
大種別 種別 名称 所在市町村 実施場所 実施始期 実施終期 事業内容 内定金額 摘要

成果発表事業 美術 いわき美術協会 いわき市 いわき市文化センター H27.5.19 H27.5.24 第５１回いわき美術協会展 150

成果発表事業 美術 洋画研究グループ新彩会 須賀川市 須賀川市中央公民館 H27.5.16 H27.5.20 春・秋の新彩会展 50

成果発表事業 美術 会津総合美術展運営委員会 会津若松市 会津若松市文化センター H27.4.18 H27.4.26 第６９回（平成２７年度）会津総合美術展 200

成果発表事業 美術 風１２１美術会 会津若松市 南会津町・御蔵入交流館他 H27.7.4 H27.8.4 第２２回'１５美術展『風１２１』 150

成果発表事業 美術 二紀会福島県支部 福島市 福島市民ギャラリー H27.7.29 H27.8.3 第３９回福島二紀展 80

美術　合計 5 件 630

成果発表事業 音楽 福島県民謡連盟 玉川村 田村市文化センター H27.7.19 H27.7.19 福島県民謡の祭典２０１５ 200

成果発表事業 音楽 優しく歌おうコスモスの会 いわき市 いわき芸術文化交流館アリオス小ホール H27.4.11 H27.4.11 優しく歌おうコスモスの会創立25周年記念コンサート 50 ※新規

成果発表事業 音楽 いわきハルモニアオルケスタ いわき市 いわき市文化センター大ホール H27.4.26 H27.4.26 いわきハルモニアオルケスタ第一回定期演奏会 50 ※新規

成果発表事業 音楽 石川吹奏楽団 石川町 石川町体育館 H27.6.14 H27.6.14 第３２回定期演奏会 50

成果発表事業 音楽 F.M.C.混声合唱団 福島市 福島市音楽堂大ホール H27.6.13 H27.6.13 F.M.C.混声合唱団第６７回定期演奏会 100

成果発表事業 音楽 はあもまあら 福島市 福島市・こむこむ わいわいホール H27.7.12 H27.7.12 はあもまあらコンサート～結成５周年を記念して～ 50 ※新規

成果発表事業 音楽 会津混声合唱団 会津若松市 會津風雅堂 H27.7.4 H27.7.4 会津混声合唱団第４９回定期演奏会 100

音楽　合計 7 件 600

成果発表事業 演劇 ＰＯＰ演劇祭運営委員会 福島市 福島テルサFTホール H27.5.5 H27.5.6 第２回ＰＯＰ演劇祭 50

演劇　合計 1 件 50

成果発表事業 文学 県北俳句連盟 福島市 杉妻会館４階｢牡丹｣（大会議室） H27.4.5 H27.4.5 第４回「花見山」福島県俳句大会 100

成果発表事業 文学 福島短歌研究会 福島市 平成２７年５月刊行 合同歌集「ふくしま」（第１１集）の刊行 50

成果発表事業 文学 詩脈の会 会津若松市 平成２６年１０月１日刊行 詩脈第８０号の刊行 50

成果発表事業 文学 会津短歌会 会津若松市 平成２６年９月１４日刊行 「年刊歌集」第４５集の刊行 50

文学　合計 4 件 250

成果発表事業 郷土史誌 船引地方史研究会 田村市 平成２６年１０月３１日刊行 「船引地方史研究第１７号」の刊行事業 50

成果発表事業 郷土史誌 郡山市文化団体連絡協議会 郡山市 平成２７年４月刊行 「郡山市文化のあゆみ２０１４」の刊行事業 100

成果発表事業 郷土史誌 会津史学会 会津若松市 平成２６年１０月１９日刊行 『歴史春秋』第８０号の刊行事業 100

郷土史誌　合計 3 件 250
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発表会等への参加事業 出場 Ｓｅｅｄｓ＋ 南相馬市 神奈川県民ホール H27.2.14 H27.2.15 第１４回マーチングステージ全国大会 184

発表会等への参加事業 　合計 1 件 184

文化団体への事業費 福島県芸術文化団体連合会 福島市 福島県文化センター他 H27.4.1 H28.3.31 第５４回福島県芸術祭 6,000

文化団体への事業費 福島県川柳連盟 福島市 福島市市民会館他 H27.4.1 H28.3.31
第３５回福島県川柳賞・第４３回福島県川柳大会・
福島県川柳連盟会報第４１号・第２９回三石賞応募作品
集

210

文化団体への事業費 福島県美術家連盟 福島市 福島県文化センター他 H27.4.1 H28.3.31 第６９回福島県総合美術展覧会並び関連諸事業 400

文化団体への事業費 福島県考古学会 南相馬市 平成２７年７月
｢福島考古」第５７号刊行及び第５７回福島県考古学大
会開催

400

文化団体への事業費 福島県民俗学会 会津若松市 郡山市労働福祉会館他 H27.4.1 H28.3.31 福島県民俗学会の事業 200

文化団体への事業費　合計 5 件 7,210

特認事業 福島県総合美術展覧会運営委員会 福島市 福島県文化センター H27.6.19 H27.6.28 第６９回福島県総合美術展覧会 1,450

特認事業　合計 1 件 1,450

文化財の保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人　大國魂神社 いわき市 大國魂神社 H27.4.1 H27.9.30 大國魂神社本殿解体修復事業 200

文化財の保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人　普門寺 いわき市 普門寺 H27.4.1 H28.3.31 普門寺観音堂修復事業 200 ※新規

文化財の保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人　青雲院 いわき市 青雲院 H27.4.1 H27.10.31 木造聖観音菩薩立像修復事業 200 ※新規

文化財の保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人　長宗寺 いわき市 長宗寺 H27.4.1 H27.6.30 長宗寺のタラヨウ保全事業 108 ※新規

文化財の保護事業　合計 4 件 708

文化振興による地域づくり事業 会津葦名一族研究会 会津若松市
会津稽古堂１Ｆホール＆ギャラリーコー
ナー

H27.11.14 H27.11.15 至徳元年黒川城築城６３０周年事業 300

文化振興による地域づくり事業 合
計

1 件 300

文化団体海外公演等支援事業 小名浜じゃんがら踊友会 いわき市 台湾台北阪急デパートイベント会場他 H27.11 H27.11 いわきの伝統芸能文化 in 台湾 500 ※新規

文化団体海外公演等支援事業 （一社）伝統文化みらい協会 福島市
アメリカ合衆国ハワイ州
アラモアナセンター　センターステージ

H27.6.12 H27.6.12 第３６回まつりインハワイ出場 500 ※新規

文化団体海外公演等支援事業 合
計

2 件 1,000

総　計 34 件 12,632
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