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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 美術 全日本写真連盟南相馬支部 南相馬市 南相馬市民文化会館ギャラリー H28.2.24 H28.2.28 全日本写真連盟南相馬支部３０周年記念＆第３０回写真展 50

美術　合計 1 件 50

成果発表事業 音楽 相馬合唱団エスポワール 相馬市 相馬市民会館大ホール H27.12.6 H27.12.6 相馬合唱団エスポワール　第１回演奏会 100 ※新規

成果発表事業 音楽 スウィングセット！ジャズオーケストラ 郡山市 郡山市民文化センター　中ホール H27.12.27 H27.12.27 10thアニバーサリーコンサート 100

成果発表事業 音楽 オーケストラ・フィルジッヒ 福島市 福島市音楽堂 大ホール H28.2.28 H28.2.28 オーケストラ・フィルジッヒ第１２回演奏会 50

成果発表事業 音楽 男声合唱団「トリンクリート」 福島市 福島テルサ FTホール H28.2.14 H28.2.14 男声合唱団「トリンクリート」第３回定期演奏会 100

成果発表事業 音楽 福島県庁混声合唱団「きびたき」 福島市 福島市音楽堂 H28.3.6 H28.3.6 福島県庁混声合唱団「きびたき」４５周年記念演奏会 100

成果発表事業 音楽 古典鑑賞会 国見町 国見町観月台文化センター H28.2.6 H28.2.6 第11回 若い芽のコンサート 50

成果発表事業 音楽 福島県合唱連盟 福島市 福島市音楽堂 H27.12.11 H27.12.13 第３２回福島県声楽アンサンブルコンテスト 200

成果発表事業 音楽 ラルカータ室内合奏団 福島市 福島県文化センター　大ホール H27.12.19 H27.12.19
立花和夫記念第２８回ラルカータ室内合奏団演奏会クリスマスコン
サート

50

成果発表事業 音楽 三春アンサンブル支援会 三春町 三春交流館まほらホール H27.12.13 H27.12.13 三春アンサンブル支援会第３８回コンサート「第九 in まほら」 50 ※新規

成果発表事業 音楽 福島楽友協会合唱団 福島市 福島市音楽堂 大ホール H28.1.23 H28.1.23 福島楽友協会合唱団　第５６回定期公演 200

成果発表事業 音楽 福島市民オーケストラ 福島市 福島市音楽堂 大ホール H28.2.14 H28.2.14 福島市民オーケストラ第６０回定期演奏会 100

成果発表事業 音楽 安積合唱協会 郡山市 三春交流館まほらホール H28.2.21 H28.2.21 第２３回定期演奏会 200

音楽　合計 12 件 1,300

成果発表事業 演劇 シア・トリエ 福島市 福島県教育会館 H28.2.13 H28.2.14 シア・トリエ第２２回公演 50

演劇　合計 1 件 50

成果発表事業 文学 会津美里町美里ペンクラブ 会津美里町 平成２８年２月刊行 「高田文学」第４７号の発行 50

成果発表事業 文学 県文学集発行委員会 福島市 平成２８年３月刊行 「県文学集」第６３集の発行 200

文学　合計 2 件 250

成果発表事業 郷土史誌 郡山地方史研究会 郡山市 平成２７年３月刊行 「郡山地方史研究第４５集」の刊行 50

成果発表事業 郷土史誌 相馬郷土研究会 相馬市 平成２６年３月刊行 機関誌『相馬郷土』第３０号発行 92

郷土誌史　合計 2 件 142
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発表会等への参加事業 出場 郡山吹奏楽団 郡山市 やまぎんホール（山形県県民会館） H27.9.13 H27.9.13 全日本吹奏楽コンクール第５８回東北大会　一般の部 96

発表会等への参加事業 出場 吹奏楽団「凛」 いわき市 やまぎんホール（山形県県民会館） H27.9.13 H27.9.13 全日本吹奏楽コンクール第５８回東北大会 78

発表会等への参加事業 出場 福島県庁混声合唱団「きびたき」 福島市 秋田県民会館 H27.9.27 H27.9.27 第６７回全日本合唱コンクール東北支部大会 200

発表会等への参加事業 出場 Ｓｅｅｄｓ＋ 南相馬市 仙台サンプラザホール H28.1.31 H28.1.31 第１９回マーチング＆バトンオンステージ東北大会 52

発表会等への参加事業 出場 L'Aube des Temps 福島市 長崎市・長崎ブリックホール H27.11.21 H27.11.21 第６８回全日本合唱コンクール全国大会 200 ※新規

発表会等への参加事業 出場 シア・トリエ 福島市 ドイツ・ミュンヘン市　i-camp H28.3.19 H28.3.19 3.11 Play Festival Munich参加　シア・トリエ　ドイツ公演 500 ※新規

発表会等への参加事業　合計 6 件 1,126

文化団体への事業費 福島県芸術文化団体連合会 福島市 平成２８年３月刊行 機関誌「ふくしまの芸術文化」等発行 500

文化団体への事業費 福島県史学会 福島市 平成２８年３月刊行 『福島史学研究』第９４号の刊行 150 ※新規

文化団体への事業費  合計 2 件 650

文化財保護事業 有形文化財・記念物 鶴谷行政区 南相馬市 鶴谷綿津見神社 H27.12.1 H28.3.28 鶴谷綿津見神社改修工事 200 ※新規

文化財保護事業　合計 1 件 200

被災者文化活動支援事業

東日本大震災及び原子力災害
で被災した県民及び文化団体
が参加する芸術文化及び伝統
芸能に関する事業

ふくしま「第九」の会 福島市 福島県文化センター 大ホール H27.12.27 H27.12.27 東日本大震災復興支援「第九」等の演奏会 500 ※新規

被災者文化活動支援事業

東日本大震災及び原子力災害
で被災した県民及び文化団体
が参加する芸術文化及び伝統
芸能に関する事業

アカデミアサンバいわきベレーザ いわき市 いわき芸術文化交流館アリオス　小劇場 ｄ H28.2.28 いわきサンバカーニバル　in アリオス 288 ※新規

東日本大震災及び原子力災害で被災した
県民及び文化団体が参加する芸術文化及
び伝統芸能に関する事業  合計

2 件 788

被災者文化活動支援事業
東日本大震災及び原子力災害で被災し
た県民及び文化団体が所有する伝統芸
能の用具等（国及び県指定文化財を除く）
の新調・修理事業

町獅子世話人会 川内村 下川内諏訪神社 H27.11 H28.3 町獅子舞手衣装更新事業 400 ※新規

東日本大震災及び原子力災害で被災した
県民及び文化団体が所有する伝統芸能の
用具等の新調・修理事業  合計

1 件 400

総　計 30 件 4,956
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