平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（文化活動等助成事業）
①こどもミュージカルどりーみんぐ
【事業名】こどもミュージカルどりーみんぐ
第 25 回定期公演「ワラワンダホーワー」
【実施日】平成 30 年 5 月 13 日（日）
【実施場所】宇都宮市立南図書館
サザンクロスホール
【概要】子どもたちの創作力や想像力などの向
上を目的とした、オリジナルミュージ
カルの創作・上演。
【助成金額】300,000 円

②那須室内合奏団
【事業名】那須室内合奏団 第 10 回記念演奏会
【実施日】平成 30 年 5 月 20 日（日）
【実施場所】那須野が原ハーモニーホール 大ホール
【概要】前半は合奏団単独、後半はヴァイオリニ
スト・天満敦子氏をソリストに迎えた演
奏会を開催。
【助成金額】120,000 円

③学校法人アジア学院
【事業名】世界の農村指導者と栃木の子供達
で作る平和のアート
【実施期間】平成 30 年 8 月 18 日（土）
～11 月 11 日（日）
【実施場所】学校法人アジア学院 ほか
【概要】子どもたちがアートで自由に表現するこ
とを学ぶ絵画ワークショップ、制作物を
展示する巡回展をそれぞれ複数回開催。
【助成金額】348,000 円

④さくらウインドアンサンブル
【事業名】さくらウインドアンサンブル
第２回定期演奏会
【実施日】平成 30 年 7 月 1 日（日）
【実施場所】さくら市氏家公民館 ホール
【概要】さくら市出身の指揮者や演奏家を招
き、ポップスやクラシック、地域の民
話など、多彩な内容の演奏会を開催。
【助成金額】118,000 円

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（文化活動等助成事業）
⑤ドイツビール祭り実行委員会
【事業名】日独交流講座ｉｎ蔵の街
【実施期間】平成 30 年 9 月 5 日（水）、
12 日（水）、19 日（水）、26 日（水）
【実施場所】とちぎ蔵の街観光館 多目的ホール
【概要】栃木市におけるドイツ文化の振興と日独
交流の推進を図るため、ドイツの歴史や
文化に関する講座を計４回開催。
【助成金額】200,000 円

⑥下野民話の会
【事業名】下野民話のつどい 25 周年記念
【実施日】平成 30 年 9 月 30 日（日）
【実施場所】栃木県立博物館 講堂
【概要】口承文芸である民話の保存と普及、会員
の技術力向上を目的として開催。今回は
周年事業として、プロの語りも実施。
【助成金額】39,000 円

⑦特定非営利活動法人いろは企画
【事業名】真岡ふれあい伝統音楽祭
【実施日】平成 30 年 10 月 7 日（日）
【実施場所】もおか木綿ふれあい祭り会場
【概要】地域に伝わる雅楽や神楽などの素晴らし
さや楽しさを知ってもらい、伝統文化の
担い手を増やすことを目的に開催。
【助成金額】500,000 円

⑧女声合唱団コール滝の原
【事業名】女声合唱団コール滝の原
創立 40 周年記念 第 11 回演奏会
【実施日】平成 30 年 11 月 3 日（土・祝）
【実施場所】宇都宮市文化会館 小ホール
【概要】歌の情景に合わせて振付を加えた合唱、
伝統音楽である筝曲と合唱のコラボレー
ションなど、多彩な演奏会を開催。
【助成金額】248,000 円

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（文化活動等助成事業）
⑨ファンファンミュージカル
【事業名】ファンファンミュージカル10 周年記念公演
「アンピュイの贈りもの ～生きるということ～」
【実施日】平成 30 年 11 月 4 日（日）
【実施場所】宇都宮市立南図書館
サザンクロスホール
【概要】団員による表現力豊かなミュージカル公
演や一般向けワークショップを開催。
【助成金額】438,000 円

⑩もてぎ de 演劇を創る会
【事業名】ミュージカル「奇蹟の朝に…」
（「フランダースの犬」よりの公演）
【実施日】平成30 年11 月17 日(土)～18 日(日)
【実施場所】茂木町民センター 別館ホール
【概要】過去に上演し評価の高かった作品をよ
り感動的な作品に仕上げ、町内外から
新たな出演者を募り上演。
【助成金額】126,000 円

⑪Piano Carnival 2018 実行委員会
【事業名】Piano Carnival 2018
【実施日】平成 30 年 11 月 18 日（日）
【実施場所】宇都宮短期大学 須賀友正記念ホール
【概要】栃木県を代表する若手ピアニストたちに
よる、
3 台のグランドピアノを使用した特
別編成の演奏会を開催。
【助成金額】210,000 円

⑫栃木県少年少女合唱連盟
【事業名】とちぎ少年少女合唱の祭典 －第 48 回
栃木県少年少女合唱連盟合同演奏会－
【実施日】平成 30 年 11 月 25 日（日）
【実施場所】足利市民会館 大ホール
【概要】県内各地の少年少女合唱団による演奏、
伝統芸能八木節との異文化交流、参加団
体代表者による大合唱などの演奏会。
【助成金額】160,000 円

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（地域伝統文化継承事業）
①鹿沼いまみや付け祭り保存会
【指定文化財】
鹿沼今宮神社祭の屋台行事（国指定）
【事業内容】
彫刻屋台 8 台分の雨天時保護用シートの製作。
【活用方法】
雨天時の今宮神社秋季例大祭に使用し、彫刻屋台の
保護を図る。
【助成金額】494,000 円

②烏山山あげ保存会
【指定文化財】
烏山の山あげ行事（国指定）
【事業内容】
鍛冶町所有の山あげ道具の復元（新調）修理。
【活用方法】
烏山の山あげ行事（鍛冶町当番）において
使用する。
【助成金額】444,000 円

③壬生町無形民俗文化財連絡協議会
【指定文化財】
壬生町無形民俗文化財（壬生町指定）
【事業内容】
長太鼓１個及び付け太鼓３個の皮の張替え。
【活用方法】
各地区の神社等の祭礼や、町主催「郷土芸能
フェスタ」などに使用する。
【助成金額】272,000 円

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（ローカルプロジェクトモデル事業）
①蒲生君平生誕 250 年記念事業実行委員会
【事業名】蒲生君平生誕 250 年記念事業
【実施日】平成 30 年 4 月 10 日(火)～12 月 8 日(土)
【実施場所】栃木県総合文化センター ほか
【事業目的】
蒲生君平の生誕 250 年を記念し、
「前方後円」墳
という言葉をキーワードにイベントを通して、
栃木の素晴らしさを発信する。
【事業内容】
蒲生君平の功績や古墳の歴史などをテーマとし
た講演会、講座、ツアーなどを開催。協賛事業と
して、蒲生君平の紹介展示なども各会場で実施。
【成果】
蒲生君平の功績について、子どもにも興味をも
ってもらうきっかけとなり、本県の歴史や貴重
な文化財を残していくことの重要性を参加者に
理解してもらえた。
【助成金額】1,000,000 円

②小江戸とちぎ会
【事業名】江戸文化ルネッサンス in 蔵の街
【実施日】平成 30 年 5 月 19 日(土)～
平成 31 年 3 月 23 日(土)
【実施場所】とちぎ蔵の街観光館 ほか
【事業目的】
歴史的建造物が数多く残っている「小江戸とち
ぎ」で、新たな小江戸文化を創造することによ
り、栃木市の文化振興を図る。
【事業内容】
講座や散策などを通して、栃木市に伝わる様々
な江戸文化に触れてもらう。
「江戸の食文化」などの講座、あかりプロジェ
クト、古典芸能の教室、小江戸ツアー など
【成果】
江戸料理や浮世絵、歌舞伎などの江戸について、多彩な切り口から生活や文化を
学ぶことができ、小江戸とちぎの理解が深まり、地域の魅力が再確認され、活性
化が図れた。
【助成金額】1,000,000 円

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（ローカルプロジェクトモデル事業）
③ALTOS VS IWASHIYA 実行委員会
【事業名】ALTOS VS IWASHIYA
「協演乱舞 ～邦楽＆洋楽ドリームマッチ～」
【実施日】平成 30 年 6 月 2 日(土)
【実施場所】宇都宮短期大学 須賀友正記念ホール
【事業目的】
子どもたちの情操教育の充実や本県の音楽分野
の向上、東京五輪 2020 に向けた新たな創作音楽
の先駆けとして行うことを目的とする。
【事業内容】
国内外で活躍する本県にゆかりのある若手演奏
家による「邦楽楽器と西洋楽器の共演」をテーマ
にした演奏会を開催。
【成果】
ハンガリーが本県をキャンプ地にすることやオ
リンピック・パラリンピックが文化の祭典でもあ
ることを鑑賞者が知るきっかけとなった。また、
音楽家を志す学生たちの育成に繋がった。
【助成金額】300,000 円

④栃木デスティネーションキャンペーン佐野推進委員会
【事業名】天明鋳物と佐野の手仕事フェア
【実施日】平成 30 年 6 月 23 日(土)、24 日(日)
【実施場所】道の駅どまんなかたぬま
【事業目的】
佐野市を代表する伝統工芸品「天明鋳物」を市内
外の人々に広くＰＲし、鋳物業界全体の活性化を
図り、将来に継承されていくことを目的とする。
【事業内容】
天明鋳物、節句人形、木工家具、押し花キャンド
ルの職人による作品展示・販売・制作実演を実施。
その他、郷土芸能団体による八木節演奏も実施。
【成果】
４軒の天明鋳物業者が初めて一堂に会する画期
的な機会となり、大いにＰＲすることができた。
職人同士の新たなネットワークを築くことがで
き、市内の手仕事文化全体の活性化に繋がった。
【助成金額】 747,000 円

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（ローカルプロジェクトモデル事業）
⑤特定非営利活動法人

両毛伝統文化芸能振興会

【事業名】足利伝統芸能
「八木節もうで」「幽玄の美」
【実施日】平成 30 年 9 月 16 日(日)、12 月 2 日(日)
【実施場所】県指定文化財
旧木村輸出織物工場 ほか
【事業目的】
足利市の郷土芸能である八木節のほか、雅楽や筝
曲などの日本の伝統芸能に触れてもらい、関心を
高めてもらう。
【事業内容】
コーラス・吹奏楽・ダンスなど多角的な表現での
八木節公演、等身大の日本人形を操る人形芝居
「人形舞」、雅楽、筝曲などの伝統芸能を実施。
【成果】
八木節を単調な繰り返しではなく、様々な音色や
パフォーマンスで表現したことで、伝統芸能の新
たな形が発見できた。
【助成金額】1,000,000 円

⑥足利市地域文化遺産活性化事業実行委員会
【事業名】第 34 回足利薪能
【実施日】平成 30 年 8 月 3 日(金)、
9 月 1 日(土)～9 月 9 日(日)
【実施場所】足利市民会館 大ホール
【事業目的】
足利ゆかりの伝統芸能などを融合させた文化財
の積極的な活用を目指し、足利市ならではの芸
術・文化活動を展開し、地域の活性化に繋げる。
【事業内容】
近年話題となっている「刀」に関する演目を中心
にした能・狂言・田楽の上演のほか、呈茶会、能
面展、能に関する講演会なども実施。
【成果】
市民が地域の歴史や伝統芸能の良さを再認識す
ることが出来たほか、多くの外国人の方に日本文
化を体感してもらうことができた。
【助成金額】1,000,000 円

足利ぶんか倶楽部

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（ローカルプロジェクトモデル事業）
⑦うつのみやジュニア芸術祭実行委員会
【事業名】第 20 回うつのみやジュニア芸術祭
～宮っ子がつなぐ文化のバトン～
【実施日】平成30 年9 月27 日(木)～12 月9 日(日)
【実施場所】宇都宮市文化会館 大ホール ほか
【事業目的】
宇都宮市内の小・中・高校生に発表の場を提供し、
芸術文化に対する意識の向上を図るとともに、芸
術文化の発展を担う人材育成を目的とする。
【事業内容】
20 周年記念事業として、チェロや邦楽の演奏者
（団体）による特別コンサート、市内中学生・高
校生の合同劇団による演劇公演、体験型ワークシ
ョップ（美術・書道）などを追加して実施。
【成果】
国内外で活躍する音楽家の質の高い演奏会や、演
劇公演を鑑賞することにより、子ども達の芸術文
化に対する意識の向上や人材育成に繋がった。
【助成金額】1,000,000 円

⑧佐野市人間国宝田村耕一生誕 100 年記念事業実行委員会
【事業名】佐野市人間国宝田村耕一生誕100 年記念事業
～beyond2020～
【実施日】平成30 年11 月1 日(木)～12 月2 日(日)
【実施場所】佐野市文化会館
佐野市立吉澤記念美術館 ほか
【事業目的】
佐野市出身の人間国宝・田村耕一氏の生誕 100 年
を記念した記念事業を開催し、芸術・文化の振興
や地域の活性化を図る。
【事業内容】
市役所旧庁舎陶壁復元プロジェクト、記念講演
会・シンポジウム、田村耕一氏作品展示、ギャラ
リートーク、スタンプラリーなどを実施。
【成果】
記念講演会やシンポジウム、関連施設での企画展
等により、様々な視点で田村耕一氏を紹介するこ
とができた。手話通訳や英語版チラシの配置な
ど、多くの方が楽しめるイベントとなった。
【助成金額】1,000,000 円

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（ローカルプロジェクトモデル事業）
⑨第 9 回雀宮ちゅんちゅんウォーク実行委員会
【事業名】～Beyond2020 オリパラ成功を祈る～
第９回雀宮ちゅんちゅんウォーク
【実施日】平成 30 年 12 月 2 日(日)
【実施場所】宇都宮市雀宮地区市民センター
【事業目的】
スポーツイベントと、地域の歴史・文化・音楽を
融合させることにより、オリンピック・パラリン
ピックが「文化の祭典」でもあることを広める。
【事業内容】
ウォーキングイベントのほか、地元お囃子会によ
る演奏、地元郷土史研究会によるコース沿線の史
跡説明、打楽器演奏と手話の歌のコラボレーショ
ン発表などを実施。
【成果】
「スポーツ」と「文化」を組み合わせたイベント
を開催することで、オリンピック・パラリンピッ
クへの参加機運醸成を図ることができた。
【助成金額】 624,000 円

⑩益子町生涯学習推進協議会
【事業名】町民のつどい
パラリンピック選手の講演会と
益子の伝統工芸・手仕事文化大集合
【実施日】平成31 年2 月16 日(土)
【実施場所】益子町中央公民館
【事業目的】
福祉やスポーツの理解を深めるとともに益子町
の素晴らしさを再確認し、オリンピック・パラリ
ンピックへの参加機運醸成と生涯学習の振興を
促す。
【事業内容】
伝統工芸などの展示、ワークショップと車いすバ
スケットボール選手・増渕倫巳氏の講演会や栃木
レイカーズ選手との体験会などを実施。
【成果】
展示や講演会だけではなく、体験も盛り込むこと
で、障害者スポーツ分野の理解が深められ、伝統
工芸などの活性化にも繋がった。
【助成金額】319,000 円

平成 30(2018)年度栃木県文化振興基金助成事業（ローカルプロジェクトモデル事業）
⑪下野市の歴史文化を活かした観光振興協議会
【事業名】下野の華めぐり ～梅と桜と文化遺産～
【実施日】平成 31 年 3 月 1 日(金)～3 月 29 日（金）
【実施場所】下野薬師寺史跡まつり会場
下野国分尼寺花まつり会場
【事業目的】
下野市歴史文化遺産（史跡や伝統芸能など）を PR
して、市民の交流と地域活性化を図る。
【事業内容】
下野の華めぐり（スタンプラリー）をはじめ、伝
統芸能ステージや文化財ワークショップ（ミニ埴
輪工作）、文化財散策ツアーなどを実施。
【成果】
参加した子どもたちにふるさとの歴史に関心を
高められ、次世代に日本の伝統文化の継承を図る
ことができた。
【助成金額】 59,000 円

