
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。

　2021年度（2021年4月1日から2022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

　2021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、76件・総額3,000万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、21件・780万円の助成公演・美術展等が中

止となり、以下の通り、55件・2,220万円の助成を実施した。

・ 2021年度（2021年4月～2022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

・ 個別助成明細は、別紙のとおりである。

（２）2022年度助成先の募集

　2021年8月1日～11月30日の間、2022年度の助成先を公募し、合計248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

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）助成明細

１．【音楽部門】２１団体：６７０万円 (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 東京都 世田谷区 ザ・シンフォニカ
創立35周年記念
第70回定期演奏会

2021.6.27 サントリーホール大ホール 30

2 オーケストラ
神奈川
県

鎌倉市 鎌倉交響楽団 第118回定期演奏会 2021.10.23 鎌倉芸術館大ホール 30

3 オーケストラ
神奈川
県

横浜市 アイノラ交響楽団 第18回定期演奏会 2021.4.18 杉並公会堂大ホール 30

4 オーケストラ 大阪府 大阪市
関西シティフィルハーモ
ニー交響楽団

第71回定期演奏会 2021.9.19 ザ・シンフォニーホール 40

5
Jオーケスト
ラ

東京都 文京区
NPO法人　東京ジュニア
オーケストラソサエティ

第21回定期演奏会 2021.8.24
大田区民ホール・アプリコ
大ホール

30

6
Jオーケスト
ラ

愛媛県 今治市
愛媛県青少年オーケストラ
協会

第3回愛媛県青少年オーケストラコン
サート

2022.3.20 西条市丹原文化会館 20

7 オペラ 青森県 弘前市 弘前オペラ
創立50周年記念　第49回定期公演　歌
劇「魔笛」

2021.12.25
岩木文化センター　あそ
べーる

50

8 オペラ 長野県 上田市
上田市民オペラ実行委員
会・上田シティオペラ協会

第4回 上田市民オペラ　歌劇「魔笛」 2021.11.14
上田市交流文化芸術セン
ターサントミューゼ大ホール

50

9 オペラ 京都府 京田辺市 「コーラスタイム」 オペラ 『森は生きている』 2021.8.8
文化パルク城陽プラムホー
ル

30

10 合唱
神奈川
県

藤沢市 藤沢男声合唱団 創立40周年 第31回定期演奏会 2021.6.27 藤沢市民会館大ホール 20

11 合唱 福井県 福井市
男声合唱団　ゴールデンエ
イジふくい

創立15周年記念
「ゴールデンコンサート2021」

2021.10.24
福井県立音楽堂ハーモ
ニーホールふくい大ホール

30

12 合唱 静岡県 三島市 三島グロリア合唱団 第38回定期演奏会 2021.7.11
三島市民文化会館大ホー
ル

40

13 合唱 滋賀県 東近江市
市民手作り「東近江第九」
実行委員会

歓喜の歌声「第九ｉｎ東近江」春まちコンサー
ト“あした晴れるかな－歌は未来へ－” 2022.1.30

東近江市立八日市文化芸
術会館

30

14 合唱 大分県 大分市
ＮＰＯ法人　おおいた第九
を歌う会

大分第九の夕べ 「歌声を未来へ」～コロ
ナ禍を乗り越えて「第九」を歌い継ぐ

2021.12.12
ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センター
ｉｉｃｈｉｋｏグランシアタ

40

15 J合唱 三重県 津市 津 児童合唱団 第５３回定期演奏会 2021.4.4 三重県文化会館大ホール 20

16 J合唱 長崎県 長崎市 長崎少年少女合唱団 第50回定期演奏会 2021.8.8 長崎市民会館 30

17 吹奏楽 愛知県 名古屋市
ナゴヤディレクターズバン
ド

第51回定期演奏会　～保科洋名曲撰～
巨匠と共に半世紀

2021.6.19
愛知県芸術劇場　コンサー
トホール

30

18 吹奏楽 滋賀県 大津市
レイクサイドウインドオーケ
ストラ

スプリングコンサート2021　30th
Anniversary LIMIT BREAK!! 限界突破

2021.5.4
守山市市民文化会館（守
山市民ホール）　大ホール

30

19 吹奏楽 兵庫県 姫路市 姫路市吹奏楽団 創立50周年記念　第50回定期演奏会 2021.6.13
姫路市文化センター大ホー
ル

30

20 その他 佐賀県 佐賀市 佐賀県三曲協会 50周年記念演奏会 2021.10.31 佐賀市文化会館 30

21 その他 佐賀県 佐賀市 コン・カローレ佐賀 10周年記念コンサート 2021.11.28 佐賀市文化会館中ホール 30



２.【美術部門】１４団体：７７０万円 (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 青森県 青森市
公立大学法人　青森公立大
学（国際芸術センター青森）

SIDE CORE/EVERYDAY HOLIDAY
SQUAD 個展 「under pressure」

2021.4.24～
6.27

青森県公立大学　国際芸
術センター青森

70

2 企画展 東京都 新宿区 宮永愛子展実行委員会 宮永愛子展 「ひかりのことづけ」
2021.7.11～
29

史跡湯島聖堂　聖堂中庭
および回廊空間

60

3 企画展
神奈川
県

葉山町 神奈川県立近代美術館 「フィリア－今　道子」展
2021.11.23
～2022.1.30

神奈川県立近代美術館
鎌倉別館

50

4 企画展 長崎県 長崎市
(公財）長崎ミュージアム振
興財団

長崎の美術7　池野清展
2021.8.6～
2022.1.23

長崎県美術館　常設展示
室1

50

5 企画展 富山県 黒部市
(公財）黒部市国際文化セ
ンター　黒部市美術館

山下麻衣＋小林直人　「蜃気楼か。｣
2021.9.25～
12.19

黒部市美術館 50

6 企画展 愛知県 大府市
アートオブリスト実行委員
会

アートオブリスト2021　鈴木昭男｜音の
みちくさ　「点 音」ｉｎ大府

2021.10.9～
11.7

ＪＲ大府駅周辺各所、大倉
公園、大府市役所

50

7 企画展 兵庫県 西宮市
（公財）西宮市大谷記念美
術館

石内都展　見える見えない、写真のゆく
え

2021.4.3
～7.25

西宮市大谷記念美術館 70

8 企画展 埼玉県 東松山市
（公財）原爆の図丸木美術
館

生誕120年　丸木位里展　実験の軌跡を
たどる

2021.10.30
～2022.2.27

原爆の図丸木美術館 50

9 企画展
神奈川
県

横須賀市 カスヤの森現代美術館 平川恒太 “Talk to the silence”
2021.10.2～
12.19

カスヤの森現代美術館 50

10 企画展 長野県 安曇野市 （公財）碌山美術館
彫刻家 篠田守男
－Subconscious－

2021.10.9～
2022.1.30

碌山美術館　第二展示棟 50

11 企画展 福井県 越前市
IMADATE ART FIELD（今立
現代美術紙展実行委員会）

第33回　今立現代美術紙展 IMADATE
ART FIELD2021

2021.10.3～
10.17

越前和紙の里 卯立の工芸
館、西野家住宅など10ヶ所

70

12 企画展 兵庫県 西宮市 （社福） 一羊会
舛次崇・冨塚純光の個展　 「舛次崇～静かな
まなざし～」「富塚純光～かたりべの記憶～」

2021.6.30～
7.6

兵庫県立美術館　ギャラ
リー棟　3階　ギャラリー

50

13 芸術祭等 群馬県 中之条町
中之条ビエンナーレ実行
委員会

中之条ビエンナーレ2021
2021.10.15
～11.14

中之条町内の古民家、空
き店舗、廃校など

50

14 公募展等 茨城県 水戸市
アーカスプロジェクト実行
委員会

アーカスプロジェクト2021　いばらき オー
プンスタジオ

2022.3.5～
3.27

アーカススタジオ（WEB配
信）

50

３.【演劇部門】 １０団体：４１０万円 (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

北海道 釧路市 くしろ高齢者劇団 公演『＃ポッ ポッ ぽ　ハート ポッ ぽ』 2022.3.31
道立釧路芸術館アートホー
ル

30

2
一般劇・現
代劇

栃木県 足利市 劇団あちゃらかきっず
足利市民プラザ演劇祭2021　「TWO」
「広くて すてきな 宇宙じゃないか」

2021.9.4～5
足利市民プラザ文化ホー
ル

40

3
一般劇・現
代劇

千葉県 四街道市
四街道市市民劇団　『座・
劇列車』

30周年記念公演　第31回本公演　「やま
んば おゆき」

2021.12.5
四街道市文化センター大
ホール

30

4
一般劇・現
代劇

京都府 京都市 ＮＰＯ法人　劇研
老いをめぐるシアタープロジェクト　シニ
ア劇団星組公演およびFlames公演

2021.12.24
～25 他

京都芸術センターフリース
ペース

50

5
一般劇・現
代劇

熊本県 合志市 ヴィーブル子ども劇団 第19回公演「よみがえれ八龍」 2021.8.15
合志市総合センター
“ヴィーブル”文化会館

40

6
一般劇・現
代劇

熊本県 熊本市 劇団　石
50周年記念公演（復興を願って）
「アルジャーノンに花束を」

2021.5.15
熊本市民会館シアーズ
ホーム夢ホール

40

7 ミュージカル 岩手県 滝沢市 NPO法人　劇団ゆう
設立30周年記念公演　ミュージカル「小
さな孤児 ANNIE」

2021.4.25 ビックルーフ滝沢大ホール 50

8 ミュージカル 宮城県 仙台市
（一財）SCSミュージカル研
究所

創立30周年記念公演　オリジナルミュー
ジカル『梵天丸』

2021.7.24～
25

電力ホール 50

9 ミュージカル 岡山県 津山市
みゅーじかる劇団きんちゃ
い座

ミュージカル　「しもやけライオン」 2021.10.10 勝央文化ホール 40

10 ミュージカル 埼玉県
ふじみ野
市

子どもミュージカルSKY
Kids musical sky 2021
「Out of Time～少女と時の花～」

2021.8.7～8 ステラ・イースト 40



４.【伝統芸能部門】 １０団体：３７０万円 (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 舞踊等
鹿児島
県

南さつま
市

士踊　稚児踊保存会
竹田神社夏祭り奉納 士踊（二才踊・稚
児踊）

2021.7.23 竹田神社　境内 40

2 能・薪能
和歌山
県

和歌山市
NPO法人　和歌の浦万葉
薪能の会

第22回和歌の浦万葉薪能 2021.10.10 片男波公園野外ステージ 50

3 人形浄瑠璃 愛知県 豊橋市
飽海人形浄瑠璃　吉田文
楽保存会

第30回定期公演 2021.11.21 豊橋市民文化会館 40

4 人形浄瑠璃 愛知県 知立市
知立山車文楽保存会・山
町人形連

知立山車文楽 山町人形連結成45周年
記念公演「文楽人形と共に」

2021.9.5
知立文化会館・パティオ池
鯉鮒　花しょうぶホール

40

5 人形浄瑠璃 香川県 高松市 香翠座デコ芝居保存会 創始188年プレ公演 2021.10.9
香川県　県民小ホール（レ
グザム小ホール）

40

6 神楽・雅楽 福島県 三春町 三春交流館運営協会 三春町伝統文化公演 2021.11.14
三春交流館「まほら」まほら
ホール

30

7 神楽・雅楽 島根県 浜田市 どんちっちサポートIWAMI 第24回いわみ子供神楽フェスタ2021 2021.6.27
浜田市立原井小学校体育
館

30

8 その他 北海道 小樽市 塩谷松前奴保存会 鹽谷神社例大祭　松前奴行列
2021.7.31～
8.1

鹽谷神社及び小樽市塩谷
地区

40

9 その他 山口県 下関市 住吉神社御田植祭協賛会 長門國一宮住吉神社御田植祭 2021.5.16 住吉神社　神饌田 30

10 その他 高知県 高知市 正曲一絃琴白鷺会 創立70周年記念演奏会 2021.11.6
高知県立美術館　美術館
ホール

30

以上55団体：2,220万円


