謡会 金沢市

【つなごう心の民謡、第1回合同発表会
　　　　　　　　　　　　　　　　　・第52回前田民謡発表会】
毎年の民謡発表会を拡充。独自の発表会を開催していない
周辺地域の民謡団体等との合同発表会として新たに実施。

１年 500

もっくり太鼓 金沢市
【地域の子どもたちとの芸能交流発表会】
子ども太鼓奏者が中心となり、他の芸能団体（日本洋舞、
じょんから等）と共演する発表会を新たに実施。

３年 2,000

山中温泉ゆけむり
倶楽部

加賀市
【山中節を次世代に受継ぐための支援プロジェクト】
山中温泉の芸妓等を講師に招いた小学生向けジュニア山
中節教室と成果発表会を新たに実施。

３年 1,114

よこぶえ・ほらがい
古知今知

中能登町
【石動山法螺貝（講習会開催事業）】
石動山に伝わる法螺貝文化を継承するため、現役の行者
（法螺貝奏者）による法螺貝の奏法講習会を新たに実施。

３年 393

21,332

69,747

計

合計　（１）＋（２）



（別紙）

（五十音順）

（単位：千円）

申請者 推薦団体 事業概要 認定額

浅田　真弥子
（公財）日本ピアノ
教育連盟北陸支部

【浅田真弥子ピアノリサイタル
　　　　　　　　　　　　　　オールドビュッシープログラム】
ドビュッシー作曲の前奏曲全曲を一夜で演奏するピアノソロ
演奏会

147

石川　公美
石川県音楽文化
協会

【石川公美　ソプラノリサイタル】
日本歌曲とオペラの曲で構成するソプラノリサイタル

200

今井　昴
（公社）石川県太鼓
連盟

【今井昴　帰郷和太鼓公演】
個人打ち演奏の他、地元和太鼓団体「輪島・和太鼓虎之
介」との共演演奏を行う帰郷公演

169

北林　多香子 石川県ピアノ協会
【トレスパタータス第５回公演】
ピアノを中心としたサックス、バンドネオンとのアンサンブルコ
ンサート

200

谷口千佳子×金田千佳
展実行委員会

　　代表　金田　千佳
　　　　　　谷口　千佳子

（一財）石川県美術
文化協会

【谷口千佳子×金田千佳展】
二人の作家による日本画・洋画の作品展覧会

200

鶴見　彩
（公財）日本ピアノ
教育連盟北陸支部

【鶴見彩ピアノリサイタル】
ベートーヴェンやラヴェルなど、時代や作風の異なる作品に
よるピアノソロ演奏会

161

ムジーク・ブルーメン
クラメンツ

　　代表　西村　友里
　　　　　　竹田　理琴乃
　　　　　　松永　みなみ

石川県ピアノ協会

【ジョイントコンサート
　　～ムジーク・ブルーメンクラメンツメンバーによる～】
ピアノと弦楽器（ヴァイオリンとチェロ）との共演やピアノのソロ
演奏によるコンサート

200

1,277

平成３０年度若手芸術家活動支援事業　認定一覧　（７件）

計
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