
令和２年度　新型コロナウイルス感染症対応助成事業　助成金交付内定事業一覧

1 　成果発表事業

№ 団体名 代表者 市町村 実施始期 実施終期 実施場所 事業名称

1 下郷町昔話の会 佐藤　純江 下郷町 12月5日 12月5日 田沼文蔵記念館 下郷町の昔話

2 福島市俳句協会 春日　石疼 福島市 8月30日 11月11日 福島テルサ　ほか
第48回福島市民俳句大会及び第40回福島市小学生俳
句コンクール

3 桃山会 生江　克志 西会津町 12月19日 12月19日 西会津町公民館 桃山会発表会

4 田島祇園祭屋台歌舞伎保存会 猪股　純一 南会津町 12月6日 12月6日 御蔵入交流館（南会津町文化ホール） 第8回田島祇園祭屋台歌舞伎特別舞台公演

5 日本太鼓財団福島県支部福島県太鼓連盟 高橋　雅行 本宮市 11月21日 11月23日 郡山市片平公民館　ほか 第23回日本太鼓ジュニアコンクール福島県支部大会

6 ラルカータ室内合奏団 立花　眞理 福島市 11月23日 11月23日 ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）
Kazuo Tachibana Memorial ラルカータ室内合奏団第33
回演奏会冬桜コンサート

7 十和音楽協会 熊谷　之 二本松市 12月13日 12月13日 二本松市東和文化センター 第13回二本松市紅白歌合戦

8 音楽による福島まち造り実行委員会 三浦　尚之 福島市 1月24日 1月24日 ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂） 音楽によるまち造り2020音楽祭・福島

9 日本画彩心会 斎藤　勝正 二本松市 10月22日 10月26日 Ｍａｘふくしま　アオウゼ 第72回日本画彩心会展

10 若き音楽家を育てる会 阿部　徳子 南会津町 11月22日 11月22日 御蔵入交流館（南会津町文化ホール）
音と映像でつづるアンサンブルコンサートVOL.6＆ベヒ
シュタインを弾こうコンサート

11 福島県合唱連盟 富田　孝志 福島市 8月29日 8月30日
けんしん郡山文化センター
（郡山市民文化センター）

第74回福島県合唱コンクール

12 保原町文化財保存会 八巻　卓夫 伊達市 4月1日 1月31日 冊子「保原町の文化財」出版事業

13 若松まちなかコンシェルジュ勉強会 米山　髙仁 会津若松市 12月11日 1月11日 福西本店（会津若松市）
発掘お宝書画展　若松まちなかコンシェルジュの活動
成果発表会

14 会津美術協会 馬場　泰 会津若松市 5月20日 9月22日 会津美術協会HP上 第1回会津若松市発信「ろう城アート」展

15 会津民俗研究会 滝沢　洋之 会津若松市 10月1日 1月31日 機関誌『会津の民俗』第44号の発行

16 會津田島太鼓保存会 大橋　通 南会津町 12月26日 12月26日 御蔵入交流館（南会津町文化ホール） 令和2年度會津田島太鼓保存会成果発表会

17 三春歌と踊り愛好会 宍戸　文雄 三春町 12月13日 12月13日 三春交流館まほらホール ＭＩＨAＲＵ歌踊ライブ2020

18 特定非営利活動法人劇団スターキャスト 星　陽一 いわき市 8月21日 8月21日 いわき芸術交流館　アリオス 被災地市民による創作ミュージカル心の復興支援事業

19 ＩＴＰいわき演劇プロジェクト 竹田　一行 いわき市 1月30日 1月31日 チームスマイル・いわきPIT ＩＴＰいわき演劇プロジェクト第12回公演「女殺油地獄」

20 ＮＰＯフラガールズ甲子園 小野　英人 いわき市 11月15日 11月15日 フラガールズ甲子園事務局　ネットスタジオ 2020フラガールズ甲子園オンラインライブフェスティバル

21 いわき日本音楽クラブ 蛭田　克 いわき市 10月11日 10月11日 いわき芸術交流館　アリオス いわき日本音楽クラブ第18回コンサート

22 志賀美恵 いわき市 11月1日 11月1日 イラストとエッセイ「身近な植物と薬効」出版

23 いわき交響楽団 渡部　敏雄 いわき市 10月18日 10月18日 いわき芸術交流館　アリオス いわき交響楽団　団内アンサンブルコンサート

24 新地町文化協会 目黒　淳 新地町 12月12日 12月20日
新地町交流センター
新地町農村環境改善センター

新地町文化協会文化祭

25 福島県写真連盟 鴫原　明寿 福島市 11月17日 11月22日
とうほう・みんなの文化センター
（福島県文化センター）

第48回福島県写真展
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№ 団体名 代表者 市町村 実施始期 実施終期 実施場所 事業名称

26 しらかわ音楽の祭典実行委員会 浅川　なおみ 白河市 11月7日 11月7日 白河文化交流館コミネス 第24回しらかわ音楽の祭典第一部市民音楽祭

27 芭蕉白河の関俳句賞実行委員会 鈴木　和夫 白河市 11月29日 11月29日 白河文化交流館コミネス 第2回芭蕉白河の関俳句賞

28 風月の芸術祭実行委員会 海野　仁桃 白河市 9月26日 11月3日 小峰城ほか白河市内 福島ビエンナーレ2020「風月の芸術祭ｉｎ白河」

29 フォーク＆ポップコンサート実行委員会 橋本　孝 田村市 10月4日 10月4日 田村市役所多目的ホール 第17回フォーク＆ポップコンサート

30 フォト・メチエ 酒井　なみ 郡山市 10月10日 10月13日 駅前ビッグアイ　郡山市民ふれあいプラザ フォト・メチエ写真展

31 ポエム「福島空の会」 佐々木　政夫 福島市 10月20日 10月20日 「蒼い空」2020年詩集7周年記念第7集発行

32 福島短歌研究会 今野　金哉 福島市 12月20日 12月20日 合同歌集「ふくしま」第13集刊行

33 福島県歌人会 今野　金哉 伊達市 10月18日 10月18日 福島グリーンパレス 第68回福島県短歌祭開催事業

34 福島県美術家連盟 酒井　昌之 伊達市 10月22日 10月26日 福島市アクティブシニアセンターA・O・Z 福島県在京美術家との交流展

35 ゆずの会 阿部輝郎 福島市 9月18日 9月27日 あだたら高原美術館 第10回日本画院ゆずの会仲間展

36 川俣町文学サークル 大内　光子 川俣町 5月 9月30日 文芸誌「むらさき」第28号の発行

37 郡山市民オーケストラ 佐藤　睦浩 郡山市 12月6日 12月6日
けんしん郡山文化センター
（郡山市民文化センター）

郡山市民オーケストラ特別演奏会（第71回公演）

38 ＮＰＯ法人日本舞踊育成振興会 西浜　圭 郡山市 12月5日 12月5日 郡山市富田公民館　ほか
子供伝統文化定期教室及びこおりやま舞妓連育成活
動

39 いわき芸能倶楽部 荻野　勝盛 いわき市 11月14日 11月14日 チームスマイル・いわきPIT 第43回一芸屋「月見寄席」

39 件

2　伝統文化の継承事業

№ 団体名 代表者 市町村 実施始期 実施終期 実施場所 事業名称

1 竹田祭典委員会 安田　政美 二本松市 10月31日 11月1日 二本松市竹田　真行寺駐車場及び竹田坂 提灯祭りに代わる町内イベント

2 松岡若連 川島　広泰 二本松市 10月17日 10月17日 二本松市松岡町内 太鼓台改修記念及び伝統文化親子教室成果披露

3 下柴獅子団 小林　重平 喜多方市 11月3日 11月3日 喜多方市　蔵屋敷あづまさ コロナ禍消滅祈願の舞

4 大和舞伝承会 箱崎　義男 いわき市 1月11日 1月11日 大國魂神社社殿 大國魂神社の大和舞

5 大國魂神社氏子会 太田　勝弘 いわき市 4月1日 1月31日 いわき市豊間浜 磐城大國魂神社の御潮採り神事

6 菅波伝統文化継承会 大和田　宏 いわき市 9月12日 9月12日 菅波愛宕神社 菅波秋の大祭

7 沼ノ内の獅子舞保存会 鈴木　正明 いわき市 8月29日 8月29日 諏訪神社 沼ノ内の獅子舞

8 相馬ながれやま踊りJuniorの会 西本　芳浩 南相馬市 10月25日 10月25日 日光東照宮
日光東照宮と伊勢神宮公演への事前LEDビジョン収録
及び日光東照宮公演

8 件
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全　47 件
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