
平成 28年度 文化芸術活動団体事業補助金 採択団体一覧（全 35団体） 

 

《美術：７団体》                             分野別 50音順 

団体名 事業名 審査委員 講評 

一般財団法人 カスヤの

森美術財団 

山本正道 シモン・パシエカ －

寓話との出会いー 

アーティストと来場者を繋ぐ試みが企画され

ていて、発信性が見込まれる事業である。 

ＮＰＯ法人 横浜美術友

の会 
第３９回ヨコハマ日曜画家展 

継続して実施されており、県内の美術振興の

裾野を広げることに貢献している。 

神奈川県女流美術家協会 
第 56 回神奈川県女流美術家協会

展 

県内の女性の美術普及発展を目的とするユニ

ークな公募展であり、県内の美術振興に貢献

している。 

鎌倉美術家協会 第５２回 鎌倉美術展 
若手から高齢のアーティストまで多様な可能

性と創造性を兼ね備えた事業である。 

横須賀美術協会 第 76回 ＹＢ 公募展 
長く事業を継続し、地域の美術振興に貢献し

ている。 

横浜開港アンデパンダン

展実行委員会 
サインスポット展 

発想力が豊かであり、創造性の点で高い評価

が期待できる。 

横浜美術協会 第 72回ハマ展 
72回目を迎える大規模な公募展であり、県内

全域から非常に多くの参加者を集めている。 

 

《演劇：７団体》                                分野別 50音順 

団体名 事業名 審査委員 講評 

紅月劇団 
紅月劇団２０周年記念公演【テン

ペスト】 

20周年を記念する事業であり、継続した取り

組みを評価する。 

神奈川県演劇連盟 
平成 28 年度神奈川県演劇フェス

ティバル 

長くアマチュア演劇活動を牽引しており、県

内の演劇振興に貢献している。 

劇団かに座 
劇団かに座 第 112 回公演 「お

茶をすすって」 

市民演劇文化を担ってきた劇団で、地元への

功績が大きいことを評価する。 

劇団葡萄座 
劇団葡萄座第 165 回公演《創立

70周年記念公演》 

地域演劇の担い手として、創立 70周年を迎え

たことを評価する。 

逗子市民劇団なんじゃも

んじゃ 

第 66 回逗子市文化祭／逗子市ア

ートフェスティバルＺＡＦ２０１

６参加 逗子市民劇団なんじゃも

んじゃ 30 周年記念公演「流れ

星」（作：宅間孝之） 

市民演劇として地域を支え、30 周年を迎えた

ことを評価する。 

遊行舎 
遊行かぶき２０周年記念公演「小

栗判官と照手姫 ―愛の奇蹟」 

中世芸能を現代に伝える劇団として、評価が

高く、先駆的な創造活動に富む事業を行って

いる。 

横浜夢座プロジェクト 
五大路子ひとり芝居「横浜ロー

ザ」赤い靴の娼婦の伝説 

発信性が高く、県内の重要な舞台芸術公演で

あり、若年層の取り組みへの工夫もみられ

る。 

http://www.museum-haus-kasuya.com/
http://www.museum-haus-kasuya.com/
http://yokobito.sakura.ne.jp/
http://yokobito.sakura.ne.jp/
http://kanagawaken-jyoryu.jp/
http://kamabiart.sakura.ne.jp/
http://independants.jp/
http://independants.jp/
http://hamaten.jp/
http://r-lune.jp/
http://kenenren.org/
http://homepage3.nifty.com/yokohama-kaniza/
http://hwm5.spaaqs.ne.jp/gekidan-budoza/page-one/
http://www.nan-mon.com/
http://www.nan-mon.com/
https://yugyosha.amebaownd.com/
http://www.yumeza.com/


平成 28年度 文化芸術活動団体事業補助金 採択団体一覧（全 35団体） 

 

《舞踊：１団体》                                                               分野別 50音順 

団体名 事業名 審査委員 講評 

Dance Performance LIVE 

制作委員会 

ヨコハマミーツアートプロジェク

ト 2017  Dance Performance 

LIVE #4 

若手アーティストが挑戦する意欲的な企画と

して支援に値する。 

 

《音楽：８団体》                                                               分野別 50音順 

団体名 事業名 審査委員 講評 

麻生合唱団 
創立３０周年記念 麻生合唱団 

第２５回定期演奏会 

プロオーケストラとの共演による創造性の高

さに加え、地域の文化的基盤の形成に寄与す

ると評価する。 

厚木市音楽協会 
東混 60 周年記念 山田和樹指揮 

東京混声合唱団厚木特別演奏会 

プロの指揮者による演奏会により、地域の文

化的基盤の形成に寄与すると評価する。 

一般社団法人 ミュージ

ック・マスターズ・コー

ス・ジャパン 

ミュージック・マスターズ・コー

ス・ジャパン ヨコハマ２０１６ 

プロの演奏家を育成する国際的なプログラム

として、創造性や発信性の点で高く評価す

る。 

大倉山秋の芸術祭実行委

員会 
第 32回 大倉山秋の芸術祭 

着実に地域に根付いている事業であり、更に

広域にわたり参加者を取り込もうとする姿勢

が見られる。 

神奈川県合唱連盟 
第 40 回神奈川県合唱フェスティ

バル 

県内のアマチュア合唱団の活動を牽引し、他

では見られない事業を積極的に展開している

ことから、独自性を評価する。 

公益財団法人 神奈川県

青少年交響楽団 

神奈川県青少年交響楽団定期演奏

会（2回） 

ジュニアオーケストラの育成のほか、演奏会

自体の企画も工夫され、次世代育成に取り組

んでいる。 

相模原市少年少女合唱団 
相模原市少年少女合唱団第５０回

記念定期演奏会 

有名音楽家との共演など、地域の子供たちに

夢を与える内容が盛り込まれている。 

横須賀市民ミュージカル

を作る会（ＳＵＫＡミュ

ー） 

ＳＵＫＡミュー2016 公演「ナミ

とチャル～（新作）～」（タイト

ル仮） 

市民が創り上げるミュージカルとして、参加

者に得難い舞台体験を提供し、観客にも舞台

を通して地域を見つめ直す契機となると評価

する。 

 

  

http://miatomano.wix.com/danceperformancelive
http://miatomano.wix.com/danceperformancelive
http://www.asao-chorus.com/
http://mmcj.org/
http://mmcj.org/
http://mmcj.org/
http://kanagawakenren.la.coocan.jp/
http://www.kanagawa-youth-orch.org/
http://www.kanagawa-youth-orch.org/
http://www007.upp.so-net.ne.jp/hibikeutagoe/
http://www.facebook.com/SUKAmyu
http://www.facebook.com/SUKAmyu
http://www.facebook.com/SUKAmyu


平成 28年度 文化芸術活動団体事業補助金 採択団体一覧（全 35団体） 

 

《伝統芸能：９団体》                                                           分野別 50音順 

団体名 事業名 審査委員 講評 

あつぎひがし座 第４２回人形浄瑠璃自主公演 
郷土芸能である人形芝居を継承していく活動

は意義があり、支援に値する。 

「かながわ端唄小唄の集

い」 

第６回「かながわ端唄小唄の集

い」演奏会 

継続して事業を行っており、文化芸術の振興

に寄与すると評価する。 

公益財団法人 鎌倉能舞

台 
県民のための能を知る会 

若年層や新しい層の取り組みのために、工夫

して事業を行っている。 

公益財団法人 現代人形

劇センター 

神奈川の伝統人形芝居「乙女文

楽」こども伝承教室 

県内に伝わる伝統人形芝居を継承していくと

ともに、子供たちに体験させる活動として次

世代育成の点で評価する。 

公益社団法人 日本舞踊

協会神奈川県支部 
第 52回 神奈川県名流邦舞祭 

県内の各流派の舞踊家が集い研鑽しあう事業

として、日本舞踊の振興に長く貢献してい

る。 

鶴見邦楽連盟 第 30回邦楽のつどい 
長く事業を継続し、地域の文化振興に貢献し

ている点を評価する。 

特定非営利活動法人 横

浜都筑太鼓 

第 27 回 横浜都筑太鼓 記念公

演「太鼓道」 

継続して事業を実施しており、地域の文化振

興に長年貢献していることを評価する。 

箱根馬子唄保存会 
第 32 回 箱根馬子唄日本一全国

大会 

地域の伝統的な芸能の普及・発展を目指しな

がら、県外からの参加者も見込まれる事業と

して評価する。 

和太鼓 祭音 
和太鼓祭音 ２０周年記念公演 

「祭音のまつり」 

長く事業を継続し、地域の文化振興に貢献し

ている点を評価する。 

 

《映像：２団体》                                                               分野別 50音順 

団体名 事業名 審査委員 講評 

ＮＰＯ法人 湘南遊映坐 第九回予告篇ＺＥＮ映画祭 
地域に密着した企画内容で、地域の価値を再

認識させる本活動は意義があると評価する。 

こども映画教室＠ヨコハ

マ実行委員会 
こども映画教室＠ヨコハマ 2016 

子供の自主性や独自の発想を重視した事業で

あることから、次世代育成の点で評価する。 

 

《その他：１団体》                                                             分野別 50音順 

団体名 事業名 審査委員 講評 

2016 音貞オッペケ祭実行

委員会 

川上貞奴没後５０年 山田耕筰生

誕１３０周年記念 ２０１６音貞

オッペケ祭 -大正のアバンギャ

ルド貞奴と耕筰- 

演劇、創作オペラ、展示、大衆芸能など、市

民からなる実行委員会が制作するユニークな

事業として、創造性の点で評価する。 

 

http://www.nohbutai.com/
http://www.nohbutai.com/
http://www.puppet.or.jp/
http://www.puppet.or.jp/
http://tsuduki-taiko.com/
http://tsuduki-taiko.com/
http://www.matsurine.com/
http://www.trailerfes.jp/
http://www.kodomoeiga.com/
http://www.kodomoeiga.com/
https://www.facebook.com/otosada.oppeke/
https://www.facebook.com/otosada.oppeke/

