1.芸術活動助成＜美術＞
年度
助 成 先
平成元年 板橋区立美術館
横浜美術館
東京国立近代美術館
笠間日動美術館
北海道立函館美術館
朝日新聞社
平成2年
長野県信濃美術館
青森県立郷土館
三重県立美術館
ふくやま美術館
名古屋市美術館
兵庫県立近代美術館
国立西洋美術館
国際現代美術交流展実行委員会
ICA. Nagoya
北海道立近代美術館
宮城県美術館
世田谷美術館
平成3年
横浜美術館
京都市美術館
埼玉県立近代美術館
福島県立美術館
長野県信濃美術館
水戸芸術館
岐阜県美術館
国立国際美術館
飯田市美術博物館
大川美術館
目黒区美術館
栃木県立美術館
平成4年 京都国立近代美術館
国立西洋美術館
菱川師宣記念館
釧路市教育委員会
1970年代の日本美術展実行委員会
八戸市美術館
堂本印象記念近代美術振興財団
埼玉県立近代美術館
東京現代美術画廊会議
CKIジャパンフェア’93実行委員会
原美術館
佐野美術館
平成5年
福島県立美術館
水戸芸術館 現代美術センター
第13回汎瀬戸内現代美術展実行委員会
コンテンポラリーアートフェスティバル実行委員会
ジャパン・アーツ
第29回今日の作家展企画実行委員会
三重県立美術館
国立民族学博物館特別展「絨毯の文化誌」実行委員会
目黒区美術館
栃木県立美術館
スペースコンセプション
平成6年

平成7年

平成8年

平成9年

国立国際美術館
東京都現代美術館
世田谷美術館
尼崎市総合文化センター
草月美術館
多摩美大 海老塚コース企画室
現代日本木刻フェスティバル実行委員会
宮城県美術館 昆野恆展実行委員会
東京現代美術画廊会議
日韓芸術交流委-to A-from A-実行委員会
セゾン美術館
西洋の眼事務局
愛知県美術館
目黒区芸術文化振興財団
名古屋市美術館
京都国立近代美術館
ジャパン・アーツ
伊丹市立美術館
東京インターナショナルアートフェスティバル’97実行委員会
銀座ギャラリーネット実行委員会
郭徳俊展実行委員会
国立民族博物館
黒川紀章回顧展実行委員会

企 画 名
ふたつのモンパルナス展
ポール・デルボー展
文展の名作展
笠間における新しい造形美術展
具象絵画のモダニズム展
ワシントン女性芸術美術館展
アメリカに渡った美術家たち展
青森県近代洋画のあゆみ展
元永定正展
ドイツのビデオアート展
アメリカ絵画200年展
小磯良平遺作展
15世紀ドイツ銅版画展
日本／ベルギー現代美術交流展
アゲインスト・ネーチャー帰国展
近代日本画の花鳥展
アメリカン・リアリズム展
土方久功展
ミロ展
麻田辨自の遺作と所蔵品展
風刺の毒展
渡部菊二展
オノサト・トシノブ展
大きな日記／小さな物語展
小清水漸展
浅岡慶子＋三木富雄展
須田剋太展
松本竣介素描展
色の博物誌・青
本の宇宙展
アボリジニの美術
フランス近世素描展
菱川師宣名品展
久本春雄と同時代の画家展
1970年代の日本美術展
北斎漫画展
京都国立近代美術館創立30周年記念展II
企画展「ニッポンの風刺」
新世代への視点“10画廊からの発言”
国際工芸美術展
ポルトガル現代美術展
足利家と室町文化展
現代の染色-素材と技の美
クリテリオム 7～9
瀬戸内の新しい風
93コンテンポラリーアートフェスティバルII
武満徹展-耳から目へ第29回 今日の作家展
まつりの美術展
特別展「絨毯-シルクロードの華」
色の博物誌・赤
「本の宇宙2 死にいたる美術」展
スペースコンセプション・埼玉
スペースコンセプション・名古屋
工藤哲巳回顧展
日本の現代美術／1985-1995
蔡国強展-混沌
郷土作家展 前田正夫の展
アジアの新風-韓国の現代美術TAMA VIVANT’94 点綴する8つの回路展
第4回現代日本木刻フェスティバル
現代彫刻のパイオニア 昆野恆展
新世代への視点95
日韓現代美術展 -みなと・みらい95-『to A-from A』
ロイヤルアカデミー国際巡回 印象派・後期印象派展
西洋の眼・現代の絵画展
リチャード・マイヤーとフランク・ステラ-建築と絵画の接点「1953年・・・戦後美術を輪切りにする」展
今日の美術展II-天と地の間に
小牧源太郎遺作展
絵画の構造 一色一形態
没後50年 今西中通展
「佐伯祐三展」「記念講演会」
フェミニズムと表現
郭徳俊展
異文化のモダニズム-大英博物館コレクション
黒川紀章回顧展-21世紀への遺言

1.芸術活動助成＜美術＞
年度

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

助 成 先
国立国際美術館
斎藤記念川口現代美術館
多摩美術大学
現代美術資料センター
日仏文化交流支援委員会
神奈川芸術文化財団
京都国立近代美術館
「ポーランド作家版画展」事業実行委員会/坂出市民美術館
東京オペラシティ文化財団
愛知県美術館
東京大学総合研究博物館
原美術館
財団法人 東京都歴史文化財団
両洋の眼実行委員会
兵庫県立近代美術館
伊丹市立美術館
(株)ジャパン・アーツ 文房堂ギャラリー
財団法人 札幌市芸術文化財団
東京国立近代美術館
東京芸術大学 文化財保存学科保存修復日本画研究室
宇部市・都市開発部公園緑地課彫刻係
コンテンポラリーアート イン 佐世保
ポルトガル大使館文化部
(財)神奈川芸術文化財団
兵庫県立近代美術館
「日本・ヨーロッパ建築の新潮流」委員会
中西夏之展実行委員会（東京芸大美術学部油絵研究室）
愛知県立美術館
伊丹市立美術館
(財)益子町観光振興公社
ドラゴン現代美術館運営実行委員会
京都国立近代美術館
兵庫県立美術館
伊丹市立美術館
東京都現代美術館
東京都現代美術館
リャホヴァ展実行委員会
今日の作家展 2004実行委員会
財）伊丹市文化振興財団
TANABATAオルグ実行委員会
財）松戸市文化振興財団
財）神奈川芸術文化財団
独立行政法人 国立美術館国立西洋美術館
金沢２１世紀美術館
Ｂusplan
特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち
「子供時代の博物館」実行委員会
イメージフォーラム
財）山口市文化振興財団
あけぼの美術企画
キッズパワープロジェクト2005実行委員会
東京現代美術画廊会議
シャガール展実行委員会
ビデオアート スクリーニング実行委員会
伊丹市立美術館
「震電」プロジェクト実行委員会
イメージフォーラム
大地の芸術祭実行委員会東京事務局
財）東京都歴史文化財団、東京都現代美術館
神奈川芸術文化財団
高畠華宵大正ロマン館
TAMA映画フォーラム実行委員会
旧中工場アートプロジェクト実行委員会
Nomad Production
滋賀県立近代美術館
アートインスティテュート北九州
プロジェクション:北九州ー福岡ビデオアート'07 実行委員会
ミモカ美術振興財団
東京都写真美術館

企 画 名
瀧口修造とその周辺
水邊の言語オブジェ
第2回東京国際ミニプリント・トリエンナーレ1998
疾駆けたギャラリーの記録
ドラクロワ展 他7
第6回神奈川芸術フェスティバル「現代作家シリーズ '99」
日本の前衛-大正・昭和戦前期を中心に
ポーランド作家版画展
東京オペラシティアートギャラリー開館記念展No.1「Releasing Sences-感覚の解放」
メロッティ（1901～1986）展
ニュースの誕生-かわら版・錦絵新聞の情報世界交錯する流れ MOMA現代美術コレクション展
江戸東京博物館 企画展「与謝蕪村」展
－両洋の眼展－ ２１世紀絵画展
菅井汲展
ジョージ・グロス －ベルリンとニューヨーク展
絵画の構造シリーズ 方法としての絵画 ―絵画の中の遊戯性―
砂澤ビッキ展 彫刻＋素描＋道具
20世紀 ―変貌する芸術、変貌する社会
よびがえる日本画 ―伝統と継承 1000年の知恵―
宇部市制施行80周年、野外彫刻40周年記念柳原義達・向井良吉 作品特別展
コンテンポラリーアート イン 佐世保の作家達展
ベラ・シルヴァ陶器巡回展
フォーカス2002
パワー･オブ･アート展
日本･EU共同企画「日本ヨーロッパ建築の新潮流2002」
中西夏之展／絵画場と絵画衝動（仮題）
大英博物館所蔵フランス素描展―フォンテーヌブローからヴェルサイユへ―
フェリシアン・ロップス展
セント・アイヴスの奇跡 バーナード・リーチと濱田庄司
キキ・スミス展
ヨハネス・イッテン －造形芸術への道－
「具体」回顧展
井上 長三郎展
舟越 桂展
MOTアニュアル2005「都会的関係」展(仮称)
ナデジダ・オレック・リャホヴァ展
今日の作家展2004 人間のこころめぐる表現(仮)
ギュンター・ユッカー展
TANABATA.org ART project 2004
仮）ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ・ﾓﾀﾞﾝ～剣持勇の世界～展
開館３０周年記念展 「現代彫刻の歩みIV モノつくりの逆襲」
聖杯と聖皿 中世の金工美術、ザクセンプロテスタント教会の所蔵作品による
開館記念展「２１世紀の出会い」 リクリット・ティラバーニャ・プロジェクト
Busplan×SHOBUS japan ｔｏｕｒ
五感で遊ぶ～体感型子どもミュージアム
子供時代の博物館
イメージフォーラム・フェスティバル2005
カールステン・ニコライ/インスタレーション[SYN CHRON]+[cyclo.]
あけぼの土曜美術学校<リノベーション・プロジェクト>
キッズパワープロジェクト2005「大人との子ども、子どもの大人」
新世代への視点展 2006
青森県立美術館開館記念展「シャガール -《アレコ》とアメリカ亡命時代-」
ビデオアートスクリーニング:トウキョウ
今村源展
中ハシ克シゲ「震電」プロジェクト
イメージフォーラム・フェスティバル2006
大地の芸術祭 越後妻有 アートトリエンナーレ2006
ＭＯＴアニュアル２００７「等身大の約束」仮
沈黙から 塩田千春展
花園少女展～かいち・フォーゲラー・華宵～
第17回映画祭TAMA CINEMA FORUM
旧中工場アートプロジェクト
「都市との対話」展
ペインターズ・ヴュー -コレクション活用術02- 伊庭靖子、児玉靖枝、佐川晃司、渡辺信明
(仮称)
(仮称)北九州国際ビエンナーレ'00
プロジェクション:北九州ー福岡ビデオアート'07
奏でる身体
鈴木理策：熊野、桜、雪

1.芸術活動助成＜美術＞
年度

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

助 成 先
仙台市市民文化事業団せんだいメディアテーク
東京都歴史文化財団東京都写真美術館
滋賀県立近代美術館
遺芳文化財団
山口市文化振興財団
ミモカ美術振興財団
ワンダーアイズプロジェクト
神奈川芸術文化財団
広島アートプロジェクト実行委員会
TOMOYASU MURATA COMPANY.
熊本市美術文化振興財団
えひめグローバルネットワーク
美学校
東京オペラシティ文化財団
BEPPU PROJECT
松下電工汐留ミュージアム
別府現代芸術フェスティバル2009実行委員会
NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク
wasted日本実行委員会
広島アートプロジェクト実行委員会
財団法人遠山記念館
財団法人神奈川芸術文化財団
財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館
財団法人入善町文化振興財団
財団法人目黒区芸術文化振興財団（目黒区美術館）
神戸アートビレッジセンター（KAVC）大阪ガスビジネスクリエイト
株式会社
東アジアのシャーマニズムと金秀男写真展実行委員会
廣田 緑展実行委員会 HIGURE17-15cas
大倉山ドキュメンタリー映画祭実行委員会
WATARASE Art Project財団法人
入善町文化振興財団
株式会社地域文化創造 (茅野市美術館)
公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団
財団法人 神奈川芸術文化財団
神戸アートビレッジセンター
特定非営利活動法人創を考える会・北九州
肘折地区
鈴鹿芳康
財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館
NPOハート・アート・おかやま
公益財団法人神奈川芸術文化財団
公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館
神戸アートビレッジセンター(KAVC)
小金井アートフル・アクション実行委員会
公益財団法人手錢記念館
公益財団法人ミモカ美術振興財団
「種は船 in 舞鶴」実行委員会
照屋勇賢
特定非営利活動法人 アートインスティテュート北九州
福岡市美術館
横浜トリエンナーレ組織委員会
公益財団法人神奈川芸術文化財団
公益財団法人ミモカ美術振興財団
財団法人熊本市芸術文化振興財団

企 画 名
高嶺格 大きな庭－記憶のガーデニング1075㎡(仮称)
日本の新進作家 身体論(仮称)
アール・ブリュット～パリ、abcdコレクションより～(仮称)
日本はきもの博物館開館30周年記念特別展「足あと広場から30年 岡本太郎」展
OTOMO YOSHIHIDE / ENSEMBLES
MIMOCA'S EYE vol.2 小金沢健人展
ワンダーアイズ～未来につなぐ子どものまなざし～
小金沢健人展 世界の層を見つける
旧中工場アートプロジェクト2
村田朋泰展－夢がしゃがんでいる
ピクニックあるいは回遊
エコ＆ピース アート展
ギグメンタ2008－美学校1969年の現在－
トレース・エレメンツ－日豪の写真メディアにおける精神と記憶－
混浴温泉世界レクチュアーズ(仮称)
村野藤吾 建築とインテリア
別府現代芸術フェスティバル2009混浴温泉世界
水辺から文化の里づくりvol.8
wasted
汽水域2
「NAGASAWA IN KAWAJIMA長澤英俊展 －夢うつつの庭－」
神奈川県民ホール開館35周年記念展 日常 場違い Everyday life Another space
日本の新進作家展 vol.8 旅(仮称)
塩田千春展－流れる水(仮称)
文化’資源としての＜炭鉱＞展 <ヤマ>の美術・写真・グラフィック （仮題）

公益財団法人仙台市市民文化事業団せんだい メディアテーク

志賀理江子展

大地の芸術祭実行委員会
平成24年 東京都写真美術館
「時の眼」実行委員会
特定非営利活動法人 創を考える会・北九州
NAMURA ART MEETING実行委員会
広島アートプロジェクト実行委員会
水と土の芸術祭実行委員会
福岡市美術館
芦屋市立美術博物館
沖縄アートサイト compass
かがわ・山なみ芸術祭実行委員会
平成25年 公益財団法人 四国民家博物館
仙台アンデパンダン展2013実行委員会
種差展実行委員会
東川町写真の町実行委員会

Exhibition as media 2009
東アジアのシャーマニズムと金秀男写真展
アジアの記憶
第3回大倉山ドキュメンタリー映画祭
WATARASE Art Project 2010
ヤノベケンジ×ウルトラ・ファクトリー「ミュトス」展
藤森照信展 諏訪の記憶とフジモリ建築
高嶺 格展
泉太郎展
Exhibition as media 2010（メディアとしての展覧会） 「SHINCHIKA(シンチカ)」展(仮称)
街じゅうアート in 北九州 2010-産芸ものがたり・後編ひじおりの灯2010
「鈴鹿芳康写真展～風マンダラ／Sacred Sites～」（仮称）
ラヴズ・ボディ２ エイズと写真
笠岡諸島文化祭
日常/ワケあり 江口悟 田口一枝 播磨みどり
フェリーチェ・ベアト展
「梅田哲也」展
東京イミグレーションミュージアム
つづくこと・なくなること・くりかえされること 2011
杉本博司 アートの起源[宗教]
「種は船 in(イン) 舞鶴」
自転車プロジェクト嘉手納:
北九州国際ビエンナーレ2011
菊畑茂久馬回顧展
ヨコハマトリエンナーレ2011
さわひらき展
石内都 絹の夢
栗林隆 Kumamoto Yatai Trip

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2012
「川内倫子展 照度 あめつち 影を見る」
「時の眼-沖縄・復帰40年の軌跡 比嘉豊光・山城博明写真展」
街じゅうアート in 北九州2012 ART FOR SHARE
NAMURA ART MEETING '04-'34 vol.4 「臨界の創造論」
広島アートプロジェクト2012「半農半芸+ちょっと漁」
開港都市にいがた 水と土の芸術祭2012
福岡アートクロニクル1970-2000(仮称)
ゲンビ New era for creations-現代美術懇談会の軌跡1952-1957(仮称)展
compass｜談 2013
かがわ・山なみ芸術祭
無何有郷（むかゆうきょう）―ユートピア―
せんだい２１アンデパンダン展 ２０１３
三陸復興国立公園指定記念 「種差 －よみがえれ 浜の記憶」展
第29回東川町国際写真フェスティバル 赤レンガ公開ポートフォリオオーディション

