1.芸術活動助成＜舞台芸術＞
年度

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

助 成 先
コミュニティアート・ふなばし
ティーファクトリー
伊藤キム+輝く未来
うずめ劇場
劇団山の手事情社
特定非営利活動法人 ク・ナウカ シアターカンパニー
シアターX+東京ドイツ文化センター
劇団こふく劇場
ジャパン・ソサエティ(在米国ニューヨーク市)
みやぎダンス心体表現の会
「浄土」日本公演実行委員会
Ｄays
劇団山の手事情社
劇団 指輪ホテル
京都芸術センター[ 財）京都市芸術文化協会 ]
財）伊丹市文化振興財団
グラインダーマン
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
Co.山田うん
財）京都市芸術文化協会
バティック
枇杷系
財団法人伊丹市文化振興財団
有)キューカンバー・MONO
地点
三条会
NPO法人Japan Contemporary Dance Network
TOKYOSCPAE実行委員会
NPO法人アートネットワーク・ジャパン
国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ実行委員会
砂連尾理+寺田みさこ
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
STスポット横浜
ARTizan
風林火山実行委員会
鳥の劇場
地点
京都市芸術文化協会
川口隆夫プロジェクト
デス電所
ミクニヤナイハラプロジェクト
三条会
AAPA
伊丹市文化振興財団
キューカンバー・MONO
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
チェルフィッチュ
五反田団
Port B
みやぎダンス
大橋可也&ダンサーズ
STスポット横浜
五反田団
ガムラン合奏団「マルガサリ」
KENTAROCKERS
金魚(鈴木ユキオ)
FPAP
Port B
キューカンバー
SPIRAL
KIKIKIKIKIKI
dracom
三条会
大橋可也＆ダンサーズ
北海道演劇財団
マレビトの会
国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ実行委員会
地点
C.I.co.(コンタクトインプロビゼーショングループ)
鳥の劇場
渡辺源四郎商店
京都市芸術文化協会
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
ミクニヤナイハラプロジェクト
加藤訓子アーツプロジェクト

企 画 名
「大収穫祭inふなばし」
HAMLET CLONE 2004
階段主義@広島市現代美術館
ペター・トゥリーニ作 演劇『鼠狩り』
山の手事情社本公演『道成寺』
ク・ナウカ<実験と探求シリーズ>安倍公房『友達』公演
東海道四谷怪談
劇団こふく劇場プロデュース公演 25馬力+こふく劇場 『小林三姉妹』
Solos and Duos Showcase fro Emerging Japanese Dancers & Choreographers
障害のある人を含むダンス舞台芸術世界大会出場
ミュージックシアター「浄土」
ASA-CHANG&巡礼 LIVE feat. dancers
Yamanote Fair 2006
YUBIWA Hotel Presents2005 「Girlish Hard Core」Returns (仮)
演劇計画2005
高嶺格パフォーマンス
Binary Rider
吾妻橋ダンスクロッシング
Co.山田うん*deep blue 国際共同製作公演
演劇計画2006
黒田育世ソロ公演「モニカ モニカ」
枇杷系新作ダンス公演
Take a chance project014高嶺格パフォーマンス公演
「その鉄塔に男達はいるという」NY公演
地点第11回公演
三条会公演「レミング」
DANCE*MUSIC! 振付家と音楽家の新たな試みvol.2
TOKYOSCPAE
にしすがラジオ
2006国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ<キジムナーフェスタ>
砂連尾理+寺田みさこ ダンス公演 『I was born』
吾妻橋ダンスクロッシング
the GROUND-breaking 2006
「隣にいても一人」青森版
カラフル2
鳥の劇場 2007年シーズン 春のプログラム
地点『かもめ』滋賀公演
演劇計画2007
川口隆夫*山川冬樹 パフォーマンス・アートD.D.D.
精華演劇祭 スペシャル デス電所第17回公演
ミクニヤナイハラプロジェクトvol.2 「青の鳥」
三条会の「秘密の花園」
AAPA+
高嶺格ワークショップ&パフォーマンス
壁ノ花団第三回公演
吾妻橋ダンスクロッシング
チェルフィッチュ新作公演
「ノーバディー」東京公演
サンシャイン61(仮)
インクルーシブダンス公演vol.5
明晰さは目の前の一点に過ぎない。II (仮)
ラボ20-restart
グレート・生活アドベンチャー(仮)
「桃太郎」インドネシア公演
KENTAROCKERS「彼方から世界で1つ」(仮名)
金魚(鈴木ユキオ)新作公演
ぽんプラザホール DDシアター
『ニコ・ライブ』
壁ノ花団第四回公演
東京コンタクト・インプロ・フェスティバル08
ダンス公演「おめでとう」
dracom 祭典2008 ハカラズモ
三条会の「夏の夜の夢」
MOV
TPS「春の夜想曲～菖蒲池の団欒」韓国公演
マレビトの会演劇公演『voice prints gramophone』
2008国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ<キジムナーフェスタ2008>
地点第14回公演『三人姉妹』
国際ダンスインプロパフォーマンス日本編
鳥の劇場2008/09シーズン<創るプログラム>
渡辺源四郎商店新作公演
演劇計画2008
吾妻橋ダンスクロッシング
『3年2組』愛知公演
プラネット・アース(仮称)
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助 成 先
"生きる"博覧会in鳴子温泉実行委員会
Dance Company BABY-Q
KENTAROCKERS
MOKK
NPO法人STスポット横浜
true実行委員会
チェルフィッチュ
デラシネラ
まことクラヴ
マレビトの会
横浜市芸術文化振興財団
株式会社CAN
平成21年 劇団こふく劇場
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
高知県立美術館
国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ実行委員会
財団法人京都市芸術文化協会
財団法人現代人形劇センター
財団法人山口市文化振興財団
精華演劇祭実行委員会
地点
渡辺源四郎商店
東京デスロック
冨士山アネット
矢内原 美邦
ままごと
KENTAROCKERS
WWW実行委員会
日本のへそ演劇祭実行委員会
サンプル
チェルフィッチュ
デラシネラ
ハイバイ
ほうほう堂
平成22年
ホナガヨウコ企画
マレビトの会
ミクニヤナイハラプロジェクト
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ実行委員会
相模友士郎
地点
渡辺源四郎商店
木ノ下歌舞伎/木ノ下裕一
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
Office A/LB
KIKIKIKIKIKI
木ノ下歌舞伎
金魚(鈴木ユキオ)
黒沢美香&ダンサーズ
KENTAROCKERS
高知県立美術館
Co.山田うん
サンプル
平成23年
チェルフィッチュ
東京デスロック
dots
日本パフォーマンス/アート研究所
ハイバイ
快快
ほうほう堂
Body Arts Laboratory
マレビトの会
渡辺源四郎商店

企 画 名
Life to love & wasted in Naruko
[リゾーム的]なＭ
東京ELECTROCK STAIRS presents 「対ダン」
ＭＯＫＫ ＬＡＢＯ#5 古民家
ラボ20#21 Hi Touch
「true/本当のこと」東京公演
チェルフィッチュ新作公演
デラシネラ『Xのフーガ』国内公演
まことクラヴ 新作公演
マレビトの会演劇公演 「クリプトグラフ」
束芋*ワンダリング・パーティー 「トータル・エクリプス」
「３Ｄ」
劇団こふく劇場プロデュース公演 #15 みやざき◎まあるい劇場公演 「青空」
吾妻橋ダンスクロッシング2009
高知県立美術館 舞台公演シリーズ&定期上映会
2009国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ<キジムナーフェスタ2009>
演劇計画2009
カンボジアの影絵芝居 スバエク・トム日本公演
「マレビトの会」山口情報センター ［YCAM］滞在制作・公演
精華演劇祭Vol14
地点第17回公演 『あたしちゃん、行く先を言って－太田省吾全テクストより－』
渡辺源四郎商店公演 『今日もいい天気』
「LOVE」2009ver.(仮)
EKKKYO-!
ミクニヤナイハラプロジェクト『五人姉妹』本公演(東京/福岡)
『あゆみ』
KENTARO!!ソロ公演「まぼろしなストレート」(仮)
Wi!Wi!Wilder! 2010
日本のへそ演劇祭
サンプル:07「新作」
"「ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶」東京公演"
水の中(仮題)
「投げられやす～い石」
ほうほう堂「ホーホー時計2」
"ホナガヨウコ企画 音体パフォーマンス公演 「リアル感電！！」"
"マレビトの会演劇公演「H→H ヒロシマ-ハプチョン」"
矢内原美邦 ワークショップ公演
吾妻橋ダンスクロッシング2010
2010国際児童青少年演劇フェスティバルおきなわ
エルダー世代×相模友士郎『DRAMATHOLOGY』
地点『芥川龍之介集』(仮)
渡辺源四郎商店・東京デスロック合同公演
京都×横浜プロジェクト2010
吾妻橋ダンスクロッシング2011
"To Belong" アジア国際交流 ダンス作品創作企画 (仮称)
KIKIKIKIKIKIKI新作公演「ちっさいのん、おおきいのん、ふっといのん。(仮称)
京都×横浜プロジェクト2011
金魚(鈴木ユキオ)新作公演「在る 確かに(仮)」
ミニマルダンス計画 2
東京ELECTROCKSTAIRS 新作公演
高知県立美術館舞台公演シリーズ
Co.山田うん 新作2011
サンプル:08「新作(タイトル未定)」
『三月の5日間』
『再/生』
桑折現(dots)新作パフォーマンス公演
未来遊園地～次世代パフォーマンス・アーティスト達のプラットホーム～
ハイバイ「新作(タイトル未定)」
快快ヨーロッパツアー(仮称)
ほうほう堂@大山崎
Whenever Wherever Festival 2011
「ヒロシマーナガサキ」ワーク・イン・プログレス発表会
渡辺源四郎商店第13回公演
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助 成 先
悪魔のしるし
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
岩渕貞太
岡崎藝術座
北九州お手軽劇場 アイアンシアター運営実行委員会
木ノ下歌舞伎/木ノ下裕一
KENTAROCKERS
Co.山田うん
神戸アートビレッジセンター(大阪ガスビジネスクリエイト株式会
社)
国際児童・青少年演劇フェスティバル おきなわ実行委員会
平成24年 サンプル・有限会社quinada
チェルフィッチュ
中野成樹+フランケンズ
日本パフォーマンス/アート研究所
ハイバイ・有限会社quinada
BATIK
快快
プリコグ
マームとジプシー
マレビトの会
渡辺源四郎商店
劇団野の上
アーキタンツ
吾妻橋ダンスクロッシング実行委員会
天使館
平成25年 Baobab
マームとジプシー
ミクニヤナイハラプロジェクト
RingーBong

企 画 名
扭曲網格 twisted grid (仮称)
吾妻橋ダンスクロッシング2012
岩渕貞太新作パフォーマンス公演+観客づくりワークショップ
岡崎藝術座 新作公演
えだみつ演劇フェスティバル2012
京都×横浜プロジェクト2012
KENTARO!! ソロダンス公演
＜横浜「KAFE9」参加作品＞「ショーメン」野外公演 (仮)
カンパニーデラシネラ 新作公演
2012国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ
サンプル:10「自慢の息子」ツアー
「In Between Jupiter and Mars」国内ツアー
ナカフラ演劇展 国内巡回版
梅田哲也ソウル=トウキョウLIVE(仮)
ハイバイ「ポンポン」
BATIK新作公演『おたる鳥をよぶ準備』
快快『SHIBAHAMA』バンコク公演
紙芝居プロジェクト
「あ、ストレンジャー」再演
マレビトの会 演劇プロジェクト「アンティゴネーへの旅の記録とその上演」
渡辺源四郎商店第15回公演
「ふすまとぐち」
ARCHITANZ 2014 《ダブル・ビル》
吾妻橋ダンスクロッシング2013(仮)
Spiel
Baobab単独公演 二都市ツアー
マームとジプシー8月公演「cocoon」
『前向き!タイモン』 ツアー
Ring-Bong 第4回公演「記憶のかけら」

