平成 29 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佐野日本大学短期大学
【事業名】佐野学による名家・古民家に眠る
文化的資料発掘事業
【実施期間】平成 29 年 4 月 1 日（日）
～平成 29 年 12 月 28 日（金）
【実施場所】佐野日本大学短期大学 大講義室 ほか
【概要】佐野の歴史に関する市民講座開催や佐
野学特設ウェブサイトの開設など、市
民に佐野の魅力を伝える取組を実施。
【助成金額】250,000 円

②栃木県彫刻造形協会
【事業名】彫刻造形の普及に関する事業
【実施日】平成 30 年 1 月 27 日（土）～31 日（水）
【実施場所】栃木県総合文化センター 第４ギャラリー
【概要】
「栃木県彫刻造形協会展（学生の部）」の
作品募集・展示を実施するほか、一般市
民向けのワークショップ等を開催。
【助成金額】275,000 円

③宇都宮短期大学創立 50 周年記念コンサート実行委員会
【事業名】宇都宮短期大学創立 50 周年記念コンサート
【実施日】平成 29 年 11 月 19 日（日）
【実施場所】宇都宮短期大学須賀友正記念ホール
【概要】クラシック音楽に親しんでもらう
ため、国内外で活躍する若手演奏家
が一堂に会した演奏会を開催。
【助成金額】400,000 円

④足利市八木節連合会
【事業名】足利市子ども八木節大会
【実施日】平成 29 年 8 月 20 日（日）、
平成 29 年 10 月 22 日（日）
【実施場所】足利市民会館 別館ホール ほか
【概要】八木節の伝承及び後継者育成のため、
子ども八木節大会（音頭大会・発表会）
及び子ども八木節絵画展を開催。
【助成金額】216,000 円

平成 29 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栃木県少年少女合唱連盟
【事業名】第 47 回栃木県少年少女合唱連盟合同演奏会
【実施日】平成 29 年 11 月 26 日（日）
【実施場所】小山市立文化センター 大ホール
【概要】児童生徒の技術力向上や団体間の交流
を図るため、県内各地の少年少女合唱
団による合同演奏会の開催。
【助成金額】141,000 円

⑥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
【実施日】平成 29 年 9 月 6 日（水）、13 日（水）、
20 日（水）、27 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

⑦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
2017 美しき日本の歌コンサート
【実施日】平成 29 年 12 月 10 日（日）
【実施場所】宇都宮短期大学須賀友正記念ホール
【概要】
「童謡」が誕生してから 100 年目を迎え
ることを記念し、童謡を中心に、数多くの
日本の名曲を披露する演奏会を開催。
【助成金額】473,000 円

⑧大日本茶道学会宇都宮支部
【事業名】初心者向け茶道体験講座事業
【実施日】平成 30 年 3 月 11 日（日）
【実施場所】日光田母沢御用邸記念公園内 和室
【概要】日本の伝統文化である茶道を、歴史
ある建物で体験してもらう「初心者
向け茶道体験講座」を開催。
【助成金額】46,000 円

平成 29 年度栃木県文化振興基金助成事業
⑨さの演劇塾
【事業名】さの演劇塾第８回定期公演
【実施日】平成 29 年 11 月 18 日（土）～19 日（日）
【実施場所】佐野市文化会館 小ホール
【概要】鑑賞した方の心に、日常生活とは異なっ
たやすらぎを与えるとともに、地域文
化の向上を目指す演劇公演を開催。
【助成金額】193,000 円

⑩宇都宮カンマーコーア
【事業名】宇都宮カンマーコーア 第６回定期演奏会
【実施日】平成 29 年 12 月 23 日（土・祝）
【実施場所】宇都宮市文化会館 小ホール
【概要】バッハの「クリスマスオラトリオ」や
「金子みすず小曲集」などを、管弦楽
やプロソリストによるレベルの高い演
奏会を開催。
【助成金額】300,000 円

⑪コール・キルシェ
【事業名】コール・キルシェ ５ｔｈコンサート
【実施日】平成 29 年 11 月 25 日（土）
【実施場所】栃木県総合文化センター サブホール
【概要】結成２０周年記念の合唱コンサートを
開催し、普段の練習の成果を発表する
とともに、地域文化の向上も図る。
【助成金額】260,000 円

（文化活動等助成事業）

平成 29 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湊町自治会
【指定文化財】百八灯流し（栃木市指定）
【事業内容】
「百八灯流し」で使用する提灯８点につい
て、必要箇所の部品交換等を実施。
【活用方法】
行事の際に仮殿付属物として使用し、地域
に伝わる伝統行事として継承していく。
【助成金額】37,000 円

②中里西組獅子舞保存会
【指定文化財】
天下一関白流御神獅子舞（宇都宮市指定）
【事業内容】
後継者育成用の笛を新たに５本購入。
【活用方法】
小・中学生など、若い世代を対象とした笛
の後継者育成のために活用する。
【助成金額】34,000 円

③足利市八木節連合会
【指定文化財】八木節（足利市指定）
【事業内容】
八木節演奏時に着用する法被の更新。（足利銘仙
の模様を施した囃子用と踊り用の２種類を製作。）
【活用方法】
市内外での公演時に使用し、八木節及び足利
銘仙を広くＰＲした。
【助成金額】282,000 円

④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（鹿沼市指定）
【事業内容】
彫刻屋台 9 台分の雨天時保護用シートの製作。
【活用方法】
今宮神社秋季例大祭が雨天であった際に使用し、
彫刻屋台の保護・継承を図る。
【助成金額】499,000 円

平成 29 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）

⑤足利市八木節連合会
【指定文化財】八木節（足利市指定）
【事業内容】
八木節演奏用具（樽・締め太鼓）の修理。
【活用方法】
市内外での公演時に使用し、八木節を広くＰＲ
した。
【助成金額】40,000 円

平成 29 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全国山城サミット佐野大会実行委員会
【事業名】全国山城サミット佐野大会
【実施日】平成 29 年 11 月 25 日(土)～26 日(日)
【実施場所】佐野市文化会館、唐沢山城跡周辺
【事業目的】
国指定史跡唐沢山城跡等の魅力を広め、観光誘
客と地域活性化を図るほか、文化遺産の保護と
自然環境の保全に対する意識の涵養も図る。
【事業内容】
・シンポジウム（事例発表や記念講演等）
・講座（現地見学会、座談会）
・文化振興イベント（郷土芸能や絵画展等）
・観光イベント（観光ガイドや史跡ガイド等）
【成果】
史跡価値や観光的魅力を全国や訪日外国人に向
けて発信したことにより、佐野市への観光客が
増加したほか、市民の郷土愛醸成や地域活動の
活性化につながった。
【助成金額】1,000,000 円

②特定非営利活動法人 両毛伝統文化芸能振興会 足利ぶんか倶楽部
【事業名】足利伝統芸能 2020 プロジェクト
【実施日】①平成 29 年 11 月 25 日(土)
②平成 30 年 1 月 14 日(日)
【実施場所】国登録有形文化財 厳華園 他
【事業目的】
足利市内の有形文化財や伝統芸能について、
市民のほか近隣市民や外国人などに広く周知
し、関心を高めてもらう。
【事業内容】
①音楽「北の郷もうで 参」
足利市にまつわる民話のもの語りや和楽器
演奏会、呈茶会 他
②民舞「足利楽 序」
足利源氏をテーマにしたオリジナル田楽、
ミニ民舞フェス
【成果】
これまで伝統芸能に触れる機会が少なかった外国人が、足利市の伝統文化に興味
や関心を持つきっかけになったほか、子ども和楽器演奏会の開催により、将来伝
統芸能を継承していく子どもたちの個性や能力を引き出すことにつながった。
【助成金額】1,000,000 円

平成 29 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）
③わいわいボックス制作委員会
【事業名】Beyond2020 とちぎ絆マラソン in 大田原
【実施日】平成 29 年 10 月 8 日(日)
【実施場所】大田原市美原公園
【事業目的】
多くの参加者が集まるマラソン大会において、大
田原地域に伝わる民謡やわらべ歌を演奏するこ
とで、より多くの方に伝統芸能を知ってもらう。
【事業内容】
民謡やわらべ歌を現代風にジャズアレンジし、マ
ラソン大会のセレモニーにおいて、三味線・尺八・
和太鼓・ブラスバンドなどで演奏することで、来
場者に民謡やわらべ歌を知ってもらう。
【成果】
マラソン大会で披露することにより、日ごろ音楽
文化などに接する機会の少ない方にも、地域に伝
わる伝統文化を大いにＰＲすることができた。
また、今回制作した各種資料や音源等を市へ寄贈
したため、今後の更なる有効活用が期待できる。
【助成金額】1,000,000 円

④ハンガリー交流コンサート実行委員会
【事業名】ハンガリーホストタウン登録記念コンサート
【実施日】平成 29 年 7 月 22 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】
ハンガリーや日本のクラシック楽曲を中心にし
た演奏会、ハンガリーの食文化や服飾文化の紹介
などにより、キャンプ地誘致の機運向上を図る。
【事業内容】
国内外で活躍する本県ゆかりの演奏家たちによ
る演奏会を開催。コンサート会場ではハンガリー
の食文化や服飾文化の紹介パネルを展示する。
【成果】
ハンガリーの音楽文化・食文化・服飾文化などに
触れることで、県民がハンガリーの文化を理解す
るきっかけとなり、国際交流の盛んな街づくりを
目指す契機となった。
【助成金額】 200,000 円

平成 29 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とちぎの三国志「山車人形」まつり実行委員会
【事業名】とちぎの三国志「山車人形」まつり
【実施日】平成 29 年 10 月 28 日(土)～29 日(日)
「蔵の街ふるさとまつり」
※10 月 22 日に開催を予定していた「東京
日本橋・京橋まつり」は荒天のため中止。

【実施場所】栃木市蔵の街大通り
【事業目的】
県指定有形民俗文化財「三国志山車人形」を初め
て３台同時巡行し、栃木市の知名度を上げる。
平成 30 年に開催する「とちぎ秋まつり」及び「デ
スティネーションキャンペーン」のＰＲも行い、国
内外からの観光誘客や地域経済の活性化を図る。
【事業内容】
三国志山車人形の巡行、おはやし合戦、山車の
展示、外国語対応山車人形パンフレットの作成
【成果】
例年にない取組により来場者が増加したほか、若い
世代へ伝統技術の継承を図ることができ、後継者育成
・担い手不足の解消につながる契機となった。
【助成金額】1,000,000 円

⑥第 3 回さくら黄金ストリートカーニバル実行委員会
【事業名】第 3 回さくら黄金ストリートカーニバル 2017
【実施日】平成 29 年 11 月 18 日(土)
【実施場所】さくら市指定有形文化財 今宮神社
【事業目的】
クールジャパンな魅力満載の“国際 Kawaii 都市”
さくら市の魅力を全世界に認知してもらうこと
を目的とする。
【事業内容】
市文化財を市外の方へＰＲするため、市指定天然
記念物「大公孫樹」を有する今宮神社を会場とし、
ご当地アイドルステージや伝統芸能ステージな
ど、様々なイベントを実施する。
【成果】
市外からの来場者に対する市文化財や伝統文化
をはじめとする市魅力発信や、オリ・パラへの参
加気運醸成など、様々な効果が得られた。
【助成金額】784,000 円

平成 29 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あしかが歌舞伎親子教室実行委員会
【事業名】伝統芸能 コトハジメ -あしかが子ども歌舞伎【実施日】平成 29 年 11 月 3 日(金・祝)
【実施場所】足利織姫神社境内・神楽殿
【事業目的】
子どもたちが歌舞伎の楽しさや魅力を共有・体験
することにより、伝統芸能の担い手を育成し、さ
らには伝統芸能を活かした地域の活性化を図る。
【事業内容】
国内外への発信をねらい、観光客が多く訪れる織
姫神社「秋季例大祭」内で行う。演目は、外国人
や子どもが興味・関心を向けやすい内容とする。
また、外国人観光客向けに、足利銘仙（着物）の
着付け体験も実施する。
【成果】
子どもや若者の日本文化に対する興味・関心を高
められたほか、市内在住外国人へ日本文化の魅力
を大いに発信することができた。
【助成金額】1,000,000 円

⑧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
【実施日】平成 30 年 1 月 7 日(日)
【実施場所】栃木県総合文化センター メインホール
【事業目的】
ミュージカル公演を通じて、原発事故による風評
被害や若者の農業離れによる後継ぎ問題など、酪
農業が抱える様々な問題を広く理解してもらう。
【事業内容】
作品内容をリニューアルした上で上演する。
会場ロビーにおいて、県産牛乳や農産物の販売や
ＰＲを実施するほか、東京２０２０大会をテーマ
にした「焼き菓子コンテスト」を開催し、会場内
において審査・投票を実施する。
【成果】
「ミュージカル×酪農業」の連携を企画・実施したことで、日ごろ芸術文化
（ミュージカル）にあまり接する機会の少ない方、農業にあまり接する機会
の少ない方、それぞれに他ジャンルの魅力を伝えることが出来た。
【助成金額】1,000,000 円

平成 29 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みぶの日実行委員会
【事業名】beyond2020 みぶの日フェア
【実施日】平成 30 年 3 月 4 日(日)
【実施場所】みぶハイウェーパーク
【事業目的】
伝統芸能、史跡（古墳）、食文化など、壬生町が
誇る文化資産への町民の意識の涵養や次代への
継承を図るとともに、観光資源としての磨き上げ
を行い、文化振興と地域活性化を目指す。
【事業内容】
今回は「壬生町の文化資産」をテーマに、五段囃
子や円仁太鼓等のステージ演奏、
「みぶ玉」
（勾玉）
づくり体験コーナー、かんぴょう料理（かみなり
汁）の無料提供などを実施する。
【成果】
日ごろ接する機会の少ない五段囃子などのステ
ージイベントを行ったことで、将来を担う子ども
たちをはじめ多くの方に、町の伝統芸能を広くＰ
Ｒすることができた。
【助成金額】 515,000 円

