2.芸術文化団体助成
年度

助 成 先
DANCE BOX
STスポット横浜
CAPHOUSE（Ｃ．Ａ．Ｐ．）
JCDN（ジャパンコンテポラリーダンスネットワーク）
「福岡アートフェア・シミュレーションα 」実行委員会
ＡＳＩＡＳ 芸術家と子どもたち
アートＮＰＯリンク
ＮＯ-ＭＡとの連携事業実行委員会
平成19年 急な坂スタジオ（アートプラットフォーム）
コンカリーニョ
Real Tokyo （リアルシティーズ）
世田谷パブリックシアター
ザ・フェニックスホール
水戸市芸術振興財団 水戸芸術館
高知県立美術館（ホール）
江東区地域振興会 ティアラ江東
横浜市芸術文化振興会 横浜美術館
DANCE BOX
C．A．P．
JCDN（ジャパンコンテポラリーダンス・ネットワーク）
芸術家と子どもたち
アートNPOリンク
アール・ブリュット・コレクションとボーダレス・アートミュージアム
NO-MAとの連携事業実行委員会
平成20年
急な坂スタジオ（アートプラットフォーム）
コンカリーニョ
リアルシティーズ
せたがや文化財団世田谷パブリックシアター
ザ・フェニックスホール
水戸市芸術振興財団 水戸芸術館現代美術ギャラリー
高知県立美術館
Art Center Ongoing
C.A.P. (芸術と計画会議)
ゆふいん文化・記録映画祭実行委員会
紺屋2023project
湘南邸園文化祭連絡協議会
神戸プラネット
特定非営利活動法人創を考える会・北九州
特定非営利活動法人アートNPOリンク
特定非営利活動法人アートインスティテュート北九州
特定非営利活動法人赤煉瓦倶楽部舞鶴
平成21年 ザ・フェニックスホール
(財)福岡市文化芸術振興財団
NPOアートプラットフォーム (急な坂スタジオ)
NPO法人DANCE BOX
NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク
NPO法人 福岡パフォーミングアーツプロジェクト（FPAP）
O.P.E.N -Open Passage to Experimental Networking財団法人せたがや文化財団
特定非営利活動法人芸術家と子どもたち
特定非営利活動法人鳥の劇場
特定非営利活動法人コンカリーニョ
Art Center Ongoing
C.A.P.(特定非営利活動法人芸術と計画会議)
SANDWICH Project 実行委員会
にしすがも創造舎
紺屋2023project
神戸プラネット
特定非営利活動法人エナジーフィールド
財団法人水戸市芸術振興財団
特定非営利活動法人 阿久伊羅

平成22年

日田市中津江公民館
NPOアートプラットフォーム (急な坂スタジオ)
NPO法人STスポット横浜
NPO法人福岡パフォーミングアーツプロジェクト
財団法人せたがや文化財団
財団法人伊丹市文化振興財団/伊丹市立演劇ホール
財団法人富士見市施設管理公社
特定非営利活動法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネット
ワーク
特定非営利活動法人ダンスボックス
特定非営利活動法人芸術家と子どもたち
特定非営利活動法人鳥の劇場
特定非営利活動法人アートNPOリンク
特定非営利活動法人コンカリーニョ

団体名称・企画等
DANCE BOX2007年度事業
the Ground-breaking 2007
2007年度CAP HOUSEプロジェクト
踊りに行くぜ創造シリーズ DANCE × MUSIC Vol 3
福岡アートフェア・シミュレーションα
ＡＳＩＡＳ芸術家と小学生プロジェクト
全国アートNPOフォーラム
NO-MAコラボレーション展２００７
急な坂スタジオ人材育成＆普及プログラム
劇場を中核としたコミュニティ再構築事業
REAL TOKYO（インターネット及びコンピューター通信を活用した芸術・文化支援）
H19度パブリックシアターのためのアーツ・マネジメント研修
ザ・フェニックスホールで開催する自主企画公演
水戸芸術館現代美術センター企画事業
ホール内舞台公演及び定期上映会
ティアラ１４０＋（One Forty Plus）シリーズ公演
「水の情景ーモネ、大観から現代まで」展
db2008夏プログラム<Dance Bazooka!!>(仮)
C．A．P． 海のそばプロジェクト
踊りに行くぜvol.9／第3回 日米振付交換／Dance×Music
ASIAS 芸術家と小学生プロジェクト
全国アートNPOフォーラムinおきなわ
「アール・ブリュット／交差する魂」ローザンヌ アール・ブリュットコレクションと日本のアウトサイ
ダー・アート
急な坂スタジオ マンスリーアートカフェ＆急な坂Cafe
劇場を中核としたコミュニティ再構築事業企画2008
REAL TOKYO(インターネットを活用した芸術・文化情報配信)
パブリックシアターのためのアーツ・マネジメント研修(H20)
ザ・フェニックスホールで開催する自主企画公演
水戸芸術館現代美術センター企画事業
高知県立美術館舞台公演シリーズ
Art Center Ongoing 企画事業
CAP Project 2009
第12回ゆふいん文化・記録映画祭 / 第2回松川賞
紺屋サマースクール
湘南邸園文化祭2009
神戸映画資料館の収蔵資料の保存活動と、企画事業
街じゅうアート in 北九州 2009ものづくり・ものアートvol.3
全国アートNPOフォーラムin舞鶴
北九州国際ビエンナーレ2009「移民」
舞鶴市北吸地区赤煉瓦倉庫群を活用した「舞鶴赤れんがアートスクール構想」に向けた実証実験
ザ・フェニックスホール 2009年度自主企画公演
Collection/Connection/Collaboration
急な坂スタジオ マンスリーアートカフェ
dB芸術術拠点形成in神戸
JCDN 全国パフォーマンススペース間のダンス巡回プロジェクト2009
九州演劇人サミットin鹿児島
オリジナルスクール(仮称)
平成21年度 パブリックシアターのためのアーツマネジメント研修
ASIAS 芸術家と小学生プロジェクト
鳥の劇場09年度プログラム
劇団千年王國10周年記念企画 「 トリビュート！千年王國！ 」
Art Center Ongoing 企画事業
CAP Project 2010
SANDWICH PROJECT
にしすがも創造舎エントランスプロジェクト
紺屋サマースクール2010
神戸映画資料館の収蔵資料の保存活動と、企画事業
BIWAKOビエンナーレ2010"玉手箱ーMagical World"
水戸芸術館現代美術センターの年間の企画展および教育普及事業
"世界文化遺産姫路城文化交流2011に向けて
城下町の歌詞づくりと和楽器オーケストラと舞踊パフォーマンスのワークショップシリーズ"
中津江ミュージックキャンプ 2010
坂あがりスカラシップ
STスポット新進振付家育成企画
"ぽんプラザホール10周年記念 福岡・九州地域演劇祭(仮称)
パブリックシアターのためのアーツマネジメント研修
アイホール自主企画
キラリと世界で創る芝居vol.1☆韓国 『LOVE The World 2010』
「踊りに行くぜ!! 」Ⅱ vol.1 ／「DANCE×MUSIC!」 vol.5／「Community Dance Japan on web」
dB芸術拠点形成事業in神戸2010
ASIAS 芸術家と小学生プロジェクト
鳥の劇場2010年度プログラム
全国アートNPOフォーラムin鳥取（予定）
『北方圏の” Alive”音楽』 Vol.４ FINLAND day’s（仮称）

2.芸術文化団体助成
年度

助 成 先
Artists' Guild
Art Center Ongoing
NPO法人STスポット横浜
NPO法人コデックス
NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク

平成23年

川崎市アートセンター カフェ・アルテ
キタミン・ラボ舎
C.A.P. (特定非営利活動法人 芸術と計画会議)
公益財団法人伊丹市文化振興財団/伊丹市立演劇ホール
神戸プラネット
紺屋2023プロジェクト
ザ・フェニックスホ-ル
財団法人せたがや文化財団
財団法人水戸市芸術振興財団
特定非営利活動法人アートNPOリンク
特定非営利活動法人アートプラットフォーム
特定非営利活動法人 S-AIR
特定非営利活動法人芸術家と子どもたち
特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋
特定非営利活動法人コンカリーニョ
特定非営利活動法人ダンスボックス
特定非営利活動法人鳥の劇場
特定非営利活動法人ドリフターズ・インターナショナル
ナナツユメ実行委員会
にしすがも創造舎
ブリティッシュ・カウンシル
Midori Art Center (MAC)
Artists' Guild
Art Center Ongoing
NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク
NPO法人STスポット横浜
ENVISI
公益財団法人 せたがや文化財団
神戸プラネット

平成24年 財団法人 水戸市芸術振興財団
特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち
特定非営利活動法人 ダンスボックス
特定非営利活動法人 アートインスティテュート北九州
特定非営利活動法人 アートNPOリンク
特定非営利活動法人 アートプラットフォーム
特定非営利活動法人 S-AIR
特定非営利活動法人 鳥の劇場
深川バロン倶楽部
Okinawa Artist Interview Project
特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち
特定非営利活動法人 これからの建築を考える
一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会
平成25年 特定非営利活動法人 東京ジュニアオーケストラソサエティ
特定非営利活動法人 鳥栖子どもミュージカル
NPO法人 STスポット横浜
桜美林大学 パフォーミングアーツ・インスティテュート
日本演劇教育連盟

団体名称・企画等
アーテストによるアーティストのための芸術支援システム
Art Center Ongoing 企画事業
STスポット新進舞台表現者育成企画 ヨコラボ'11/i.e.project04 山下残新作公演/横浜芸術アクショ
ンプレ企画
福岡ダンスフリンジフェスティバルvol.5
A)「踊りに行くぜ!!」Ⅱ vol.2 ーJCDNダンス作品クリエイション&全国巡回プロジェクトー
B)DANCE×MUSIC×MOVIE!vol.5
@カフェ・アルテ(アット・カフェ・アルテ） (仮)
北本おもしろ不動産
CAP Project 2011
アイホール自主企画
神戸映画資料館の収蔵資料の保存活動と、企画上映事業
紺屋サマースクール2011
ザ・フェニックスホ-ル自主企画公演
世田谷パブリックシアターの人材育 成『若手劇場制作者ミーティング』
「イェッペ・ハイン～参加してください」展、「清川あさみ|美女採集」展、「ゲルダ・シュタイナー＆ヨル
ク・レンツリンガー」展、「クルテリオム」シリーズ、「アートエデュケーション」プログラム、「高校生ウ
イーク」
全国アートNPOフォーラム
坂あがりスカラシップ
新天地ＡＩＲ～アートによる回復は可能か～
ASIAS 芸術家と小学生プロジェクト
釜ヶ崎メディアセンター アートと市民による公共圏の創造
コンカリーニョ インキュベーションシアタープログラム
dB芸術拠点形成in神戸2011
鳥の劇場2011年度プログラム
ドリフターズ・サマースクール
「サウンドオブサイレンス」
にしすがも創造舎エントランスプロジェクト
Japan-UK "E-Dialogue" オンラインを利用した日英のアーティストやアート関係者の交流事業
MAC2011_リ・モデルノロジオ
アーテストによるアーティストのための芸術支援システム
Art Center Ongoing 企画事業
A)「踊りに行くぜ!!」Ⅱ vol.3 ーJCDNダンス作品クリエイション＆全国巡回プロジェクトー
B)コミュニティダンス&ミニフリンジ in 沖縄･キジムナーフェスタ(仮称)
STスポット新進舞台表現者育成企画 ヨコラボ'12/STスポット開館25周年企画(ダンス、演劇の小
フェスティバル)他
"生きる"博覧会2012
劇場制作者ミーティング:演劇ワークショップの社会的活用
神戸映画資料館の収蔵資料の保存活動と、企画上映事業
「ゲルダ・シュタイナー＆ヨルク・レンツリンガー」展、水戸岡鋭治「大鉄道」展、「記憶と記録-3.11と
アーティストの営み」、高嶺格個展、坂茂建築展、「クリテリオム」、「アートエデュケーション」プログ
ラム、「高校生ウィーク」、「HIBINO CUP」、「明後日朝顔」
ASIAS 芸術家と小学生プロジェクト
dB神戸・新長田プロジェクト2011
アートインスティテュート北九州企画事業(KITAKYUSHU Biennial on Tour ベルリン、シンガポール/
ホテルアジア プロジェクト/GALLEY SOAP 15周年記念事業)
全国アートNPOフォーラム 長田から南三陸へ(仮)
吉田町プロジェクト
さっぽろあんだーぐらんどぷろじぇくと CHIKA CHIKA！
鳥の劇場2012年度プログラム
深川バロン倶楽部通年の活動
Okinawa Artist Interview Project
ASIAS 芸術家と小学生プロジェクト
伊東建築塾事業
ピアノ曲事典公開録音コンサート
東京ジュニアオーケストラソサエティ 第14回定期演奏会
キッズミュージカルTOSU公演
STスポット新進舞台表現者育成企画2013 ヨコラボ'13/シンプル・ストーリーズ(新進演出家・振付家
創作シリーズ)N.N.N4他
桜美林大学プルヌスホールプロデュース/市民参加企画 群読音楽劇『銀河鉄道の夜2013』
第62回全国演劇教育研究集会「すべての子どもに演じる喜びとコミュニケーションの楽しさを～」

