
１　道内アーティストプログラム

№ 管内 市町村 分　野 事業名 団体名 実施時期 実施場所
 参加・入
場者数
（人）

1 空知 滝川市 ＮＰＯ法人アートステージ空知 令和元年 7月19日（金） たきかわ文化センター       312

2 石狩 石狩市 ＮＰＯ法人石狩市文化協会 令和元年 8月25日（日）
石狩市花川北
コミュニティーセンター

      469

3 十勝 豊頃町 豊頃町教育委員会 令和元年11月14日（木） 豊頃町える夢館       187

4 根室 標津町 標津町文化協会 令和元年 9月 8日（日） 標津町生涯学習センター       248

5 十勝 大樹町
クランフィールズ
「アイリッシュ音楽会」

大樹町芸術鑑賞協会 令和元年 6月22日（土） 大樹町生涯学習センター        52

6 留萌 増毛町 舞踊等 上方落語の会
～すべて見せますお囃子の世界～

ましけ町民スクール運営委員会 令和元年 9月24日（火） 増毛町文化センター        90

令和元年度　アートシアター鑑賞事業

合計　６事業　参加・入場者数　１，３５８名

音　楽

新田親子
20周年記念コンサート

　実施概要   当財団が選定した公演や、各市町村や地域の文化団体等が連携して企画した公演に対し、経費の負担や助言等を行い、優れた芸術鑑賞の機会を提供することにより、文化の
　　　　　裾野の拡充を図った。



2　道外アーティストプログラム

№ 管内 市町村 分　野 事業名 団体名 実施時期 実施場所
 参加・入
場者数
（人）

1 空知 滝川市 ＮＰＯ法人空知文化工房 令和 2年 2月25日（火) 滝川文化センター 495

2 石狩 北広島市 北広島市芸術文化ホール運営委員会 令和 2年 2月15日（土） 北広島市芸術文化ホール       501

3 後志 岩内町 岩内町教育委員会 令和 2年 2月14日（金） 岩内地方文化センター       972

4 日高 新冠町 ＮＰＯ法人レ・コード館自主企画委員会 令和 2年 2月16日（日） 新冠町レ・コード館       473

5 渡島 北斗市 北斗市かなで～る協会 令和 2年 2月23日（日） 北斗市総合文化センター       351

6 留萌 小平町 小平町文化交流センターサポーターズクラブ 令和 2年 2月26日（水） 小平町文化交流センター       338

7 空知 新十津川町 新十津川音楽協会 令和元年12月14日（土）
新十津川町
総合健康福祉センター

      324

8 胆振 苫小牧市 苫小牧アートシアター鑑賞事業実行委員会 令和元年11月22日（金） 苫小牧市文化会館       456

9 胆振 壮瞥町 壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実行委員会 令和元年11月21日（木） 壮瞥町地域交流センター       294

10 上川 名寄市 なよろ舞台芸術劇場実行委員会 令和元年11月19日（火） 名寄市民文化センター       457

八代亜紀
スペシャル
アコースティックバージョン

音　楽

鍵盤男子コンサート



№ 管内 市町村 分　野 事業名 団体名 実施時期 実施場所
 参加・入
場者数
（人）

11 渡島 長万部町 長万部町芸術鑑賞実行委員会 令和 2年 2月13日（木） 長万部町学習文化センター       221

12 留萌 苫前町 とままえ舞台鑑賞友の会 令和 2年 2月 6日（木） 苫前町公民館       184

13 上川 士別市 ＡＲＣＨあさひ 令和元年11月 5日（火） あさひサンライズホール       300

14 上川 鷹栖町 鷹栖町教育委員会 令和元年11月 1日（金） たかすメロディーホール       461

15 十勝 音更町 ＮＰＯ法人音更町文化事業協会 令和元年10月30日（水） 音更町文化センター       302

16 根室 中標津町 （一財）中標津町文化スポーツ振興財団 令和元年11月 3日（日） 中標津町総合文化会館       604

17 上川 名寄市 風っ子プロジェクト 令和元年 9月 8日（日） ふうれん地域交流センター        96

18 宗谷 浜頓別町 浜頓別町芸術文化活動実行委員会 令和元年11月 2日（土） 浜頓別町多目的アリーナ       117

舞踊等

合計　１８事業　参加・入場者数　６，９４６名

「男の純情」

「虹のかけら
　～もうひとりのジュディ」

演　劇

山崎バニラの活弁大絵巻2019



3　ネットワーク型プログラム

№ 管内 市町村 分　野 事業名 団体名 実施時期 実施場所
 参加・入
場者数
（人）

1 北見市 協同組合日専連北見 令和元年 7月29日（月） 北見芸術文化ホール 323

2 大空町 （一財）大空町青少年育成協会 令和元年 7月24日（水） 大空町教育文化会館       233

3 胆振 伊達市 ＮＰＯ法人伊達メセナ協会 令和元年 8月 8日（木）
だて歴史の杜
カルチャーセンター

      217

4 士別市 ＡＲＣＨあさひ 令和元年 8月 5日（月） あさひサンライズホール        94

5 富良野市 ＮＰＯ法人ふらの演劇工房 令和元年 8月 3日（土） 富良野演劇工場       119

演　劇

総計　２９事業　参加・入場者数　９，２９０名

オホーツク

上川

世襲戦隊カゾクマンⅢ

めにみえない　みみにしたい

合計　５事業　参加・入場者数　９８６名


