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平成 25（2013）年度事業報告 

 

 

 平成 25年度の諸事業は、3月の理事会で承認された事業計画を順次実施した。 

 

■ 4つの事業関係 

１）【芸術活動助成】（公益財団法人 朝日新聞文化財団 定款第 4条１の事業） 

平成 25年度の芸術活動助成事業は、平成 25年 2月 19日および 24日に選考委員会

を開き、助成対象を決めた。 

応募は 345 件（音楽分野 185 件、美術分野 160 件）あり、前年度の 271 件から７４件増

えた。 

平成 25 度は最終的に音楽分野 79 件、美術分野 50 件の合計 129 件に総額 2365 万

円を助成した。助成した事業（助成先・助成対象）は別紙１および別紙 2 の通り。 

 

２）【文化財保護助成】（公益財団法人 朝日新聞文化財団 定款第 4条 2 の事業） 

平成 24 年 9 月 8 日に開かれた選考委員会で、平成 25 年度助成実施対象事業として

応募があった51件の中から「源氏物語屏風保存修理事業」など29件（助成決定総額3500

万円）を選んだ。さらに、それ以前に決定されていた複数年度事業と合わせて、最終的に

は平成 25年度内に 28事業（別紙 3）を実施し、合計 3361万円を助成した。 

 

３）【朝日賞の贈呈】（公益財団法人 朝日新聞文化財団 定款第 4条 3の事業） 

平成 25年度の朝日賞は、下記の 4件（3氏１団体）に贈呈された。 

◇宝塚歌劇団 宝塚歌劇 100年の日本の舞台芸術への貢献 

◇仲代 達矢（俳優） 長年の俳優活動と後進育成による演劇・映画界への貢献 

◇小阪 憲司（メディカルケアコート・クリニック院長） レビー小体型認知症の発見 

◇森  和俊（京都大大学院教授） 小胞体ストレス応答の解明 

 

受賞者の業績と横顔は平成 26年 1月 1 日の朝日新聞に掲載された。 

また贈呈式と祝賀パーティーが同月 30日、東京・日比谷の帝国ホテルで開かれた。贈呈

式では、木村伊量理事長から受賞した３氏１団体に正賞のブロンズ像(彫刻家で 1988 年

度朝日賞受賞者の佐藤忠良氏の作品「陽」)と副賞 500 万円（１件につき）が贈られた。 

 

４）【大阪国際フェスティバル開催】（公益財団法人朝日新聞文化財団 定款第 4条 4の事業） 

フェスティバルの会場となる大阪・中之島のフェスティバルホールが建て替えられたのに

ともない、平成 25 年 4月の同ホール杮落とし公演を皮切りに、同年 11 月にかけ計 6公演

http://www.asahizaidan.or.jp/grant/pdf/tyojugiga090313.pdf
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を開催した。 

 

＊ヴェネツィア・フェニーチェ歌劇場／指揮チョン・ミョンフン  

日時：平成 25年 4月 10日（水）19:00 

演目：ガラコンサート プッチーニ『蝶々夫人』『トゥーランドット』 

ヴェルディ『ナブッコ』『アイーダ』他。 

 

日時：4月 11日（木）18：30 

演目：歌劇『オテロ』 

 

日時：4月 13日（土）14:30 

演目：特別コンサート 『リゴレット』『椿姫』から抜粋 

 

＊ロリン・マゼール指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 

日時：4月 16日（火）19:00 

曲目：ワーグナー『タンホイザー』序曲、同 『トリスタンとイゾルデ』前奏曲 

ブルックナー『交響曲第 3番ニ短調』 

 

＊大植英次指揮 大阪フィルハーモニ交響楽団 

日時：4月 26日（金）19:00 

曲目：マーラー『交響曲第 2番 復活』 

 

＊クリスティアン・ティーレマン指揮 ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団 

日時：11月 6日（水）19:00 

曲目：ベートーベン『交響曲第 4番』『交響曲第 5番 運命』 

 

 

■ 管理運営関係等 

◇ 諸会議の開催 

① 平成 25（2013）年度・第 1回理事会（平成 25年 5月 20日） ※決算関連・書面 

② 平成 25年度・第 2回理事会（平成 25年 6月 5日） 

③ 平成 25年度・定例評議員会（平成 25年 6月 5日） 

④ 平成 25年度・臨時理事会（平成 25年 6月 5日） 
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⑤ 平成 25年度・臨時理事会（平成 25年 6月 21日） ※株主議決権行使・書面 

⑥ 平成 25年度・臨時理事会（平成 25年 7月 4日） ※訴訟和解・書面 

⑦ 平成 25年度・文化財保護助成選考委員会（平成 25年 9月７日） 

⑧ 平成 25年度・臨時評議員会（平成 24年 10月 24日） ※理事選任・書面 

⑨ 平成 25年度・臨時理事会（平成 25年 10月 24日） ※業務執行理事選任・書面 

⑩ 平成 25年度・朝日賞選考委員会（平成 25年 12月２日） 

⑪ 平成 25年度・臨時理事会（平成 25年 12月 13日） ※議決権行使・書面 

⑫ 平成 25年度・芸術活動助成選考委員会（平成 26年 2月 17日、同月１８日） 

⑬ 平成 25年度・第 3回理事会（平成 26年 3月 13日） 

 

◇諸会議の結果 

①平成 25年度・第 1回理事会 

＊開催方法：書面表決 

＊理事会の決議があったものとみなされた日：平成 25年 5月 20日 

＊決議方式：定款第 42条に基づく書面決議で理事全員が賛成、監事 2人も同意 

＊決議事項：「平成 24年度事業報告」「平成 24年度収支決算」について承認した。 

   ②平成 25年度・第 2回理事会 

     ＊開催日：平成 25年 6月 5日 

     ＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社新館 15階 

     ＊報告事項:理事長、常務理事の業務執行状況報告 

＊出席等：決議に必要な出席理事の数 4名、出席 5名、監事出席 2名 

   ③平成 25年度・定例評議員会 

＊開催日：平成 25年 6月 5日 

＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社新館 15階 

＊決議事項：「平成 24年度事業報告」「平成 24年度収支決算」 

        「理事７名の選任」「議事録署名人」のいずれも全員一致で承認した。 

＊出席等：決議に必要な出席評議員の数 4名、出席 7名 

④ 平成 25年度・臨時理事会「代表理事の互選」 

＊開催日：平成 25年 6月 5日 

＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社新館 15階 

＊決議事項：「代表理事の互選」について全員一致で承認した。 

＊出席等：決議に必要な出席理事の数 4名、出席 5名、監事出席 2名 

⑤平成 25年度・臨時理事会「株主議決権行使」 

＊開催方法：書面表決 

＊理事会の決議があったものとみなされた日：平成 25年 6月 21日 

＊決議方式：定款第 42条に基づく書面決議で理事全員が賛成、監事 2人も同意 

＊決議事項：「株主議決権行使」について承認した。 
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⑥平成 25 年度・臨時理事会「大阪国際フェスティバル関連訴訟の和解前提の解決金支

払い」 

＊開催方法：書面表決 

＊理事会の決議があったものとみなされた日：平成 25年 7月 4日 

＊決議方式：定款第 42条に基づく書面決議で理事全員が賛成、監事 2人も同意 

＊決議事項：「大阪国際フェスティバル関連訴訟の和解前提での解決金支払い」につ

いて承認した。 

⑦平成 25年度・文化財保護助成選考委員会 

＊日時：平成 25年 9月 7日 

＊場所：東京都千代田区丸の内の朝日新聞文化財団事務所 

＊出席者：選考委員 7 名中 6 人（有賀祥隆、沢田正昭、武田佐知子、根立研介、広瀬

和雄、天野幸弘） 

＊選考結果：平成 26 年度実施の対象事業として応募があった 43 件の中から「重要有

形民俗文化財湯ノ山明神旧湯治場保存修復事業」（広島市）など 25件（助

成決定総額 4000 万円）の助成を決めた。前年度から引き続き東日本大震

災の「被災地枠」を設け、このうち「岩角山建物修復関連事業」（福島県本

宮市）など 6件に合計 1090万円を振り向けた。 

   ⑧平成 25年度・臨時評議員会「理事の選任」 

＊開催方法：書面表決 

＊評議員会の決議があったものとみなされた日：平成 25年 10月 24日 

＊決議方式：定款第 25条に基づく書面決議で評議員全員が同意 

＊決議事項：「理事の選任」について承認した 

⑨平成 25年度・臨時理事会「業務執行理事及び文化財保護助成選考委員選任」 

＊開催方法：書面表決 

＊理事会の決議があったものとみなされた日：平成 25年 10月 24 日 

＊決議方式：定款第 42条に基づく書面決議で理事全員が賛成、監事 2人も同意 

＊決議事項：「業務執行理事及び文化財保護助成選考委員選任」について承認 

⑩平成 25年度・朝日賞選考委員会 

＊日時：平成 25年 12月 2日 

＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社本館 15階 

＊出席者：選考委員 9 名全員（亀山郁夫、岸本忠三、北澤宏一、津島祐子、三宅一生、 

養老孟司、米沢富美子、木村伊量、大野博人） 

＊選考結果：１ページの第 3項【朝日賞の贈呈】に記載のとおり   

⑪平成 25年度・臨時理事会 

＊開催方法：書面表決 

＊理事会の決議があったものとみなされた日：平成年 12月 13日 

＊決議方式：定款第 42条に基づく書面決議で理事全員が賛成、幹事 2人も同意 

http://www.asahizaidan.or.jp/grant/pdf/tyojugiga090313.pdf
http://www.asahizaidan.or.jp/grant/pdf/tyojugiga090313.pdf
http://www.asahizaidan.or.jp/grant/pdf/tyojugiga090313.pdf
http://www.asahizaidan.or.jp/grant/pdf/tyojugiga090313.pdf
http://www.asahizaidan.or.jp/grant/pdf/tyojugiga090313.pdf
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＊決議事項：「朝日新聞およびテレビ朝日の株式にかかる議決権行使」について承認 

⑫平成 25年度・芸術活動助成選考委員会（平成 26年 2月 17日、18日） 

     A） 美術分野 

＊日時：平成 26年 2月 17日 

＊場所：東京都千代田区丸の内の朝日新聞文化財団事務所 

＊出席者：酒井忠康、建畠晢、山本克哉（以上、本人出席） 

尾高忠明、沼尻竜典（以上、書面出席） 以上 5名（選考委員総数 5名） 

＊選考結果：平成 26年度実施の対象事業として応募があった 149 件の中から、 

   「京都国際現代芸術祭」など 74件（助成決定総額 1250万円）の助成を決めた。 

   このうち東日本大震災の「被災地支援枠」として「笑顔の力～被災地での 3年間 

   ～写真展」など 7件 150 万円を選んだ。 

Ｂ）音楽分野 

＊日時：平成 26年 2月 18日 

＊場所：東京都千代田区丸の内の朝日新聞文化財団事務所 

＊出席者：尾高忠明、沼尻竜典、山本克哉（以上、本人出席） 

        酒井忠康、建畠晢（以上、書面出席） 以上 5名（選考委員総数 5名） 

＊選考結果：平成 26年度実施の対象事業として応募があった 152 件の中から、 

   「群馬交響楽団第 500 回定期演奏会」など 70件（助成決定総額 1250万円）の 

   助成を決めた。このうち「被災地支援枠」として「復興の詩プロジェクト」など 12件 

   210万円を選んだ。 

⑬平成 25年度・第 3回理事会 

＊日時：平成 25年 3月 13日 

＊場所：東京都中央区築地の朝日新聞東京本社新館 15階 

＊決議事項：「平成 26年度事業計画」「平成 26年度収支予算」「朝日新聞社からの

新たな寄附の受け入れ」「平成 26年度・定例評議員会の招集」について承認。 

＊報告事項：「理事長・常務理事の職務状況報告」「平成 26年度第 2回理事会の 

招集」 

＊出席等：決議に必要な出席理事の数 4名、5名出席、1名欠席、監事出席 2名 

 

 ◇朝日新聞社からの新たな株式寄附について 

   朝日新聞社が、朝日新聞文化財団の助成事業の一層の充実を支援するため、保有する

株式会社テレビ朝日ホールディングス（平成 26年 4月 1日発足）の発行済株式 285，100

株を平成 26年 4月 1日付で寄附することを決めたことから、朝日新聞文化財団は同社と

の間で協定書を取り交わした上で基本財産に編入することとした。     

以上 

 



６ 

 

【 別紙 1 】  

主  催  者 助 成 対 象 

IOFJ 組織委員会 第 23 回「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」2013 

（公財）入善町文化振興財団 ポール・メイエ＆クァルテット・エクセルシオ室内楽プロジェクト 

特定非営利活動法人 日本音楽国際交流会 新しいパースペクティブによる日本伝統音楽シリーズ 3、シリーズ 4 

別宮貞雄作品展実行委員会 別宮貞雄作品展 

高橋 裕 和と洋の想を聴く 

アンサンブル・ノマド 
アンサンブル・ノマド定期演奏会 第 47～49 回  「人間の声＝ヒューマン・ヴォ

イス Vol.1～3」 

有限会社 LEGARE 相原由美 ★金子鈴太郎＆野山真希 デュオ・リサイタル 

labo opera 絨毯座  実験室 vol.6「ドン・ジョバンニ」 

（公社） 関西二期会 関西ニ期会 第 79 回 オペラ公演「魔笛」 

（公財）北区文化振興財団 北とぴあ国際音楽祭 2013 モーツァルト作曲歌劇《フィガロの結婚》 

原田 幸一郎 プロジェクト Q・第 11 章～若いクァルテット、ショスタコーヴィチに挑戦する 

FLAT  渋谷 由香 FLAT 007 

三澤 寿喜 第 11 回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン 

小倉 貴久子 
「小倉貴久子の《モーツァルトのクラヴィーアのある部屋》」第 10 回記念公演 A.

サリエリ 

ミュージック・フロム・ジャパン・インク ミュージック・フロム・ジャパン 2014 年音楽祭 

アンサンブル遊聲（ゆうせい） アンサンブル遊聲ザルツブルク・フェスティバル 2013 

（公財）びわ湖ホール びわ湖ホール オペラ「泣いた赤鬼」 

（公財）金沢芸術創造財団  金沢フレッシュコンサート 2014（オーディション/コンサート） 

NPO 北海道芸術文化推進協会 ミュージックセミナーin トマム 2013 樹海の演奏会 

三河市民オペラ制作委員会 三河市民オペラ 2013 公演「トゥーランドット」 

（公財）東京オペラシティ文化財団 メキシコ音楽の祭典 

野口 龍 リレーション’70 第 2 回演奏会 

「十二の月のおくりもの」実行委員会 林光さんの音楽をオーケストラで聴く「十二の月のおくりもの」 

Tokyo Ensamble Factory 
Tokyo Ensemble Factory 2013 年 9 月 27 日公演”流れ” ～闇の訪れたあとに

～  

特定非営利活動法人 関西芸術振興会 関西歌劇団 第 95 回定期公演「仮面舞踏会」 

特定非営利活動法人 日本伝統芸能振興会 若草歌舞伎公演（夏）事業 

YNO オペラ 《Snow☆White》 （全 2 幕・日本語上演） 再改訂版初演 

ドレミ・ポップコーンクラブ お琴の演奏及びワークショップ 

PELLECCHIA Diego INI 国際能楽研究会 能楽：「清経」 シテ：ペレッキア・ディエゴ 

繹 伸司 繹伸司 繹智美 デュオリサイタル ウィーン公演 



７ 

 

ローフィット・イブラヒム インドネシアの影絵芝居ワヤン・クリ ～ ビモの鬼退治 

（一財）東京シティ・バレエ団 東京シティ・バレエ団創立 45 周年記念「トリプル・ビル」 

（公財）サントリー芸術財団 
サントリー芸術財団コンサート TRANSMUSIC 音楽のエッセンツィア ”現代音

楽の楽しみ方”  

かんまーむじーくのおがた  直方谷尾美術館 第 12、13、14 回 室内楽定期演奏会  

（公社）山形交響楽協会 （山形交響楽団） 山形交響楽団 第 233 回定期演奏会  

財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団  日本フィルハーモニー交響楽団 第 653 回東京定期演奏会 

（公財）日本センチュリー交響楽団  日本センチュリー交響楽団 第 184 回定期演奏会 

岩村 かおる 岩村かおるフォルテピアノリサイタル・マスタークラス 

竹田 恵子 「花のうた～」 佐藤信・詩・台本・構成・演出による林光<うた>たちのカバレット 

日本テレマン協会 日本テレマン協会創立 50 周年記念 第 214 回定期演奏会 

武生国際音楽祭推進会議    武生国際音楽祭 2013 

（公財） 東京二期会    
東京ニ期会オペラ劇場 ドイツ・ライプツィヒ歌劇場との共同制作 G.ヴェルディ

「マクベス」 オペラ全 4 幕 

（公財）東京交響楽団  
《東京交響楽団 現代日本音楽の夕べシリーズ 第 16 回》 伊福部 昭 生誕

100 周年記念プレ・コンサート 

社団法人 日本作曲家協会    アジア音楽祭 2013 

（公財） ニッセイ文化振興財団  
青少年のための「ニッセイ劇場オペラ教室」第 34 回公演/NISSAY OPERA 2013 

『フィデリオ』 

（公財）川西市文化・スポーツ振興財団  第 22 回みつなかオペラ 歌劇「カプレーティとモンテッキ」 

大阪音楽大学  第 50 回オペラ公演 20 世紀オペラ･シリーズ 「ピーター・グライムス」 

（一社） アンサンブル室町  アンサンブル室町公演 「帝国の建設者」 

オーケストラ・リベラ・クラシカ   
①オーケストラ・リベラ・クラシカ 第 31 回定期演奏会  ②同 第 32 回定期演奏

会 

阿部 知子 ＆ COMPANY   阿部 知子 ＆ COMPANY 第 2 次ブラジル公演 

パーカッション・ミュージアム  パーカッション・ミュージアム vol.17 

鈴木 俊哉 鈴木 俊哉 リコーダーリサイタル 細川 俊夫ポートレート 

桐柊会（とうしゅうかい） 蒔田 尚昊 と 冬木 透 の宇宙 Vol.5  

東京オペラ・プロデュース    東京オペラ・プロデュース 第 92 回定期公演 オペラ 「炎 （ラ・フィアンマ）」   

日比谷野音 90 周年記念事業実行委員会 日比谷野音 90 周年記念 「野音できくオペラと第 9」 

（一財） 合唱音楽振興会 東京混声合唱団 いずみホール定期演奏会 NO.18 

（公財）関信越音楽協会 第 34 回 草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル   

（公社）日本オーケストラ連盟  オーケストラの日 2014 

（公財）ジェスク音楽文化振興会 第 34 回 霧島国際音楽祭 2013 

佐藤 劭（すすむ） アジアユースオーケストラ日本公演 2013 

アンサンブル「京都しんふぉにえった」  京響メンバーによるアンサンブル「京都しんふぉにえった」  
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米川 敏子 創邦 21 第 11 回作品演奏会 

「左手のアーカイブ」プロジェクト ①第 8 回左手のアーカイブコンサート（関西） ②第 9 回 同（関東） 

あすなろコンサート実行委員会 あすなろコンサート 2013 

オーケストラ・トリプティーク 
★オーケストラ・トリプティーク 第 2 回演奏会「日本の弦楽オーケストラ曲の過去

と未来」 

三瀬 和朗 ★三瀬 和朗作品の夕べ 若い演奏家たちにⅡ 

ジャパン・ソサエティー東京事務所 聲明の会・千年の聲 米国東海岸ツアー 『存亡の秋』 

可児波起（カニナミキ） 幸せの歌プロジェクト 

茨城県日中友好協会    TEENS ROCK ASIA 2013 

復興の詩プロジェクト実行委員会 復興の詩（うた）プロジェクト 

一般社団法人 エル・システマ ジャパン 
～日本・ベネズエラ外交樹立 75 周年事業～エル・システマ フェスティバル

2013 

多田羅 康恵 メロディオブライフ 復興支援コンサートシリーズ 

笹山 政幸 
南部藩壽松院（じゅしょういん） 年行司太神楽（ねんぎょうじだいかぐら） 伊勢神

宮奉納 

日本サロンコンサート協会 被災地支援公演 郡山・夢のサロンコンサート （3 回公演） 

山岸 亜貴 Ensemble cour de roseau  

市民のための芸術鑑賞実行委員会 歌舞伎フォーラム公演 

特定非営利活動法人 音楽のまちづくり 東日本大震災支援活動～被災された方々の心のケア目的の巡回コンサート～ 

仁科 篤子 仙台ピアノデュオの会 15 回記念スペシャルコンサート～ 

（公財）仙台市市民文化事業団 第 5 回仙台国際音楽コンクール  

 

【 別紙 2 】 
  

主  催  者 助 成 対 象 

彫刻の五七五実行委員会 彫刻の五七五 － 2013 Ｈａｉｋｕ Ｓｃｕｌｐｔｕｒｅ － 

セツ・スズキ 田植プロジェクト 2013 イン・バリ 

遠藤利克 引込線 2013 

林武史 物質と彫刻 

ＴＨＥ ＥＣＨＯ 実行委員会 ＴＨＥ ＥＣＨＯ Although I am still alive 巡回展 

大成哲 Exhibition Tets Ohnari 

雨引の里と彫刻実行委員会 雨引の里と彫刻 2013 

本山ひろ子 Continue Art Project 2013 

中野恵美子 テキスタイルアート・ミニアチュール３ 百花百粋 

龍野アートプロジェクト代表  浅井良昭 龍野アートプロジェクト２０１３「刻の記憶 Arts and Memories」 

渋谷和良 版画系 

（公財）水戸市芸術振興財団 拡張するファッション 
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辻田良雄 杜の美術館・日吉大社芸術祭 

青野文昭 青野文昭展「転生～それから～」 

（公財）四国民家博物館 「ﾌｫリーのある風景」展および「美しいかたち」展 

澤田知子 Sｉｇｎ 

東京都美術館 「都美ｾﾚｸｼｮﾝ 新鋭美術家２０１４」展 

「ドローイングとは何か」展実行委員会 「ドローイングとは何か」第４回公募展 

高田芳樹 2013 ｱｰﾄﾗｲﾝｽﾞＴＯＫＹＯ国際現代美術展 大島波浮港・新島本村 

和歌山県立近代美術館 版画について考える－101年目の宿題－展 

小山聰 モンゴル「風景考」展 

（公財）横浜市芸術文化振興財団 SOUND＊ART＊AFRICA 

山本聖子 山本聖子展 

石塚元太良 石塚元太良 アイスランド写真個展 

オ・アザール 築山有城個展 

Zig Zag Dialogs－ジグザグ対話－実行委

員会 
Zig Zag Dialogs－ジグザグ対話－ 

松原幸子 Sachiko M ｻｳﾝﾄﾞｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ展 

佐々木加奈子 Illumination How not to forget 

フォールディング・コスモス実行委員会 フォールディング・コスモス－内在する小宇宙－展 

高野浩子 「４の扉」－境界を超えて－ 

武蔵野美術大学日本画学科 日本ブラジル芸術交流プロジェクト絵画の両極 

飯川雄大 タイム イズ オン マイサイド 

児玉太一 児玉太一展 

向井麻里 グルジア椅子ワークショップ展覧会およびパフォーマンス 

蔵の会 新・喜多方美術倶楽部第１回企画展 

日米現代作家展 日独現代作家展 

ｳｫｰﾙｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 ｳｫｰﾙｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｲﾝ ﾜﾙﾘ 2014 

ｷｬﾝﾌﾟﾀﾙｶﾞﾆｰｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾌｧｰﾑ 沖縄・台湾・ﾙｰﾏﾆｱ現代美術展 

東川町写真の町実行委員会 第２９回東川町国際写真ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ赤ﾚﾝｶﾞ公開ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ 

カスヤの森現代美術館 LVRFI ３ 

新潟市芸術文化振興財団 報じられなかった写真 小林新一の昭和３０年代ドキュメンタリー 

坂本善三美術館 シリーズアートの風 vol．３ 若木くるみ展 

丹波篠山・まちなみアートフェスティバル実

行委員会 
まちなみアートアクション in イーハトーヴ 

千葉伸一 ジョルジュ・ルース アートプロジェクト in宮城 

笑顔プロジェクト 笑顔の力～from東北～写真展 Vol．6 

ワークスみらい高知 東日本復興支援企画展覧会 変ったもの、変わらずにあるもの 
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NPO法人地球と握手 地球と握手 in登米 

プロジェクトＦＵＫＵＳＨＩＭＡ ｐｒｏｊｅｃｔ ｆｏｒ ｄｏｃｕｍｅｎｔ 

岡部昌生 南相馬の記憶と記録 岡部昌生フロッタープロジェクト 

＜３．１１後の建築・都市＞実行委員会 ３．１１後の建築・都市 

 

【別紙 3 】            2013 年度文化財保護助成一覧表 

助成先 助成対象 

明日香村 石造物復元製作事業 

大阪大学 野中古墳出土甲冑の保存修復事業 

大阪大学 野中古墳出土襟付短甲の保存修復事業 

大室南部神楽保存会 大室南部神楽用具整備事業 

柏倉桂子 柏倉久左ヱ門家上湯殿漆塗工事 

竈神社 竈神社修繕事業 

観心寺 木造宝生如来坐像保存修理事業 

京都国立博物館 国宝・病草紙保存修理事業 

久慈備前太鼓 久慈備前太鼓 

国士舘大学 マチュピチュ遺跡における石造物保存修復の技術移転 

佐賀県立博物館 花鳥図螺鈿琵琶修復事業 

自在院 大般若経保存修理事業 

白河根田安珍歌念仏踊保存会 安珍堂再建事業 

新宮寺 木造文殊菩薩像復旧修理事業 

珠洲市 能登塩田再興碑修繕事業 

施福寺 地蔵菩薩立像保存修理事業 

大迎寺 富山観音堂および仁王門保存修理事業 

建穂町内会 建穂観音堂伝大日如来坐像修理事業 

垂水市 垂水島津家墓地修復事業 

造山古墳蘇生会 直弧文入り石障復刻と公開 

奈良文化財研究所 アンコール遺跡群調査修復事業 

二十五菩薩保存委員会 二十五菩薩像収蔵庫燻蒸消毒事業 

兵主神社 室町古神宝中世裂の復元・製作事業 

平田青虎会 平田青虎会震災復興事業 

藤崎地区長 大般若所蔵仏像修復事業 

山口鷺流狂言保存会 鷺流狂言の今－記録作成事業 

冷泉家時雨亭文庫 明月記保存・継承のための調査および翻刻 

霊桃寺 木造十一面観音立像自身被害修繕事業 

 


