
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 金額

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 H26.7.23 H26.7.28 第３８回福島二紀展 80

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 H26.7.12 H26.8.5 '１４美術展『風１２１』 150

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 H26.4.19 H26.4.27 第６８回（平成２６年度）会津総合美術展 200

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 H26.5.20 H26.5.25 第５０回いわき美術協会展 122

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 H26.6.21 H26.6.29 第６０回福島県水彩展 260

美術　合計 5 件 812

成果発表事業 音楽 福島県民謡連盟 玉川村 三春交流館まほらホール H26.6.29 H26.6.29 福島県民謡の祭典２０１４ 200

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 H26.7.5 H26.7.5 F.M.C.混声合唱団第６６回定期演奏会 100

成果発表事業 音楽 混声合唱団｢コアラ｣ 会津若松市 會津風雅堂 H26.6.29 H26.6.29 混声合唱団｢コアラ｣第１０回定期演奏会 50

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 H26.7.12 H26.7.12 会津混声合唱団第４８回定期演奏会 100

成果発表事業 音楽 サウンドアベニュービッグバンド 会津若松市 会津若松市文化センター H26.6.29 H26.6.29 サウンドアベニュービッグバンドＪＡＺＺコンサート２０１４ 50

成果発表事業 音楽 石川吹奏楽団 石川町 石川町体育館 H26.6.8 H26.6.8 第３１回定期演奏会 50

音楽　合計 6 件 550

成果発表事業 演劇 ＰＯＰ演劇祭運営委員会 福島市 こむこむ わいわいホール H26.4.20 H26.4.20 第一回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３階｢百合｣大会議室 H26.4.5 H26.4.5 第３回　「花見山」福島県俳句大会 100

成果発表事業 文学 福島県現代詩人会 矢吹町 平成２６年５月１５日刊行 『２０１４福島県現代詩集』の編集と刊行 191

成果発表事業 文学 文芸サークル｢萌｣の会 会津若松市 平成２５年６月刊行 同人誌「萌」１１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２５年９月１日刊行 「年刊歌集」第４４集の刊行 50

文学　合計 4 件 391

成果発表事業 舞踊 三春町舞踊団体連絡協議会 三春町 三春交流館まほらホール他 H26.4.6 H26.4.6 第１０回みはる春のおどり 50

舞踊　合計 1 件 50

成果発表事業 郷土史誌 会津史学会 会津若松市 平成２５年10月刊行 『歴史春秋』第７８号の刊行事業 100

郷土史誌　合計 1 件 100

発表会等への参加事業 出場 Ｓｅｅｄｓ＋ 南相馬市 よこすか芸術劇場 H26.2.22 H26.2.23 第１３回マーチング＆バトンコンテスト全国大会 196

発表会等への参加事業 出場 郡山ウインドアンサンブル 郡山市 岩手県民会館大ホール H26.2.9 H26.2.9 全日本アンサンブルコンテスト　第４１回東北大会 50

発表会等への参加事業 　合計 2 件 246

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 H26.4.1 H27.3.31 第５３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 郡山市ビッグアイ他 H26.4.1 H27.3.31
第３４回福島県川柳賞・第４２回福島県川柳大会・
福島県川柳連盟会報第４０号・第２８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 H26.4.1 H27.3.31 第６８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 福島県民俗学会 会津若松市 郡山市労働福祉会館他 H26.4.1 H27.3.31 福島県民俗学会の事業 200

文化団体への事業費 福島県考古学会 南相馬市 平成２６年７月刊行 ｢福島考古」第５６号刊行他 400

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 H26.6.20 H26.6.29 第６８回福島県総合美術展覧会 1,502

特認事業　合計 1 件 1,502

文化財の保護事業 有形文化財・記念物 北山形行政区 石川町 福満虚空蔵堂 H26.6.1 H26.7.31 福満虚空蔵堂屋根改修工事 190

文化財の保護事業　合計 1 件 190

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

H26.11.15 H26.11.16 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
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文化団体海外公演等支援事業 特定非営利活動法人 ふくしま国際音楽祭 福島市 福島県文化センター大ホール他 H26.6.22 H26.6.22 国立モスクワ音楽院室内合唱団 演奏会と公開レッスン 357

文化団体海外公演等支援事業 福島コダーイ合唱団 福島市 福島県文化センター小ホール H26.11.8 H26.11.8 アンコール ヘゲドゥーシュ・エンドゥレ ピアノ・リサイタル 120

文化団体海外公演等支援事業 和紙の里 和雅美太鼓 二本松市 トルコ共和国ガジアンテップ城塞広場他 H26.4.13 H26.4.25 国際児童フェスティバル参加 357

文化団体海外公演等支援事業 合計 3 件 834

歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保
全・改修事業

矢吹　友市郎 福島市 矢吹家 H26.6.1 H27.2.28 矢吹家（福島市成川）　地震改修工事 1,811

歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保
全・改修事業

佐藤　利男 福島市 佐藤家 H26.4.1 H26.5.31 佐藤家住宅（福島市泉）味噌蔵修復工事 1,508

歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保
全・改修事業

島貫　裕行 福島市 嶋貫家 H26.4.1 H26.7.31 嶋貫本家（福島市瀬上）　表門修復工事 1,196

歴史的施設、文化的価値のある建造物等の
保全・改修事業 合計

3 件 4,515

被災者文化活動支援事業 ハーモニーの喜びコンサート実行委員会 いわき市
いわき芸術文化交流館アリオス大ホー
ル

H26.7.21 H26.7.21 ハーモニーの喜びコンサート２０１４ 300

被災者文化活動支援事業 合計 1 件 300

総　計 35 件 17,050
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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 金額

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 H26.10.25 H26.11.5 大玉村文化祭 174

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 H26.10.28 H26.11.15 第８回本宮市文化祭 220

総合　合計 2 件 394

成果発表事業 美術 喜多方水墨会 喜多方市 喜多方市厚生会館大ホール H26.9.12 H26.9.15 第３５回喜多方水墨画展 50

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 H26.10.16 H26.10.19 第６５回県南美術展 196

成果発表事業 美術 会津彫塑会 会津若松市 会津若松市文化センター H26.8.20 H26.8.24 第１７回会津彫塑会展 50

成果発表事業 美術 日本報道写真連盟原町支部 南相馬市 野馬追通り銘醸館二番蔵ギャラリー H26.11.6 H26.11.9 日本報道写真連盟原町支部　第３５回写真展 41

美術　合計 4 件 337

成果発表事業 音楽 女声合唱団月曜コール いわき市 いわき市文化センター大ホール H26.11.8 H26.11.8 女声合唱団月曜コール 第２１回定期演奏会 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 田村市文化センター H26.10.26 H26.10.26 第１１回フォーク＆ポップコンサート 50

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 H26.9.15 H26.9.15 郡山ジュニアフィルハーモニーオーケストラ　第３７回定期演奏会 81

成果発表事業 音楽 いわき日本音楽クラブ いわき市
いわき芸術文化交流館アリオス小ホー
ル

H26.10.4 H26.10.4 いわき日本音楽クラブ 第１２回コンサート 50

成果発表事業 音楽 みんなで歌う第九の会 郡山市 郡山市民文化センター大ホール H26.12.23 H26.12.23 みんなで歌う第九の会 第２回演奏会 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 H26.10.4 H26.10.4 ブラスアンサンブル輝響 第１１回定期演奏会 50

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小ホール H26.11.23 H26.11.23 第２７回ラルカータ室内合奏団演奏会 50

成果発表事業 音楽 福島県南混声合唱連盟 三春町 三春交流館まほらホール H26.9.7 H26.9.7 第１回福島県南混声合唱祭 63

成果発表事業 音楽 会津アルテ女声合唱団 会津若松市 會津風雅堂 H26.11.9 H26.11.9 会津アルテ女声合唱団５４周年コンサート 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 H26.11.2 H26.11.2
第１０回Ｍｕｓｉｋ　Ｚｉｍｍｅｒ芸術コンサート 偉大なる作曲家シリーズ
「音楽の父バッハとバロック音楽の世界」

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

H26.11.9 H26.11.9 ニュー･アート･サウンズ･オーケストラ　第３４回定期演奏会 100

音楽　合計 11 件 644

成果発表事業 演劇 会津能楽会 会津若松市 会津能楽堂 H26.10.25 H26.10.25 平成２６年度　秋季演能会 60

成果発表事業 演劇 劇団シアターＦ 会津若松市 会津若松市文化センター H26.10.12 H26.10.12
第２０回公演
一部 ｢ケンちゃんの贈り物｣二部｢少年口伝隊－一九四五｣

50

演劇　合計 2 件 110

成果発表事業 文学 あかしや短歌会 郡山市 平成２６年３月３日刊行 歌集｢あかしや｣第８集の出版 50

成果発表事業 文学 波汐 國芳 福島市 平成２６年３月１０日刊行 歌集「渚のピアノ」の発行 200

成果発表事業 文学 福島ペンクラブ五月会 福島市 平成２６年５月１５日刊行 福島マスコミOB文集第３５号 140

成果発表事業 文学 福島県歌人会 福島市 平成２６年３月２０日刊行 「平成２５年度版　福島県短歌選集」発刊 100

成果発表事業 文学 鈴木　正治 福島市 平成２６年６月２２日刊行 句集「津波てんでんこ」の発行 186

文学　合計 5 件 676

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 喜多方プラザせせらぎホール H26.11.23 H26.11.23 第２４回レオキャッツダンスムーブメントスタジオ発表会 50

舞踊　合計 1 件 50

成果発表事業 郷土史誌 郡山地方史研究会 郡山市 平成２６年３月３１日刊行 郡山地方史研究第４４集の発行 50

郷土史誌　合計 1 件 50

発表会等への参加事業 出場 福島県三曲連盟 福島市 秋田市文化会館大ホール H26.10.19 H26.10.19 第２９回国民文化祭・あきた２０１４　｢邦楽の祭典｣参加 200

発表会等への参加事業 出場 福島県吟剣詩舞道総連盟 福島市 男鹿市民文化会館大ホール H26.10.26 H26.10.26 第２９回国民文化祭・あきた２０１４　｢全国吟詠剣詩舞道祭｣参加 200

発表会等への参加事業 出場 奥州白河太鼓 白河市 秋田ふるさと村ドーム劇場 H26.11.2 H26.11.2 第２９回国民文化祭・あきた２０１４　｢和太鼓の祭典｣参加 130

発表会等への参加事業 出場 いわき民謡如水会 いわき市 秋田ふるさと村ドーム劇場 H26.10.5 H26.10.5 第２９回国民文化祭・あきた２０１４　｢民謡・民舞の祭典｣参加 164

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 H26.7.26 H26.7.27 第３０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 5 件 894

文化財保護事業 有形文化財・記念物 浄土宗　大安寺 桑折町 大安寺 H26.9.1 H26.9.30 桑折代官 竹内平右衛門信将の墓所災害復旧事業 162

文化財保護事業 有形文化財・記念物 宗教法人　長福寺 いわき市 長福寺 H26.9.1 H27.3.31 長福寺山門解体修復事業 200

文化財の保護事業　合計 2 件 362

総　計 33 件 3,517
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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

成果発表事業 美術 鶴林書道会 南相馬市 南相馬市民文化会館ギャラリー H26.12.6 H26.12.7 第１７回鶴林書展 50

美術　合計 1 件 50

成果発表事業 音楽 郡山男声合唱団ドンカラック 郡山市 郡山市民文化センター中ホール H27.3.14 H27.3.14 郡山男声合唱団ドンカラック創立１５周年記念演奏会 24

成果発表事業 音楽 女声合唱団｢すかがわ｣ 須賀川市 須賀川市文化センター大ホール H27.3.14 H27.3.14 創立４５周年記念演奏会 50

成果発表事業 音楽 福島室内合唱団 福島市 福島市音楽堂大ホール H27.2.8 H27.2.8 オラトリオ｢メサイア｣全曲 演奏会 200

成果発表事業 音楽 郡山バッハ研究会 郡山市 郡山市民文化センター中ホール H26.12.14 H26.12.14 郡山バッハ研究会第１４回定期演奏会 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大研修室 H26.12.20 H26.12.20 第10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 福島市音楽堂大ホール H26.12.12 H26.12.14 第３１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 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 H26.12.13 H26.12.13 第９回クリスマスコンサート 100

成果発表事業 音楽 福島楽友協会合唱団 福島市 會津風雅堂大ホール H26.12.23 H26.12.23 福島楽友協会合唱団第５３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 福島県文化センター大ホール H27.2.22 H27.2.22 福島市民オーケストラ第５９回定期演奏会 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 H27.2.1 H27.2.1 オーケストラ・フィルジッヒ第１１回演奏会 50

成果発表事業 音楽 安積合唱協会 郡山市 郡山市民文化センター大ホール H27.1.12 H27.1.12 安積合唱協会・京都バッハ合唱団ジョイントコンサート 200

音楽　合計 12 件 1,274

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２７年２月刊行 「高田文学」第４６号の発行 50

成果発表事業 文学 雑誌霊山を発行する会 伊達市 平成２６年６月刊行 雑誌「霊山」第２０号の発行 50

成果発表事業 文学 蓬萊短歌会 福島市 平成２６年３月刊行 短歌集「水芭蕉」第１３集の発行 50

成果発表事業 文学 県文学集発行委員会 福島市 平成２７年３月刊行 「県文学集」第６２集の発行 25

成果発表事業 文学 飯野町文芸愛好会 福島市 平成２５年１０月刊行 総合文芸誌「あぶくま」第３号の刊行 50

文学　合計 5 件 225

成果発表事業 郷土史誌 梁川町郷土史研究会 伊達市 平成２６年６月刊行 郷土史研究会誌「郷土やながわ」出版事業 50

成果発表事業 郷土史誌 福島県史学会 福島市 平成２７年３月刊行 ｢福島史学研究｣第９３号の刊行 150

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２９号の発行 79

郷土誌史　合計 3 件 279

発表会等への参加事業 出場 Ｓｅｅｄｓ＋（シーズプラス） 南相馬市 仙台サンプラザホール H27.2.1 H27.2.1 第１８回マーチング＆バトンコンテストオンステージ東北大会 50

発表会等への参加事業 出場 福島室内合唱団 福島市
オーストリア共和国ウィーン市
ペータース教会大聖堂

H27.1.4 H27.1.4 ウィーン公演 500

発表会等への参加事業 出場 いわきシンフォニックウインドアンサンブル いわき市 秋田県民会館大ホール H26.9.14 H26.9.14 全日本吹奏楽コンクール第５７回東北大会出場 200

発表会等への参加事業 出場 いわきハルモニアオルケスタ いわき市 秋田県民会館大ホール H26.9.14 H26.9.14 全日本吹奏楽コンクール第５７回東北大会出場 198

発表会等への参加事業 出場 会津混声合唱団 会津若松市 アルファあなぶきホール H26.11.23 H26.11.23 第６７回全日本合唱コンクール全国大会出場 200

発表会等への参加事業　合計 5 件 1,148

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２７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  合計 1 件 500

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 北方部会館 他 H26.12.1 H27.3.31 大石北又獅子舞伝承事業 100

文化財保護事業　合計 1 件 100

総　計 28 件 3,576

　第３期助成対象事業一覧 (単位:千円）
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