
 

 

 

 

 

令和２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。 
令和元年９月３０日（月）から令和２年１月１４日（火）まで公募を行い、内容を審査し、今般、令

和２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  26 件 58,941 22 件 49,081 

地域文化活性化事業 20 件 18,190 18 件 16,459 

 小計  46 件 77,131 40 件 65,540 

若手芸術家活動支援事業  15 件 2,952 15 件 2,952 

合       計  61 件 80,083 55 件 68,492 

→55 件の認定は過去最多タイ（Ｈ30：55 件） 

→若手芸術家活動支援事業の 15 件認定は過去最多（Ｈ30：7 件、Ｒ1：12 件） 

 

３ 認定事業一覧  

   別紙のとおり 

 

４ 事業認定書交付式  

     後日開催  

【 資 料 提 供 】 

令和２年３月２６日 

文化振興課 担当者：中橋、廣澤 

内線：３８４３、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

囲碁異文化学習
実行委員会

金沢市
【囲碁と異文化学びアカデミー事業】
国ごとに異なる囲碁のルールや挨拶、作法を子ども達に学
んでもらうアカデミーを初めて開催する。

３年 3,667

石川県いけばな協会 金沢市
【第60回記念石川県いけばな協会展】
主催する花展の60回を記念し、照明の演出を追及した花展
とこれまでの活動を紹介するパネル展を新たに開催。

１年 1,000

石川県いけ花文化協会 金沢市
【第25回記念石川県いけ花文化協会総合花展】
主催する花展の25回を記念し、特別作品の展示や、ワーク
ショップなどを新たに開催。

１年 1,000

石川県華道連盟 金沢市
【石川県華道連盟100周年記念事業】
設立100周年に向け、来場者が一つの花器に少しずつ花を
生け、一つの作品を仕上げる企画等を初めて実施。

３年 3,000

石川県茶道協会 金沢市
【石川県茶道協会　創立30周年記念事業】
創立30周年を記念し、著名文化人による講演会や鼠多門周
辺施設で茶会などを新たに開催。

１年 1,000

石川県吹奏楽連盟 金沢市
【いしかわ大人の吹奏楽ステージショー（仮称）】
加盟団体だけでなく、個人の吹奏楽愛好者も一般公募した
演奏会を新たに実施。併せて、合同演奏も実施。

３年 3,000

（公社）石川県太鼓連盟 白山市
【子ども向けオリジナル曲の制作及び発表】
子どもの和太鼓演奏技術の向上を図るため、様々な技術や
打法を盛り込んだ曲の制作及び成果発表を新たに実施。

３年 2,583

石川県マーチングバンド
協会

金沢市
【指導者及び子どものレベルアップと普及活動事業】
全国で優秀な成績を収めている高校のマーチングバンド部
を招き、指導法講習会や合同演奏を初めて実施。

３年 4,000

石川碁優会 金沢市
【囲碁指導法講習会及び囲碁イベント開催事業】
囲碁の指導方法やイベントの運営方法を学ぶ講習会を新た
に実施。併せて初心者向けのイベントを実施。

３年 2,400

加賀食文化推進
実行委員会

金沢市
【子ども喜ぶ発酵食品教室】
発酵食品や調理法、地元食材、器としての伝統工芸品につ
いて学ぶ、子ども向けの食文化教室を初めて実施。

３年 2,106

令和２年度文化活動支援事業　認定一覧　（４０件）



団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

かがやき音楽団 金沢市
【創作群読ミュージカルによる伝統文化の継承者育成事業】
子どもの出演者を募集し、地域文化（伝統・歴史など）を
テーマとした創作群読ミュージカルを新たに実施。

３年 3,734

（一社）金澤芸術文化
交流ネットサルーテ

金沢市

【日本遺産「北前船」を主題とした
　　　　　　　　　　　　　　子ども向けオペラの制作公演事業】
子ども向けに、日本遺産「北前船」をテーマとしたオペラを新
たに制作・上演。

３年 4,000

金沢千扇会 金沢市
【気軽に三味線さくら満開プロジェクト】
簡易三味線を取り入れ、制作から練習・発表まで行う子ども
向けの教室を初めて実施。

３年 2,546

劇団アンゲルス 金沢市
【舞台衣装等創作教室開催事業】
舞台衣装や仮面などを制作する美術教室を新たに実施。ま
た、制作した衣装等を使用した演劇を上演。

３年 2,550

古流生花華友会 津幡町

【古流生花華友会創立百十周年記念花展
　　　　　　　　　　　　　　第十二世家元会長就任披露花展】
創立110周年と新家元会長就任を記念し、第三世の家元が
記した掛け軸を設えた花展を初めて開催。

１年 219

ジャポニスム振興会
石川支部

金沢市
【三味線全国大会開催を通したじょんから文化啓蒙事業】
じょんから三味線の全国大会を初めて開催。併せて、邦楽
演奏家による演奏会を実施。

３年 3,000

清和流　剣と舞 七尾市
【日本名城物語「城」の創作による吟剣詩舞指導者養成】
日本各地の城と武将をテーマとした創作曲を使用しての指
導法講習会と成果発表会を新たに実施。

３年 1,880

草月会石川県支部 金沢市
【草月会石川県支部　家元等招聘講習会】
日本各地の城と武将をテーマとした創作曲を使用しての指
導法講習会と成果発表会を新たに実施。

３年 2,150

宗家藤蔭流北陸藤蔭会 金沢市
【藤蔭喜代枝三回忌追善舞踊会】
長唄や鳴り物を生演奏とし、藤喜代会と玲明会が一堂に会
する舞踊会を新たに実施。

１年 1,000

伝統工芸魅力発信
プロジェクト実行委員会

金沢市
【伝統工芸魅力発信プロジェクト（kanazaWAZA LIST）】
石川県の伝統工芸品（加賀友禅など）を現代アートと掛け合
わせた作品の制作及びパネル展示などを初めて実施。

３年 2,550

（公財）日本ピアノ教育
連盟北陸支部

金沢市
【JPTAピアノ・オーディション・きらめきコンサート】
連盟主催のピアノオーディション内で、全国大会出場者によ
るコンサートを新たに実施。

３年 646

隼 白山市
【和太鼓コンサート「一打千響」】
子ども向けの定期演奏会、女性の和太鼓団体との共演を初
めて実施。

３年 1,050

49,081計



（２）地域文化活性化事業（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

穴水町文化協会 穴水町
【穴水町歴史遺産普及事業】
パーシヴァル・ローエルと穴水町との関連性や、功績などを
まとめたパネル展示及び紙芝居会を新たに実施。

３年 420

石川県デジタル
アーティスト発掘委員会

加賀市
【石川県デジタルアーティスト発掘事業】
高校生を対象としたデジタルアート（動画、グラフィックデザ
インなど）の制作講習及び発表会を新たに実施。

３年 1,990

内灘和太鼓協会 内灘町
【内灘和太鼓協会　子ども・指導者育成事業】
県内で活動する子ども達の日頃の練習風景を見学会や成
果発表会などを新たに実施する。

３年 1,200

演芸列車「東西本線」 金沢市
【世代間を繋ぐ演劇の創作・上演】
身近な社会問題（相続、認知症など）をテーマとした演劇の
創作や参加型のワークショップを初めて実施。

３年 1,500

奥能登ドレミ育成会 穴水町

【プロの音楽家による連続アンサンブル
　　　　　　　　　　　　公開レッスン及び成果発表コンサート】
プロの演奏家によるアンサンブルの公開レッスン及び成果
発表コンサートを新たに実施。

３年 1,974

金沢クラリネット
アンサンブル

金沢市
【金沢クラリネットアンサンブル第20回記念定期演奏会】
定期演奏会が20回目を迎えることを記念し、著名奏者との
共演、公募した愛好者との合同演奏を初めて実施。

１年 498

吟道錦城流総本部 七尾市
【全国詩吟大会での子ども部門開催と講演会実施事業】
小学生向け詩吟教室を開催や、詩吟に関連の深い七尾城
址に関する講演会を初めて開催。

１年 438

茶道文化発信事業
実行委員会

輪島市
【巡回学校茶道教室及びミニ茶会開催事業】
これまでの巡回学校茶道教室に、生け花などの指導者によ
る講習や、参加者によるミニ茶会を新たに実施。

３年 420

新中居八景創造会議 穴水町
【新中居八景創造事業】
中居に関する様々な分野（文芸、絵画、書など）の作品の募
集・発表や中居八景に関する講座をを新たに実施。

３年 360



団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

野々市市華道協会 野々市市
【子どもいけ花チャレンジ展】
野々市市内の小学生から高校生を対象とし、いけばな体験
教室を新たに実施。

３年 246

野々市市将棋協会 野々市市
【夏休み野々市子供将棋教室開催事業】
夏休み期間中に、子どもを対象としたプロ棋士による指導教
室や指導対局会員向けの指導法講習会を新たに実施。

３年 620

野々市市文化協会 野々市市
【野々市市市政10周年記念イベント「文化力を磨こう！」】
市政10周年を記念して、著名文化人による講演会や、能楽
観賞・体験、朗読会など様々なイベントを新たに実施。

３年 1,500

野々市市民合唱団 野々市市
【うたの輪で、市民の輪を広げよう！プロジェクト】
子どもや保護者などから参加者を募集し、親子で楽しめる演
奏会を新たに実施。

３年 1,500

能美市文化協会 能美市
【能美市市文化協会記念講演事業】
団体設立及び能美市合併15周年を記念し、講演会や、所
属団体の活動を紹介するパネル展示を新たに実施。

１年 500

白山市文化協会 白山市
【白山市文化協会結成10年記念事業】
団体設立10周年を記念し、著名文化人による講演会や、文
化団体によるオープニング公演などを新たに実施。

１年 500

春木獅子舞保存会 中能登町
【春木獅子舞後継者育成事業】
獅子舞踊りの指導法を学ぶ講習会や、地区の子どもを対象
とした指導教室を新たに実施。

２年 543

北國写真連盟
輪島支部

輪島市
【写真文化と故郷輪島（過去、現在、未来）】
創立50周年を記念して、輪島の「過去」「現在」「未来」を
テーマとした作品展及び講演会などを新たに実施。

３年 750

輪島・和太鼓虎之介 輪島市
【トランスミット・トラディション・コンサート】
新たに定期演奏会を追加開催。併せて、プロの和太鼓奏者
にオリジナル曲の制作を依頼し、その楽曲を披露。

３年 1,500

16,459

65,540

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

小川　卓朗 金沢クラシック研究会
【小川卓朗サクソフォンリサイタル2021】
アルトサクソフォーン協奏曲やクロード・ドビュッシーの作品を中心としたコン
サート

200

小池　晃代 金沢クラシック研究会
【小池晃代ピアノリサイタル】
古典派からロマン派の作曲家（ベートーヴェン、リスト等）を中心としたピアノ
リサイタル

200

近藤　洋平
（一社）金澤芸術文化交流
ネットサルーテ

【近藤洋平テノールリサイタル】
オペラの名曲を中心としたテノールリサイタル

152

坂下　奈美 輪島市文化協会
【坂下奈美の切り絵アート展】
日頃の創作活動の成果発表の場として、これまで制作した作品を展示する
個展の開催

200

ジドレ・オヴシュカイテ 認定NPO法人趣都金澤
【The Flowering Music/音楽から生まれたいけばな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zydre Violin Concert　Vol.7】
日本とリトアニアの現代作曲家の作品を中心としたヴァイオリンコンサート

200

田中　祐吉 劇団アンゲルス
【NEONシアタープロジェクト　田中祐吉編】
自身が主演となる映画の上演会及びアフタートーク

200

津野　里絵子
（一社）金澤芸術文化交流
ネットサルーテ

【津野里絵子ソプラノリサイタル】
ディズニー音楽などを中心に原語の英語で歌うソプラノリサイタル

200

藤舎　良眞有 石川県邦楽舞踊協会
【横笛×ピアノ×日本舞踊　コラボコンサート】
日本舞踊や横笛を中心としたコンサート

200

トリオ・ラディアンス
　　代表　今井　絢子
　　　　　　水本　芳枝
　　　　　　川畑　夕姫

金沢クラシック研究会
【トリオ・ラディアンス　セカンドコンサート（仮）】
オーボエ・ファゴット・ピアノの編成によるオリジナル作品を中心としたコン
サート

200

中山　知子 金沢クラシック研究会
【中山知子ピアノリサイタル事業】
ハンガリー民謡と舞曲を題材にしたピアノリサイタル

200

根来　かなう 金沢クラシック研究会
【根来　かなう　ヴァイオリン　リサイタル】
ドイツ、オーストリア系作曲家の音楽研究、研鑽の成果として初のヴァイオリ
ンリサイタル

200

平野　加奈 石川県ピアノ協会
【平野加奈　ピアノリサイタル】
様々な国や時代の異なる作曲家の作品をまとめたピアノリサイタル

200

古林　絵美 劇団アンゲルス
【舞台”A Night of Parricides"上演事業】
金沢での演劇活動10年を記念して、主演舞台の上演

200

北欧音楽アンサンブル・トムテ
　　代表　竹内　若菜
　　　　　　髙畠　厚子

金沢クラシック研究会
【音と映像で楽しむ北欧紀行　vol.2】
北欧の美しい景色の映像と音楽を合わせたアンサンブルコンサート

200

森　舞
（公財）日本ピアノ
教育連盟北陸支部

【森舞　ピアノコンサート】
子どもや保護者にも親しみやすい曲を中心としたピアノコンサート

200

2,952

令和２年度若手芸術家活動支援事業　認定一覧　（１５件）

計


