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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 総合 大玉村文化団体連絡協議会 大玉村 大玉村農村環境改善センター H27.10.31 H27.11.10 大玉村文化祭 183

成果発表事業 総合 本宮市文化団体連絡協議会 本宮市 サンライズもとみや他 H27.10.17 H27.11.14 第９回本宮市文化祭 220

総合　合計 2 件 403

成果発表事業 美術 脈展実行委員会 福島市 福島県文化センター H27.8.19 H27.8.23 脈・FUKUSHIMA・2015展 50 ※新規

成果発表事業 美術 福島県南美術協会 郡山市 郡山市民文化センター展示室 H27.8.13 H27.8.16 第６６回県南美術展 200

成果発表事業 美術 日本報道写真連盟原町支部 南相馬市
南相馬市・野馬追通り銘醸館二番蔵ギャラ
リー

H27.10.29 H27.11.1 日本報道写真連盟原町支部　第３６回写真展 50

美術　合計 3 件 300

成果発表事業 音楽 福島県南混声合唱連盟 田村市 田村市文化センター H27.9.13 H27.9.13 第２回福島県南混声合唱祭 63

成果発表事業 音楽 コール・フロイデ いわき市 いわき市文化センター　大ホール H27.9.27 H27.9.27 コール・フロイデ ５周年記念コンサート 50 ※新規

成果発表事業 音楽 原町女声合唱団 南相馬市 南相馬市民文化会館　大ホール H27.10.4 H27.10.4 原町女声合唱団創立４０周年記念演奏会 50

成果発表事業 音楽 フォーク＆ポップコンサート実行委員会 田村市 田村市役所　１階　多目的ホール H27.10.11 H27.10.11
田村市船引地区文化祭行事
「第１２回フォーク＆ポップコンサート」

50

成果発表事業 音楽 福島シンフォニックアンサンブル 福島市 福島県文化センター　小ホール H27.11.23 H27.11.23 福島シンフォニックアンサンブル　第１１回定期演奏会 50 ※新規

成果発表事業 音楽 郡山ジュニアフィルハーモニーオーケストラ 郡山市 郡山市民文化センター大ホール H27.9.21 H27.9.21 郡山ジュニアフィルハーモニーオーケストラ　第３８回定期演奏会 100

成果発表事業 音楽 P.J.まろん 福島市 福島市音楽堂大ホール H27.11.28 H27.11.28 Viva La MusicA～Vol.3 星のおんぷコンサート 50

成果発表事業 音楽 ブラスアンサンブル輝響 福島市 福島市音楽堂大ホール H27.11.15 H27.11.15 ブラスアンサンブル輝響第１２回定期演奏会 50

成果発表事業 音楽 MG4 福島市 福島市音楽堂大ホール H27.11.7 H27.11.7 第４回アフタヌーンコンサート～家族で気軽にクラシック 50

成果発表事業 音楽 Ｍｕｓｉｋ　Ｚｉｍｍｅｒ いわき市 いわき市文化センター大ホール H27.11.8 H27.11.8
第１１回Ｍｕｓｉｋ　Ｚｉｍｍｅｒ芸術コンサート 偉大なる作曲家シリーズ「集
大成」

50

成果発表事業 音楽 ニュー・アート・サウンズ・オーケストラ 南相馬市 南相馬市民文化会館「ゆめはっと」大ホール H27.11.3 H27.11.3 ニュー・アート・サウンズ・オーケストラ　第３５回定期演奏会 100

音楽　合計 11 件 663

成果発表事業 演劇 演劇集団　黒ヒゲキャラバン いわき市 いわき芸術文化交流館アリオス　小劇場 H27.10.11 H27.10.11 演劇集団　黒ヒゲキャラバン　第１０回公演 50

成果発表事業 演劇 会津能楽会 会津若松市 会津能楽堂 H27.10.24 H27.10.24 平成２７年度　秋季演能会 50

演劇　合計 2 件 100
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成果発表事業 文学 川柳しらさわ吟社 本宮市 白沢公民館大ホール H27.10.25 H27.10.25 川柳しらさわ吟社１５周年記念川柳大会 50

成果発表事業 文学 福島県歌人会 福島市 平成２７年３月２０日刊行 「平成２６年度版　福島県短歌選集　第６１巻」の刊行 100

成果発表事業 文学 福島県現代詩人会 いわき市 平成２７年５月３０日刊行 「２０１５福島県現代詩集」刊行事業 160

文学　合計 3 件 310

成果発表事業 舞踊 レオキャッツダンスムーブメントスタジオ 喜多方市 喜多方プラザ文化センター大ホール H27.11.22 H27.11.22 ダンスムーブメント２０１５　第２５回レオキャッツダンススタジオ発表会 50

舞踊  合計 1 件 50

発表会等への参加事業 出場 MJCアンサンブル 南相馬市 広島文化学園HBGホール、ほか H27.8.1 H27.8.2
第２９回少年少女合唱祭全国大会/広島市被爆７０周年記念事業
こどもコーラス・フェスティバル in ひろしま参加事業

200 ※新規

発表会等への参加事業 出場 郡山男声合唱団ドンカラック 郡山市 鹿児島市民文化ホール（第１ホール） H27.11.8 H27.11.8 第３０回国民文化祭・かごしま　｢合唱の祭典｣出演 200

発表会等への参加事業 出場 安積合唱協会 郡山市 兵庫県宝塚市　宝塚べガ・ホール H27.7.25 H27.7.25 第３１回宝塚国際室内合唱コンクール 200

発表会等への参加事業　合計 3 件 600

文化財保護事業 無形文化財・民俗文化財北又の獅子舞保存会 伊達市 霊山神社 H27.8.1 H27.10.31 大石北又獅子舞獅子頭新調事業 100

文化財保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人　金光寺 いわき市 金光寺 H27.11.24 H27.12.31 久保磨崖仏保全事業 200 ※新規

文化財保護事業　合計 2 件 300

総　計 27 件 2,726
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