
公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団

Ⅰ．法人の概況

　当財団は、1989年11月の設立以来、地域文化の振興に資する音楽・美術・

演劇・伝統芸能の活動に対する助成事業（公益目的事業1）を行っている。

　2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日）は、以下の活動を行った。

Ⅱ．事業の状況

（１）助成の実施

　2020年度は、音楽部門・美術部門・演劇部門・伝統芸能部門の公演・美術

展等に対して、52件・総額2,080万円の助成を予定していた。しかし、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、35件・1,260万円の助成公演・美術展等が

中止となり、以下の通り、17件・820万円の助成を実施した。

・ 2020年度（2020年4月～2021年3月）助成内容

（単位：件・万円）

1. 音楽部門

2. 美術部門

3. 演劇部門

4. 伝統芸能部門

　尚、2019年度の助成対象公演で、2020年度へ開催が延期された演劇部門の

1件(40万円) が中止となり、当該助成金が返却されたため、2020年度の支払

助成金は780万円となった。

・ 個別助成明細は、別紙のとおりである。

（２）2021年度助成先の募集

　2020年8月1日～11月30日の間、2021年度の助成先を公募し、合計229件

の応募があった。
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（別紙） 公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団

2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）助成明細

１．【音楽部門】　４団体：１２０万円  (万円)

No ジャンル 都道府県 市区町村 団体名 公演等名 年月日 会場 金額

1
オーケスト
ラ

千葉県 松戸市
松戸シティフィルハーモ
ニー管弦楽団

創立40周年記念 第42回定期演奏会 2020.12.12
松戸市森のホール21 大
ホール

30

2
オーケスト
ラ

東京都 文京区 新交響楽団 第251回演奏会 2020.10.18
東京芸術劇場コンサート
ホール

30

3 合唱 宮崎県 宮崎市 宮崎はまゆうコーラス 50周年記念演奏会 2021.3.7
宮崎県立芸術劇場メディキット県民文化
センターアイザックスターンホール 30

4 その他 兵庫県 神戸市
アスタ新長田スティールパ
ン振興会

20ｔｈ KOBEスティールパンカーニバル
2020（第20回記念）

2020.9.20 鉄人広場（若松公園内） 30

２．【美術部門】　９団体：５３０万円  (万円)

No ジャンル 都道府県 市区町村 団体名 展覧会等名 年月日 会場 金額

1 企画展 宮城県 多賀城市 東北歴史博物館
伝わるかたち／伝えるわざ
－伝達と変容の日本建築

2020.9.26
～11.23

東北歴史博物館 70

2 企画展 新潟県 長岡市 新潟県立近代美術館 Viva Video！ 久保田成子
し げ こ

展
2021.3.20
～6.6

新潟県立近代美術館 60

3 企画展 愛媛県 松山市 愛媛県美術館 没後20年　真鍋博2020
2020.10.1
～11.29

愛媛県美術館 70

4 企画展 石川県 金沢市
（公財）金沢芸術創造財団
金沢21世紀美術館

内藤礼　うつしあう創造
2020.6.27
～8.23

金沢21世紀美術館 70

5 企画展 愛知県 名古屋市 名古屋市美術館
「写真の都」物語－名古屋写真運動
史：1911-1972-

2021.2.6
～3.28

名古屋市美術館 70

6 企画展 群馬県 桐生市 (公財)大川美術館
広島市現代美術館所蔵作品を中心に
Part１：靉光と同時代の仲間たち

2020.10.10
～12.13

大川美術館 50

7 企画展 東京都 多摩市 多摩美術大学美術館
真喜志勉　TOM MAX　Trbulence
1941-2015

2020.7.4
～9.22

多摩美術大学美術館 50

8 企画展 奈良県 奈良市 （一社）高畑
たかはたけ

トラスト
Yukawa-Nakayasu個展「追想のモン
タージュ」

2020.10.10
～11.8

藤間家住宅 40

9 公募展等 高知県 いの町
土佐和紙国際化実行委員
会

第11回高知国際版画トリエンナーレ展
2020.10.31
～12.26

いの町紙の博物館 50

３．【演劇部門】　３団体：１４０万円  (万円)

No ジャンル 都道府県 市区町村 団体名 公演等名 年月日 会場 金額

1
一般劇・現
代劇

岐阜県 岐阜市 岐阜市芸術文化協会
創立30周年記念事業「歌い、舞い、語る『道三のみ
た夢』－斎藤道三とその父・新左衛門尉の物語－」 2021.2.28

岐阜市文化センター 催し
広場

50

2
一般劇・現
代劇

愛知県
北名古
屋市

劇団福祉座
幕末遊侠伝 銀次郎 要石に運命を聞いた
全五景 2021.1.24

北名古屋市文化勤労会館
大ホール

40

3
一般劇・現
代劇

三重県 津市 森の劇場プロジェクト
「里山ばんざい芸術祭」「市民創作劇場
ふるさと～うちらの好きな山神～」 2020.12.6

津市白山総合文化セン
ター しらさぎホール

50

４．【伝統芸能部門】　１団体：３０万円  (万円)

No ジャンル 都道府県 市区町村 団体名 公演等名 年月日 会場 金額

1 神楽・雅楽 北海道 小樽市
松前神楽小樽ブロック保存
会

第18回松前神楽小樽ブロック保存会
合同公演

2020.10.3
旧花田家番屋（国指定重
要文化財）

30

(※)2019年度の助成先「四街道少年少女合唱団/40万円」(20.3.15)の公演は、新型コロナウイルスの影響により20.8.30へ延期されたが、同公演もコロナ禍で中止されたた
め、当該助成金(40万円)は2020年度に財団へ返却。

以上17団体　820万円


