平成 31（2019）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．茂木町青少年育成協議会
事業名：美の里もてぎクラシックコンサート
～in 青少年健全育成集会～
期日：2019 年 6 月 22 日(土)
会場：茂木町民センター 別館ホール
概要：前半は茂木町出身のフルート奏者栗田智
水氏を招き、音楽を通じた青少年の健全
育成の講演、後半はさかはし矢波氏、羽
石道代氏を加え、演奏会を開催
助成金額：319,000 円

2．栃木チェロ協会
事業名：栃木チェロ協会 第 20 回定期演奏会
期日：2019 年 7 月 15 日(月)
会場：栃木市栃木文化会館 大ホール
概要：チェロのみで編成されたアンサンブルに
よる演奏会。栃木県出身チェリスト宮田
大氏をソリストに迎え、ドヴォルザーク
作曲チェロ協奏曲を全楽章演奏
助成金額：332,000 円

3．バンバフォークジャンボリー記念事業実行員会
事業名：バンバフォークジャンボリー2019
期日：2019 年 8 月 24 日(土)～8 月 25 日(日)
会場：バンバひろば特設ステージ
概要：フォークソング、ニューミュージックの
名曲を歌い継ぎ、発表の機会を創出する
ため記念事業を開催
助成金額：482,000 円

4．宇都宮短期大学県北地区演奏会実行委員会
事業名：宇都宮短期大学音楽科 県北地区演奏会
～歓喜の歌、感謝の気持ちを地域の皆様
にお届けします～
期日：2019 年 9 月 15 日(日)
会場：那須野が原ハーモニーホール 大ホール
概要：宇都宮短期大学、同附属高校音楽科、那
須野が原ハーモニー合唱団との協演に
よる演奏会を開催
助成金額：250,000 円

5．さの演劇塾
事業名：さの演劇塾第 10 回定期公演
｢ケンジ先生｣（10 周年記念公演）
期日：2019 年 10 月 19 日(土)～10 月 20 日(日)
会場：佐野市文化会館 小ホール
概要：市民劇団を根付かせ、地域文化の向上を
目的として記念公演を開催
助成金額：227,000 円

6．Anne Brass Band
事業名：第２回
「０歳から楽しめる吹奏楽コンサート」
期日：2019 年 11 月 3 日(日)
会場：宇都宮市立南図書館サザンクロスホール
概要：０歳からご高齢の方まで幅広い世代に気
軽に音楽を楽しんでもらえるよう、みん
なが楽しめるコンサートを開催
助成金額：70,000 円

7．睦組会
事業名：伝統と未来を結ぶ組紐展
－飾り紐・背守りの紐－
期日：2019 年 11 月 14 日(木)～11 月 17 日(日)
会場：オリオン AC プラザ
概要：日常生活で実用的、装飾的に利用される
様々な形態の組紐の展示と来場者への
ワークショップの開催
助成金額：20,000 円

8．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
in うつのみや
期日：2019 年 11 月 24 日(日)
会場：栃木県教育会館 大ホール
概要：県内各地の少年少女合唱団による演奏、
サンバドラムチームとの演奏交流、参加
団体代表による合唱等の演奏会を開催
助成金額：180,000 円

9．足利市民交響楽団
事業名：第 50 回定期演奏会
期日：2019 年 12 月 1 日(日)
会場：足利市民会館 大ホール
概要：足利地域の音楽文化向上を目的に栃木県
出身チェリスト宮田大氏をソリストに
迎え、ラフマニノフ作曲交響楽第２番、
エルガー作曲威風堂々などを演奏
助成金額：450,000 円

10．アートステージどんぐりら
事業名：創作ミュージカル
「スサノヲ外伝」古事記より
期日：2019 年 12 月 8 日(日)
会場：栃木市栃木文化会館 大ホール
概要：地域文化の広がりと底上げを目指し、小
学生から大人まで幅広い市民で創り上
げる創作ミュージカルを上演
助成金額：500,000 円

11．女声合唱団岡本カンマーコール
事業名：女声合唱団岡本カンマーコール演奏会
2020～宇都宮を舞台にした合唱組曲を
初演する
期日：2020 年 1 月 19 日(日)
会場：宇都宮短期大学須賀友正記念ホール
概要：宇都宮を題材にした合唱曲の初演や、震
災復興支援ソング、春の名曲を披露する
演奏会を開催
助成金額：439,000 円

12．日本太鼓財団栃木県支部
事業名：第 12 回関八州太鼓まつり
期日：2020 年 2 月 23 日(日・祝)
会場：佐野市文化会館 大ホール
概要：関東静岡地区の１都７県から各都県代
表一般チーム、ジュニアチームが佐野
に一堂に集まり発表会を開催
助成金額：267,000 円

13．釜川から育む会
事業名：カマガワクリエイティブスクール
期日：2019 年 4 月 30 日(火)～
2020 年 3 月 31 日(火)
会場：ゴールドコレクションビル
概要：釜川周辺の文化の発展・成熟に寄与する
活動として、第一線で活躍する講師を招
き、地域づくりのレクチャーイベントを
複数回開催
助成金額：146,000 円

平成 31(2019)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．宇都宮鳶木遣り保存会
う つ の み や とび き

や

指定文化財：宇都宮鳶木遣り
（宇都宮市指定無形文化財）
事業内容：木遣り衣装の新調
活用方法：
「宇都宮鳶木遣り」の木遣り唄、梯子
まといふ

乗り、纏振りを披露する際に使用す
る。
助成金額：272,160 円

2．中里西組獅子舞保存会
て ん か い ち かんぱくりゅうおんかみ し し ま い

指定文化財：天下一 関 白 流 御神獅子舞
（宇都宮市指定無形民俗文化財）
事業内容：獅子舞用具（獅子太鼓）の修繕
活用方法：毎年８月の獅子舞奉納や獅子舞、笛
の練習の際に使用する。
助成金額：72,900 円

3．久野関白流獅子連
こ ま つ じんじゃ て ん か い ち かんぱくりゅう し し ま い

指定文化財：小松神社天下弌 関 白 流 獅子舞
（鹿沼市指定無形民俗文化財）
事業内容：獅子舞衣装、笛吹衣装、ヒョットコ
衣装の新調
活用方法：毎年 10 月の小松神社例大祭をはじ
め、各種市文化事業への出演に使用
する。
助成金額：500,000 円

4．新清流五段囃子西蓼沼お囃子会
ごだんばやし

指定文化財：五段囃子
（上三川町指定無形民俗文化財）
事業内容：太鼓類の新調
活用方法：自治会や町内外の祭り、老人ホーム
でのボランティア活動への五段囃
子発表の際に使用する。
助成金額：160,000 円

5．壬生町無形民俗文化財連絡協議会
ふく わ た

げ ば ぎ ごだんばやし

指定文化財：福和田・下馬木五段囃子、
藤井かんぴょう音頭
（壬生町指定無形民俗文化財）
事業内容：太鼓類修繕・横笛新調
活用方法：地元神社の祭礼に伴う演奏、
「壬生町
郷土芸能フェスタ」に参加・演奏の
際に使用する。
助成金額：222,000 円

平成 31(2019)年度栃木県文化振興基金助成事業(ﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾓﾃﾞﾙ事業)
1．鹿沼秋まつり実行委員会
事業名：鹿沼 春の彫刻屋台まつり
～400 年の歴史 例幣使街道を歩く～
期日：2019 年５月３日(金・祝)
会場：例幣使街道、まちの駅新・鹿沼宿
事業目的：
「鹿沼秋まつり」ダイジェスト版イベントを
開催し、伝統芸能の披露や史跡を紹介すると
ともに、鹿沼市の文化歴史的資源を PR する。
事業内容：
彫刻屋台の「揃い曳き」、お囃子の競演「ぶっ
つけ」、いちごで飾り付けた「いちご屋台」や
マーチングバンドの市民パレード、
「生子神社
の泣き相撲」など郷土伝統芸能の特別公演
成果：
ユネスコ登録の鹿沼秋まつりと文化財の彫刻
屋台の市県外への PR や市民団体と地元住民の
協働、伝統芸能の継承に寄与
助成金額：1,000,000 円

2．「音と言葉の間」実行委員会
事業名：音と言葉の間 2019～音楽と書の協演～
期日：2019 年７月 20 日(土)・８月 10 日(土)
会場：栃木市栃木文化会館 大ホール、
小山市立生涯学習センター
事業目的：
コンサートホールにおいてクラシック音楽と
書道を融合して表現するとともに、プロジェ
クションマッピングを駆使し、新たな空間芸
術の創造を目指す。
事業内容：
作品をその場で参加者と一緒に作成するワー
クショップ型レクチャーコンサートと、書道
とクラシック音楽の融合をテーマにした演奏
会及び書道作品展示、プロジェクションマッ
ピングを活用した総合的な舞台芸術の創出
成果：
書道の新たな表現方法を創出し、観客にアー
トの生まれる瞬間を体験していただくととも
に、特産の麻をクラシック演奏舞台に取り入
れ、音楽と伝統工芸作品の魅力を発信
助成金額：1,000,000 円

3．足利能（薪能）実行委員会
事業名：第 35 回記念足利薪能・足利薪狂言
期日：2019 年９月７日(土)～９月８日(日)
会場：鑁阿寺境内
事業目的：
足利ならではの伝統芸能を展開し、後世に守
り伝えていく機運を醸成し、地域の活性化に
繋げる。
事業内容：
足利ゆかりの能・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。
外国語パンフレットを作成
成果：
市民や出演した小学生などが地域の歴史や伝
統芸能に親しみを持つ契機となり、足利市の
持つ歴史と伝統文化を広く発信することがで
きた。
助成金額：1,000,000 円

4．とちぎミュージカル協会
事業名：beyond2020 ミルクの国とちぎフェス 2019in 那須塩原
期日：2019 年８月１日(木)～９月 29 日(日)（うち、10 日間）
会場：那須地区牧場、黒磯文化会館
事業目的：
beyond2020 事業での作品とこれまでの作品を
広く周知し、那須地区に新たに生まれたミュ
ージカルの芽を育てる。
事業内容：
那須塩原・大田原地区の子ども達が中心とな
ったミュージカルの開催。那須地区の牧場に
おけるパフォーマンスショーの開催。牧場の
絵画募集及び展示
成果：
地域の子どもたちによるミュージカル開催に
よって地域の芸術文化の向上に寄与できた。
過去のミュージカル作品の披露も含め、
beyond2020 事業の集大成とすることができ
た。
助成金額：1,000,000 円

5．歌麿を活かしたまちづくり協議会
事業名：「歌麿の愛したまち とちぎ」プロジェクト
期日：2019 年９月１日（日）～2020 年２月 23 日(日・祝)
会場：とちぎ蔵の街美術館、とちぎ歌麿館ほか
事業目的：
喜多川歌麿ゆかりの地で、歌麿作品や足跡を
活かしたイベントを開催し、歌麿と栃木市の
関わりを市内外に発信することによって、地
域の文化振興を図るとともに、町中の賑わい
を創出する。
事業内容：
栃木市内の歌麿ゆかりの地巡り散策ツアー、
学芸員による歌麿の肉筆画｢深川の雪｣などの
解説、歌麿をテーマとした芝居の公演
成果：
研修部会員による案内で歌麿ゆかりの地を巡
り、学芸員による解説など、参加者に歌麿と栃
木の関わりを知っていただくことができた。
助成金額：450,000 円

6．那須塩原市 ART369 プロジェクト実行委員会
事業名：ART369 プロジェクト「美力街道－未知の駅」
期日：2019 年 11 月 16 日(土)～12 月１日(日)
会場：旧青木家那須別邸
事業目的：
国指定重要文化財｢旧青木家那須別邸｣で、ア
ートを活用した新たな魅力を創出し、那須塩
原市の内外に発信することで、市民の文化力
向上及び交流人口の増加による地域の活力創
出を図る。
事業内容：
旧青木家那須別邸において、青木周蔵にちな
んだ作品や那須野が原博物館が収蔵する現代
美術作品群などの美術展を開催。出展作家に
よるライブ彫刻パフォーマンスやアート資源
をめぐるツアーを実施
成果：
アート以外にも文化財や開拓の歴史に興味の
ある方など、幅広い層にアートに触れる機会
を提供できた。
助成金額：1,000,000 円

7．久保田堀通水 150 年記念事業実行委員会
事業名：久保田堀通水 150 年記念「二宮尊徳がつなぐ絆」事業
期日：2019 年 12 月１日(日)～2020 年３月１日(日)
会場：鹿沼市文化活動交流館 ほか
事業目的：
荒廃した地域社会の復興に取り組んだ二宮尊
徳の報徳仕法など、先人達の歩みを明らかに
することで、今後の地域おこしの契機とする。
事業内容：
企画展｢二宮尊徳と久保田譲之助｣の開催。記
念講演会、鹿沼市内仕法地フィールドワーク、
板荷小学校での講座、二宮尊徳ゆかりの地バ
スツアーの実施
成果：
地域に残された仕法関係地、伝統行事、伝統的
農産物の歴史とその魅力及び継承の必要性に
ついての啓発となった。
助成金額：893,000 円

8．那須ジュニアクラシック音楽祭コンクール実行委員会
事業名：那須ジュニアクラシック音楽祭 コンクール＆コンサート
期日：2019 年 11 月７日(木)～2020 年３月 28 日(土)
会場：那須ステンドグラス美術館 ほか
事業目的：
地方の小中高生を中心に、コンクールを通じ
て、音楽性と演奏力を高め、音楽に親しみ、学
び、忍耐力をつけることを目的とする。
事業内容：
コンクール予選審査・公開本選審査、上位入賞
者公開レッスン、入賞者披露コンサートを開
催
成果：
近県を中心に広域にわたっての申込と多くの
地元協賛があり、那須を中心として参加者、観
客、地元がコンクールを通じて交流し、地域の
活性化に寄与することができた。
助成金額：1,000,000 円
以下の事業は、東京オリンピック・パラリンピック延期に伴い、令和２（2020）年度以降に延期となりま
した。
・東京オリ・パラ小山市推進委員会｢東京 2020 オリンピック聖火リレー関連イベント｣
・東京 2020 オリンピック聖火リレー那須烏山市実行委員会｢那須烏山市聖火リレー実施記念事業｣

