
 

 

 

 

 

令和４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３年１１月５日（金）から令和４年１月１７日（月）まで公募を行い、内容を審査し、今般、令

和４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  18 件 45,455 16 件 39,455 

地域文化活性化事業 20 件 22,366 14 件 17,838 

 小計  38 件 67,821 30 件 57,293 

若手芸術家活動支援事業   9 件 1,751  9 件 1,751 

合       計  47 件 69,572 39 件 59,044 

 

３ 認定事業一覧  

   別紙のとおり 

 

４ 事業認定書交付式  

     令和４年３月７日（月） １４：００～ 金沢港クルーズターミナル２階セミナールーム 

【 資 料 提 供 】 

令和４年３月４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（１６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

アンサンブルおもちゃば
こ

金沢

【アンサンブルおもちゃばこ　ファミリークラシックコンサート】
県内の子ども達を対象に、様々な楽器（ヴァイオリンやチェロ
など）の体験教室を行い、成果発表会を実施することで、ク
ラシック音楽の魅力を発信する

３年 1,705

生田流正派邦楽会
北村雅楽弓社中

金沢

【子どもの邦楽体験講座及び成果発表会】
県内の子ども達を対象に、琴や三味線、太鼓などの体験教
室を行い、成果発表会を実施することで、邦楽文化の担い
手の育成を図る

３年 1,742

石川県音楽文化協会 金沢

【いしかわ音楽クラブ（仮称）創設事業】
金沢市音楽コンクール最優秀賞受賞者及び吹奏楽や合唱に取
り組む子どもを対象として、それぞれのコースで外部講師がレッ
スン（レッスンは地元指導者に公開）し、成果発表の機会を設け
ることで、将来の音楽家や地域の指導者を目指すきっかけとする

３年 4,000

公益社団法人
石川県太鼓連盟

白山

【未来に届け！子ども達の響き】
太鼓を学ぶ小中学生が講師となって未就学児に太鼓を教
え、成果発表会を実施することで、小中学生自身の技能の
向上と、太鼓人口の拡大を図る

３年 3,000

一陽会石川支部 金沢

【一陽会石川支部WEB展覧会】
絵画作品の制作過程の解説や、県外有識者による作品の
講評を紹介する、オンライン作品展を実施することで、美術
愛好家の獲得を目指す

３年 3,000

華道家元池坊金城支部 金沢
【華道家元池坊金城支部　創立70周年記念花展】
団体設立70周年を記念した花展において、詩吟の朗詠、邦
楽の演奏に合わせた実演を実施

１年 1,000

華道家元池坊小松支部 小松

【池坊小松支部創立80周年記念花展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花の架け橋～みらいへ～ 】
団体設立80周年を記念した花展において、邦楽の演奏に
合わせた実演や子ども達による生け花パフォーマンスを実
施

１年 1,000

令和４年度文化活動支援事業　認定一覧　（３０件）



団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

金沢赤とんぼ童謡唱歌
愛唱会

金沢

【童謡・唱歌を歌い継ぐ　親子３代巡回コンサート開催事業】
親子３代による歌唱や地元の文化団体による民謡や太鼓な
ど郷土芸能の公演を併せて行うコンサートを実施すること
で、童謡唱歌の普及拡大を図る

３年 2,715

一般社団法人
金澤芸術文化交流
ネットサルーテ

金沢

【県民参加型のオペラ公演及びワークショップ】
県民を対象に、オペラの発声や演奏だけでなく、舞台制作
といった裏方の仕事も含めたワークショップを開催。併せて、
成果発表会も実施することで、多くの県民にオペラに親しん
でもらう

３年 3,000

特定非営利活動法人
趣都金澤

金沢

【工芸と食文化を学ぶ子ども向けワークショップ事業】
伝統工芸の制作だけでなく、料理の盛り付け体験といった
食文化に関する子ども向けの講習会やワークショップを実施
することで、工芸や食文化の担い手の育成を図る

３年 4,000

守破離の会 金沢

【こどもを中心としたコンサート開催支援事業】
ヴァイオリンを学んでいる子ども達を対象として外部講師が
レッスンし、最終年度に成果発表のミニコンサートを実施す
ることで、クラシック音楽の裾野拡大を目指す

３年 1,397

茶道裏千家　好古会 金沢

【いしかわ文化工芸茶会開催事業 】
「百工茶会」と題し、著名な講師による茶道具をはじめとする
工芸をテーマとした講演会や、工芸ワークショップを加えた
茶会を開催することで、茶道と工芸文化を発信する

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

【絹に学ぶ～日本近代化の礎～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「シルク時空をこえて」鑑賞会】
「絹」に関連した映画作品を上映し、併せて絹糸の制作体験
や、加賀友禅などの工芸作品の展示等を実施することで、
石川の伝統工芸を理解してもらう

３年 2,550

一般財団法人
日本砂防文化振興協会

金沢

【身近なものを活用した楽器制作体験及び演奏会】
歴史的建造物（古民家）で、瓦や竹など身近な材料を使っ
た楽器制作や、制作した楽器での演奏会を開催すること
で、気軽に音楽に親しんでもらう

３年 750

日本将棋連盟
駒みらい支部

金沢

【子どもへつなげる将棋の新魅力発信事業】
参加者が駒に扮して、プロ棋士の指し手を体感しながら動
く、いわゆる「人間将棋」の実施を通して将棋に興味を持っ
てもらうとともに、将棋を情操教育と捉える講演会を開催し、
子ども達に将棋の新しい魅力を発信する

３年 2,596

VOX OF JOY Choir 金沢

【子どもに向けたミュージカル文化の普及事業】
高校に出向いてミュージカルのワークショップを実施。併せ
て、子ども向け新作ミュージカルを制作し、劇場以外の子ど
もに身近な施設（例：図書館など）で公演を開催することで、
ミュージカルの楽しさを広げていくことを目指す

３年 4,000

39,455計



（２）地域文化活性化事業（１４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

いしかわ北欧音楽
ファミリー

金沢市

【北欧のクラシック音楽と伝統音楽の地域発信
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拠点形成プロジェクト】
外部から演奏家を招き、団体初の定期演奏会を開催。併せ
て、北欧の音楽に関するレクチャーも実施することで、北欧
音楽の知名度向上を図る

３年 868

加賀太鼓保存会 小松市

【お座敷文化体験事業】
市内の子ども達を対象としたお座敷芸や加賀地方の伝統芸
能の体験講座及び成果発表会を実施することで、地域の伝
統芸能・文化の活性化を目指す

３年 2,000

金沢ラテン化計画 金沢市

【ラテン音楽普及に向けた子ども参加プロジェクト】
市内の子どもを対象とした、外部講師によるラテン音楽の講
習会及び成果発表会を実施することで、ラテン音楽に親し
む機会を増やす

３年 2,000

琴生流 Oｈ・つぼね 輪島市

【大正琴講習会及び定期発表会開催事業】
外部講師による大正琴の講習会や、「里山」をテーマとした
楽曲の制作及び団体初の定期発表会を実施することで、大
正琴文化の周知や新たな愛好者の獲得を図る

３年 1,020

全国きもの指導者協会
山原昌娃きもの着付学院

七尾市

【中学生・高校生のゆかた着付講習事業】
市内の中高生を対象としたゆかたの着付け講習（人に着付
けられるまでの内容）を実施。併せて、茶道の体験を実施す
ることで、きもの文化の継承につなげる

３年 222

dancExist 金沢市

【dancExist交流およびワークショップ開催事業】
県外のコンテンポラリーダンサーとの共演や、初心者向け
ワークショップを実施することで、コンテンポラリーダンスの知
名度向上を図る

３年 1,500

釣部田んぼ染め保存会 金沢市

【田んぼ染めの輪を広げるプロジェクト】
外部講師を招き、田んぼ染めのデザインの講習会や地域の
歴史研究会等を開催することで、田んぼ染め文化の指導者
を育成する

３年 1,404



団体名 所在地 事業概要
認定
期間

認定額

七尾市文化協会 七尾市

【七尾っ子オーケストラ体験講座】
市内の子ども達を対象に外部講師によるオーケストラ体験
講習会を行い、成果発表コンサートを実施することで、能登
初のジュニアオーケストラの結成につなげる

３年 2,000

日本舞踊宗家藤間流
藤三会

津幡町
【日本舞踊指導者育成事業】
外部講師を招き、所作や技術指導を行う指導者育成講習会
を実施することで、今後の後継者育成を目指す

３年 813

野々市人形劇サークル
くるりんぱ

野々市市

【子ども達を昔話で笑顔にしようプロジェクト】
「野々市の民話」を子ども向けにアレンジした人形劇公演及
び子ども向け人形操作ワークショップを実施することで、昔
話という口承文芸を伝えていく

３年 420

はくさん和太鼓響友会 白山市

【子ども和太鼓奏者育成プロジェクト】
外部講師（プロの和太鼓奏者）を招いて、子どもの練習曲と
なるようなオリジナル曲を制作してもらい、他の団体にも活用
してもらうほか、曲の制作者を講師として子ども達のチーム
の合同練習会を開催することで、太鼓文化の継承を目指す

３年 599

Potluck Theater 金沢市

【若手向け舞台制作・公演ワークショップ事業】
県外の演出家や俳優等による、演劇初心者の若手（高校
生、大学生等）を対象とした演劇ワークショップ、成果発表公
演を実施することで、若者が演劇文化に触れる場を作る

３年 1,500

ムジーク・ブルーメン
クランツ

金沢市

【新曲とアンサンブルによるピアノコンサート】
国内外で活躍する若手作曲家に、毎年設定する公演テー
マに沿った楽曲の制作を委嘱し、発表を行うコンサートを実
施することで、ピアノ文化を継承・発展させていくことを目指
す

３年 1,492

山代大田楽実行委員会 加賀市

【山代大田楽　担い手育成事業】
市内中学生を対象として大田楽の歴史などを学べる講習会
を新たに実施し、山代大田楽に参加してもらうことで、地域
の伝統文化の継承につなげる

３年 2,000

17,838

57,293

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

坂口　昌優 石川県音楽文化協会
【坂口昌優ヴァイオリン・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ヴァイ
オリンリサイタル

200

生水　敬一朗 金沢クラシック研究会
【～生水敬一朗　produce～　Patatas Quinteto】
サクソフォン・ピアノとのトリオ演奏などバンドネオンを中心
としたコンサート

200

ソモラ　ティボール 金沢クラシック研究会
【ソモラティボール　ヴァイオリンリサイタル】
様々な国や時代の異なる作曲家の作品をまとめたヴァイ
オリンリサイタル

191

髙橋　りさ子 Potluck Theater
【舞台制作・公演事業】
自ら制作した一人芝居の上演

200

つぼみ
　　代表　関野　治奈
　　　　　　武田　茜

水墨画北水会
【武田茜・関野治奈　二人展】
水墨画と陶磁器を組み合わせた二人の作品展

200

橋詰　明璃 劇団アンゲルス
【演劇「かき」上演事業】
アントン・チェーホフ作「かき」の上演

200

東出　いずみ YAAYAA ARTIST GROUP
【東出いずみ作品展事業】
これまでの創作活動の披露とワークショップを併せた作品
展

160

北陸狂言会
　　代表　炭　光太郎
　　　　　　中尾　史生

（公社）金沢能楽会
【若手狂言会】
若手が主体となった狂言公演及びワークショップ

200

山本　有希子
（一社）金澤芸術文化交
流ネットサルーテ

【オペラ「椿姫」ハイライト公演】
ヴェルディ「椿姫」の一部を抜粋したオペラ公演

200

1,751

令和４年度若手芸術家活動支援事業　認定一覧　（９件）

計


