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北海道文化基金事業

文化の創造活動の支援に関する事業

まちの文化創造事業

財団の事業

1 こぐま基金事業2

アート選奨Ｋ基金事業4

関連事業5

人づくり一本木基金事業
（長原實・スチウレ・エング  人づくり基金事業）

3

地域の皆さんが参加する演劇・音楽・舞踊・伝統芸能

の公演や、美術・文芸・映像・メディア芸術等の展示

や発表活動に対し、財団が経費の負担やアドバイスを

行っています。

鑑賞機会の拡充に関する事業

アートシアター鑑賞事業

道内外で活動するアーティストによる音楽・演劇・舞踊等の公演や各市町村等が連携して実施する公演を

市町村等と共催し、経費の負担やアドバイスを行っています。

アドバイザー派遣事業

地域の文化団体等に文化事業の企画・制作の専門家や、舞台の技術者、舞台等の創作・表現に係る

アーティストを派遣し、実践的な指導やアドバイスを行っています。

文化活動の人材育成に関する事業 文化情報の提供に関する事業

文化情報提供事業

< 情報誌「北のとびら」及びホームページ >

北海道文化財団の事業や道内の文化活動に関する情報を提供しています。

< 文化情報ライブラリー ／ アートスペース >

財団内に併設されたライブラリーでは文化・芸術に関する書籍や資料

を閲覧することができます。また隣接するアートスペースでは道内で活

動する若手アーティストの作品を展示しています。

< オリジナル映像「北の情熱」 >

道内の文化活動を映像で記録・保存し、ホームページ等で公開しています。

アートカフェ開催事業

暮らしの中にアートを身近なものに感じてもらうこと、アートを通して豊かな時間を持つことを目的に、

道内外で活躍するアーティストをゲストに迎え、参加者と身近な距離で交流するトークイベント等を行っ

ています。

長原實氏並びにスチウレ・エング氏からの指定寄附をもとに、工芸美術やものづくり等の分野において

活動する道内在住又は道内出身者を対象に、奨学の援助、研修の支援、顕彰並びに人材育成に関する事

業を行っています。

磯田憲一氏からの指定寄附をもとに、本道の文化芸術活動において「敬愛」すべき役割を果たしたと認め

られる個人又は団体に対し、アート選奨を贈呈しています。

北海道と当財団等により実行委員会を組織

し、「北海道戯曲賞」の運営や、舞台芸術に係

る発表・交流事業、人材育成事業等を行って

います。

地域文化協働事業

生活文化などの分野で活動する団体等と当財団との協働により、各種文化事業を行っています。

舞台芸術情報提供事業

道内で公演可能な、音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等の公演企画の最新情

報を、道内の文化施設の担当者等に提供する「北海道舞台芸術情報フェ

ア」や、アートシアター鑑賞事業の開催に向けて道内の文化施設の担当

者と公演企画団体が情報交換する「舞台芸術ネットワーク会議」を実施

しています。　

文化交流の促進に関する事業

 芸術文化交流事業

発信・招へい交流事業 〈助成〉

音楽、演劇、舞踊、美術等の分野で活動している文化

団体が、道外や海外で行う公演等、または道外や海外

の文化団体を招へいして行う公演等に対して、財団が

経費の助成を行っています。

文化提携交流事業 〈主催〉

北海道文化財団と光州文化財団

（韓国光州広域市）の提携交流と

して、伝統芸能や、美術等の相互

交流事業を行っています。

北のアーティスト育成事業

< 音楽の宅配便 >

北海道文化財団が推薦する演奏家を道内各地に派遣し、公演を

行っています。

< HAF（Hokkaido Arts Foundation）アンサンブル >

選考会を経て結成された若手演奏家による公演を行っています。

アートゼミ事業

道内で創作・表現活動や、企画制作、マネージメントに

関わる方を対象に、ワークショップや各種講座を行って

います。

アート体感教室事業

第一線で活躍するアーティストが道内各地の学校や文化

施設に出向き、子供たちと一緒にワークショップや創作

活動を行い交流しています。

北海道舞台塾事業

 文化情報ライブラリー

情報誌「北のとびら」

アートスペース
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