
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 摘　　要

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 H29.7.26 H29.7.30 第４１回福島二紀展

成果発表事業 美術 福島県水彩画会 郡山市 郡山市民文化センター H29.6.20 H29.6.25 第６３回福島県水彩展

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 H29.5.23 H29.5.28 第５３回いわき美術協会展

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 H29.4.15 H29.4.23 第７１回（平成２９年度）会津総合美術展

成果発表事業 美術 風１２１美術会 会津若松市 南会津町お蔵入り交流館他 H29.7.8 H29.7.16
第２４回 '１７美術展『風１２１』

美　術　合計 5 件

成果発表事業 音楽 白河女声合唱団 白河市 白河文化交流会館（コミネス） H29.5.21 H29.5.21 白河女声合唱団　創立40周年記念演奏会

成果発表事業 音楽 いわきビッグバンドジャズフェス実行委員会 いわき市 いわき産業創造館　企画展示ホール H29.6.18 H29.6.18 いわきビッグバンドジャズフェス２０１７

成果発表事業 音楽 福島県県南混声合唱連盟 白河市 白河文化交流会館（コミネス） H29.9.10 H29.9.10 第４回福島県南混声合唱祭

成果発表事業 音楽 福島県民謡連盟 田村市 田村市文化センター H29.6.4 H29.6.4 福島県民謡の祭典２０１7

成果発表事業 音楽 合唱団プリムローズ 会津若松市 會津風雅堂 H29.6.25 H29.6.25 プリムローズ第３回演奏会「プリムローズ愛♡2017」

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 H29.7.8 H29.7.8
会津混声合唱団第５１回定期演奏会

成果発表事業 音楽 フィール・ウインド・オーケストラ 福島市 福島市音楽堂 H29.6.4 H29.6.4 フィール・ウインド・オーケストラ第１８回定期演奏会

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 H29.6.24 H29.6.24 F.M.C.混声合唱団創立７０周年記念、第６９回定期演奏会

成果発表事業 音楽 ＮＰＯ法人日本ハンドベル連盟東北支部 国見町 パルセいいざか H29.7.2 H29.7.2
ＮＰＯ法人日本ハンドベル連盟　第35回東北支部ハンドベル・フェ
スティバル

成果発表事業 音楽
Ｍｕｓｉｃｉａｎｓ　from　ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ（ミュージシャンズ
フロム　フクシマ）

福島市 福島県文化センター H29.7.30 H29.7.30 子どもたちのためのワンコイン・コンサート×2 ※新規

成果発表事業 音楽 女声合唱団ラ・ヴィアン・クール いわき市 いわき市民文化センター H29.5.27 H29.5.27
女声合唱団ラ・ヴィアン・クール創立３０周年記念コンサート「昨日・
今日・明日」

成果発表事業 音楽 小名浜男声合唱団 いわき市 いわき市民文化センター H29.9.9 H29.9.9 男声合唱コンサート ※新規

音　楽　合計 12 件

成果発表事業 演劇 劇団ユニット・ラビッツ 郡山市 郡山市民文化センター H29.7.8 H29.7.9 劇団ユニット・ラビッツ第１４回定期公演「ばけ－ション★プリーズ」

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 H29.5.6 H29.5.7 第4回POP演劇祭

演　劇　合計 2 件

成果発表事業 文学 県北俳句連盟 福島市 福島市民会館（第二ホール） H29.4.8 H29.4.8 第６回　「花見山」福島県俳句大会

成果発表事業 文学
福島県俳句連盟

福島市 Ｈ29年１月２５日刊行 合同句集「ふくしま」第10輯

成果発表事業 文学 文芸サークル｢萌｣の会 会津若松市 平成２８年６月刊行 同人誌「萌」１４号の刊行

成果発表事業 文学 詩脈の会 会津若松市 平成２８年９月２０日刊行 詩脈８４号

成果発表事業 文学 福島県現代詩人会 郡山市 平成２９年４月２０日刊行 2017年福島県現代詩集発行

文　学　合計 5 件

成果発表事業 舞踊 福島阿波おどり協会 郡山市 郡山駅周辺（雨天時：中央公民館） H29.9.16 H29.9.16 みちのく阿波おどり2017in郡山 ※新規

舞　踊　合計 1 件
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成果発表事業 郷土史誌 会津史学会 会津若松市 平成２９年１１月６日刊行 『歴史春秋』第８４号刊行事業

成果発表事業 郷土史誌 ＮＰＯ法人会津の文化づくり 会津若松市 平成２８年６月１日刊行 日本の遺産会津霊場めぐり出版事業

郷土史誌　合計 2 件

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 H29.2.18 H29.2.19 第１６回マーチングステージ全国大会

発表会等への参加事業 　合計 1 件

文化団体への事業費 福島県川柳連盟 郡山市 福島市市民会館他 H29.7.9 H29.7.9
第３７回福島県川柳賞・第４４回福島県川柳大会・
福島県川柳連盟会報第４３号・第３１回三石賞応募作品集

文化団体への事業費 福島県民俗学会 会津若松市 平成３０年３月発行 M33.1.0 M33.1.0 『福島の民俗』第４６号　発行

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 H29.4.1 H30.3.31 第７１回福島県総合美術展覧会共催並び関連岨事業

文化団体への事業費 福島県芸術文化団体連合会 福島市
会場：福島県文化センター　他
平成２９年３月３０日刊行

H29.6.1 H29.12.30
第５６回福島県芸術祭
機関誌「ふくしまの芸術文化」第４５号

文化団体への事業費 福島県考古学会 南相馬市 福島県内 H29年６月 H29年７月
｢福島考古学」第５９号刊行及び第５９回福島県考古学会大会開催
等

文化団体への事業費　合計 5 件

特認事業 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 H29.6.16 H29.6.25 第７１回福島県総合美術展覧会

特認事業　合計 1 件

文化財保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人禅長寺 いわき市 禅長寺 H29.10.1 H29.10.30 市指定禅長寺仏殿修復事業

文化財保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人出羽神社 いわき市 出羽神社 H29.4.1 H29.9.30 市指定出羽神社修復事業

文化財保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人飯野八幡宮 いわき市 飯野八幡宮 H29.4.1 H29.8.31 飯野八幡宮幣殿拝殿保存修復事業

文化財保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人温泉神社 いわき市 温泉神社 H29.11.1 H29.12.31 市指定温泉神社本殿修復事業

文化財保護事業 有形文化財・記念物 阿部和永治 福島市 阿部家《蔵》 H29.4.1 H29.9.30 阿部家住宅　銀行蔵壁面及び下屋根修復工事 ※新規

文化財保護事業 有形文化財・記念物 なかむらや旅館 福島市 なかむらや旅館 H29.6.1 H29.6.15 なかむらや旅館東日本大震災第４期復旧工事 ※新規

文化財保護事業 有形文化財・記念物 株式会社　聚楽 福島市 花水館 H29.5.1 H29.6.30 国登録有形文化財　花水館｛奥の間（御殿）」修復事業 ※新規

文化財保護事業 有形文化財・記念物 矢吹友市郎 福島市 矢吹家 H29.4.1 H29.5.31 国登録有形文化財　矢吹家住宅主屋　廊下・引き戸修復工事

文化財の保護事業　合計 8 件

文化振興による地域づくり事業 会津戊辰戦争150周年事業実行委員会 会津若松市
会津稽古堂（１Ｆホール＆ギャラリーコー
ナー）

H29.9.2 H29.9.3 会津戊辰戦争１５０周年事業

文化振興による地域づくり事業
「インターナショナル・オルガン・フェスティバル・イン・
ジャパン」福島実行委員会 福島市 福島市音楽堂 H29.6.22 H29.6.22

「インターナショナル・オルガン・フェスティバル・イン・ジャパン」福
島公演

※新規

文化振興による地域づくり事業 合計 2 件

伝統文化の保存・継承・発展事業 ふくしま民話茶屋の会 福島市 こむこむわいわいホール H29.9.2 H29.9.2 信達地方民話伝承事業 ※新規

伝統文化の保存・継承・発展事業 大桃夢舞台実行委員会 南会津町
国指定重要有形民俗文化財・大桃の舞
台

H29.8.5 H29.8.5 大桃夢舞台公演 ※新規

伝統文化の保存・継承・発展事業業 合計 2 件

総　　　計 46 件
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