
 

①選考結果（2021年度当初助成予定）
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②助成結果（2021年度助成実績）
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事業の状況

　2020年度全公演の中から選定される第19回佐川吉男音楽賞(賞金100万円)はバッハ・コ
レギウム・ジャパン「リナルド」が、第19回同奨励賞（賞金50万円）は北海道二期会
「蝶々夫人」が受賞した。

（単位：団体数、万円）
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    ※2020年度からの繰越公演となった9団体助成決定金額470万円を含む
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      ※公演中止となった5団体に対する助成金額300万円を含む
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２．顕彰事業

１．助成事業

上　半　期 下　半　期 計

10 700
上　半　期

16

　設立初年度からの助成実績の累計は、助成先団体数延べ 1,784団体、助成総額17億2,270万
円となった。
　2020年度助成公演の中から選定される第29回三菱UFJ信託音楽賞（賞金300万円）は日本オ
ペラ振興会「キジムナー時を翔ける」が、第18回同奨励賞（賞金各100万円）はオペラシア
ターこんにゃく座「森は生きている」並びに川西市文化・スポーツ振興財団「満仲～美女丸
の廻心」が受賞した。
音楽賞の実績累計は、団体数延べ61団体、賞金（助成）総額1億3,500万円となった。

 2021年度において、わが国の音楽団体が主催する公演等について、年度を二期に
分けて50団体3,000万円の助成対象を選考し、前年度からの繰越公演と併せ、次表①
のとおり59団体に対し総額3,470万円を助成する予定であった。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響が引き続きあったことから、
中止・延期となる公演があり、助成実績としては次表②のとおり55団体に対し
総額3,230万円となった。
 なお、昨年度より感染症の影響等主催者の責によらない理由で中止となる場合には、
助成決定金額を上限にかかった費用分の助成を行うこととしており、公演中止と
なった5団体に対し300万円の助成を行った。
 また、公演延期分の2団体、助成額100万円については、2022年度に繰り越して助成を
行う予定としている。
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2021年度上半期（第68回）助成公演27件　助成金総額　1,560万円

１．オペラ　　　　　　　　7件　550万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

団　体　名 公　演　名 公演日 会　　　　　場 助成金額

日本オペラ振興会（藤原歌劇団） プッチーニ「蝶々夫人」 6/25～27 日生劇場 110

兵庫県立芸術文化センター　 レハール「メリー・ウィドウ」
7/16～18
20～22,24,25

兵庫県立芸術文化センター大ホール 90

仙台オペラ協会　 モーツァルト「魔笛」 ※延期→9/5 東京エレクトロンホール宮城 60

東京二期会 モーツァルト「魔笛」 9/8,9,11,12 東京文化会館大ホール 130

横浜シティオペラ 新倉健「ポラーノの広場」 ※延期→9/23 神奈川県立音楽堂 40

関西芸術振興会・関西歌劇団 チレア「アドリアーナ・ルクヴルール」 ※延期→9/25,26 吹田市文化会館メイシアター大ホール 60

北九州シティオペラ（中止） プッチーニ「ラ・ボエーム」 9/11,12 北九州芸術劇場大ホール 60

　 550

２．オーケストラ等　　　 11件　590万円

団　体　名 公　演　名 公演日 会　　　　　場 助成金額

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 ワーグナー「ニーベルングの指環」ハイライト特別演奏会 5/16 東京文化会館大ホール 60

広島交響楽協会 第411回定期演奏会 5/30 広島文化学園HBGホール 50

関西フィルハーモニー管弦楽団　 第320回定期演奏会 6/18 ザ・シンフォニーホール 60

NHK交響楽団　 Music Tomorrow2021 6/22 東京オペラシティコンサートホール 60

東京フィルハーモニー交響楽団 ブラームス　交響曲の全て 7/2 ,9/17 サントリーホール 60

東京シンフォニエッタ 第49回定期演奏会 7/9 東京文化会館小ホール 30

大阪コレギウム・ムジクム　 第123回大阪定期公演 7/18 住友生命いずみホール 30

新日本フィルハーモニー交響楽団 第636回定期演奏会 7/30 ,31 すみだトリフォニーホール 60

札幌交響楽団 第640回定期演奏会-創立60周年記念- 9/11,12 札幌コンサートホール Kitara 60

群馬交響楽団 
 
第571回定期演奏会 9/18 高崎芸術劇場 60

山形交響楽協会   第295回定期演奏会 9/25,26 山形テルサホール 60

590

３．音楽祭　　　　　　　8件　390万円

団　体　名 公　演　名 公演日 会　　　　　場 助成金額

21世紀の合唱を考える会「音楽樹」 Tokyo Cantat 2021（無観客公演、オンライン配信）
※延期→
4/29～8/31

府中芸術の森劇場他 50

日本ショパン協会　 ショパンフェスティバル2021in表参道 5/24～29 カワイ表参道コンサートサロン パウゼ 30

調布市文化・コミュニティ振興財団   調布国際音楽祭2021 6/27～7/4 調布市グリーンホール他 40

ジェスク音楽文化振興会　 第42回霧島国際音楽祭2021 7/15～8/1 みやまコンセール、宝山ホール他 60

群馬草津国際音楽協会 第41回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル 8/17～29 草津音楽の森国際コンサートホール 60

武生国際音楽推進会議 武生国際音楽祭2021 9/5～12 越前市文化センター他 50

東京・春・音楽祭実行委員会（中止） ワーグナー「パルジファル」 4/2,4 東京文化会館大ホール 60

いしかわミュージックアカデミー実行委員会（中止） ２０２１いしかわミュージックアカデミー 8/17～26 石川県立音楽堂他 40

390

４．作曲家団体　　　　1件　30万円

団　体　名 公　演　名 日　　　　時 会　　　　　場 助成金額

オーケストラ・プロジェクト オーケストラ・プロジェクト2020 ※延期→6/2 東京オペラシティコンサートホール 30

30

(単位：万円）
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※延期→は前年度からの延期公演、公演の延期・中止の理由はいずれも新型コロナウイルス感染拡大の影響によるもの



2021年度下半期（第69回）助成公演28件　助成金総額　1,670万円

１．オペラ　　　　　　　16件　1,070万円　　　

団　体　名 公　演　名 公演日 会　　　　　場 助成金額

名古屋二期会 モーツァルト「魔笛」 10/23,24 日本特殊陶業市民会館フォレストホール 70

和歌山市民オペラ協会 山下祐加「稲むらの火の物語ー梧陵と海舟」 11/14 和歌山城ホール 50

群馬オペラ協会 白樫栄子「みずち」ハイライト演奏会形式（代替公演） ※延期→11/14 臨江閣別館 40

姫路市文化国際交流財団 池辺晋一郎「千姫」 12/11,12 アクリエひめじ大ホール 50

川西市文化・スポーツ振興財団 モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」 12/11,12 川西市みつなかホール 80

オペラ彩 ビゼー「カルメン」 12/18,19 和光市民文化センターサンアゼリア大ホール 90

オペラシアターこんにゃく座　 寺嶋陸也「あん」 2/10～20 俳優座劇場 60

日本オペラ振興会（日本オペラ協会） 伊藤康英「ミスター・シンデレラ」 2/19,20 新宿区文化センター大ホール 100

藤沢市みらい創造財団 ヴェルディ「ナブッコ」
2/26,27
3/5,6

藤沢市民会館大ホール 70

アントネッロ ヘンデル「ジュリオ・チェーザレ」 ※延期→3/3,5 川口総合文化センター・リリア 50

びわ湖ホール ワーグナー「パルジファル」 3/3,6 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホール 100

関西二期会 モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」 3/12,13 兵庫県立芸術文化センター大ホール 80

北海道二期会 オペラ・ガラ・コンサート 3/21 札幌市教育文化会館大ホール 40

鹿児島オペラ協会 伊藤康英「ミスター・シンデレラ」 3/26,27 霧島市民会館 50

堺シティオペラ（中止） 石桁真礼生「卒塔婆小町」、大栗裕「赤い陣羽織」 2/12,13 フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール） 80

名古屋二期会（中止） 尾上和彦「月の影―源氏物語―」 ※延期→3/5,6 名古屋市芸術創造センター 60

1070

２．オーケストラ等　　　 7件　330万円

団　体　名 公　演　名 公演日 会　　　　　場 助成金額

東京都交響楽団　 第936回定期演奏会、第937回定期演奏会 10/20,21 東京芸術劇場他 50

千葉交響楽団 第110回定期演奏会 10/31 千葉県文化会館大ホール 40

九州交響楽団 第400回定期演奏会 12/8 福岡サンパレスコンサートホール 50

日本センチュリー交響楽団 豊中名曲シリーズVol.20 12/18 豊中市立文化芸術センター大ホール 50

住友生命いずみホール いずみシンフォニエッタ大阪第47回定期演奏会 2/5 住友生命いずみホール 50

神戸市民文化振興財団 神戸市室内管弦楽団第152回定期演奏会 2/26 神戸文化ホール中ホール 40

日本オーケストラ連盟 オーケストラの日2022（オンライン配信） 3/31 東京文化会館小ホール 50

330

３．音楽祭　　　　　　　 2件　180万円

団　体　名 公　演　名 公演日 会　　　　　場 助成金額

北区文化振興財団 ラモー「アナクレオン」他（代替公演） 12/10,12 北とぴあさくらホール 70

ミュージック・フロム・ジャパン 2022年音楽祭　 3/2～6 コロンビア大学他 110

180

４．作曲家団体　　　  3件　 90万円

団　体　名 公　演　名 公演日 会　　　　　場 助成金額

日本現代音楽協会 現音Music Our Time 2021 11/25～12/7 東京オペラシティリサイタルホール 30

オーケストラ・プロジェクト オーケストラ・プロジェクト 2021 12/1 東京オペラシティコンサートホール 30

日本作曲家協議会　   アジア音楽祭2022 3/28～31 ミューザ川崎シンフォニーホール 30

90

(単位：万円）

※延期→は前年度からの延期公演、公演の延期・中止の理由はいずれも新型コロナウイルス感染拡大の影響によるもの
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団　体　名 公　演　名 公　演　日 会　　　　場 表 彰 金

公益財団法人日本オペラ振興
会

中村透作曲
オペラ「キジムナー時を翔ける」

2021年2月20日、21日 新宿文化センター 大ホール 300

2．第18回三菱UFJ信託音楽賞 奨励賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 団　体　名 公　演　名  公　演　日 会　　　　場 表 彰 金

有限会社オペラシアターこんにゃく座
林光作曲
オペラ「森は生きている」

2021年2月19日～24日 世田谷パブリックシアター 100

公益財団法人川西市文化・スポーツ振興財団
景山伸夫作曲
創作オペラ「満仲～美女丸の廻心」

2020年10月10日、11日 川西市みつなかホール 100

団　体　名 公　演　名 公　演　日 会　　　　　場 表 彰 金

バッハ・コレギウム・ジャパン
ヘンデル作曲
歌劇「リナルド」

2020年11月3日
東京オペラシティ
コンサートホール

100

4. 第19回佐川吉男音楽賞 奨励賞　　　　　　　　　        　             　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

団　体　名 公　演　名 公　演　日 会　　　　　場 表 彰 金

一般社団法人北海道二期会
プッチーニ作曲
オペラ「蝶々夫人」

2021年2月21日 札幌文化芸術劇場hitaru 50
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3. 第19回佐川吉男音楽賞　　　　　　　　　        　             　　　     　　　　　　　　　　　　　　

1．第29回三菱UFJ信託音楽賞　　　　　　　        　             　　　               （単位：万円）　　　　　　　　　　　　　　　
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