平成29年度道銀芸術文化助成事業

(音楽部門・10件）

モンテヴェルディ生誕450周年記念 音楽のたわむれ
室内楽

～バロック・ヴァイオリン奏者アドリア―ナ・アルカーイデ氏と丹沢広樹氏のお二人と共に～

モンテヴェルディイヤー実行委員会 陣内麻友美
H29.4.2 ／ 札幌ザ・ルーテルホール
浅沼恵輔コンサートシリーズ vol.２ ～With Saxophones～

リサイタル コンサートシリーズ実行委員会 浅沼恵輔
H29.5.25 ／ 札幌市時計台ホール
新関知子ソプラノリサイタル ～演奏活動25周年を迎えて～
リサイタル 新関知子
H29.6.21 ／ Kitara小ホール
NOKKO LIVE VOL.15 ～クラシックピアノ曲のソロコンサート～
リサイタル 永渕典子
H29.10.11 ／ カワイ札幌コンサートサロン Chou Chou（シュシュ）
中谷友美ピアノリサイタル
リサイタル 中谷友美
H29.11.15 ／ 札幌ザ・ルーテルホール
さっぽろオペラ祭２０１７
オペラ

北海道二期会平成２９年度オペラ公演 「不思議の国のアリス」
一般社団法人 北海道二期会 理事長 三部安紀子
Ｈ29.11.23、11.24

／ 札幌市教育文化会館小ホール

玉木亮一 ＴＵＢＡリサイタル２０１７
リサイタル 玉木亮一
H29.12.20 ／ 札幌サンプラザホール
フルートレボリューションfrom札幌 Vol.6
フルート
アンサンブル フルートレボリューションfrom札幌実行委員会 代表 八條美奈子
H29.12.24 ／ 札幌市教育文化会館小ホール
土井泰志ピアノリサイタル ～変奏の妙技～
リサイタル 土井泰志
Ｈ30.1.8 ／ 六花亭ふきのとうホール
影山裕子プロデュース シューマンシリーズ
室内楽

第二回シューマニア ｢幻想とおとぎの国の住人 シューマン」
影山裕子 （日本シューマン協会札幌支部）
H30.1.30 ／ 六花亭ふきのとうホール

平成29年度道銀芸術文化助成事業 (美術部門・9件）
バックボックス展
グループ展 バックボックス展 代表 亀井由利
H29.4.18～4.23 ／ 札幌市民ギャラリー
ハルカヤマ藝術要塞2017[ファイナル・カット]
野外美術展 ハルカヤマ藝術要塞事務局 代表 渡辺行夫
H29.6.11～6.18 ／ ハルカヤマ藝術要塞・ハルカヤマGallelyおよび周辺
亀井由利自選展
絵画個展 亀井由利
H29.6.13～H29.6.18 ／ 室蘭市民美術館オープンギャラリー
第32回 北の日本画展 札幌展 ／ 深川展
北の日本画展 事務局長 池田さやか
展覧会
H29.8.1～H29.8.6 ／ 大丸藤井セントラルスカイホール
H29.8.16～H29.8.31 ／ 深川アートホール東州館
２+２ 北海道・光州美術交流展2017
展覧会
北海道・光州美術交流展2017実行委員会 代表 吉田茂
H29.8.8～9.14 ／ ギャラリーレタラ
渡邊賢治絵画個展「Kenji ぼくのうた Vol.11」
絵画個展 渡邊賢治
H29.8.22～8.27 ／ らいらっく・ぎゃらりい
第５回「北日展」公募展 札幌展 ／ 三笠移動展
北海道日本画会（北日展） 会長 新田志津男
展覧会
H29.9.20～9.24 ／ 札幌市民ギャラリー
Ｈ29.10.7～8 ／ 三笠市民会館展示室
第16回 サッポロ未来展 in Takikawa
展覧会 サッポロ未来展実行委員会 事務局長 宮地明人
H29.10.7～H29.10.22 ／ 滝川市美術自然史館
石垣渉 水彩画の世界展 ～目の前に広がる風景～
絵画個展 石垣渉
Ｈ30.3.5～3.11 ／ らいらっく・ぎゃらりい

平成30年度道銀芸術文化助成事業 (音楽部門・２１件）
中野耕太郎トロンボーンリサイタル2018
リサイタル

中野耕太郎トロンボーンリサイタル実行委員会 中野耕太郎
Ｈ30.5.6／Kitara小ホール（札幌）
浅井良子フルートリサイタル

リサイタル

浅井良子フルートリサイタル実行委員会 浅井良子
Ｈ30.6.17／ザ・ルーテルホール（札幌）
北海道ポーランド文化協会 創立30周年記念演奏会

室内楽

北海道ポーランド文化協会 会長 安藤厚 (演奏会実行委員会）
H30.6.23／Kitara小ホール（札幌）
石田久大バリトンリサイタル 「美しき水車小屋の娘」全曲

リサイタル

石田久大
Ｈ30.6.29／ザ・ルーテルホール（札幌）
声楽アンサンブル・イェフテ 第4回演奏会 「歌で語る。イェフテの悲劇」

声楽アンサンブル アンサンブル・イェフテ 代表 陣内麻友美
Ｈ30.7.1／ザ・ルーテルホール（札幌）
青木晃一＆石田敏明 デュオ・リサイタル
デユオリサイタル

ＤＵＯ ＲＥＣＩＴＡＬ 実行委員会 石田敏明・青木晃一
Ｈ30.7.14／旭川市神楽公民館 木楽輪（きらりん） (旭川）
ＬＣアルモーニカ 15周年記念オペラ公演 「ホフマン物語」(北海道初演)

オペラ

ＬＣアルモーニカ 代表 南出薫
Ｈ30.8.5／札幌市教育文化会館大ホール（札幌）
アイノラのつどいＶｏｌ．１５ オーロラのアリア 上田博美ホルンリサイタル

リサイタル

アイノラのつどい実行委員会 上田博美
Ｈ30.8.24／ザ・ルーテルホール（札幌）
松井亜樹ソプラノリサイタル

リサイタル

～ドームラ奏者アンドレイ・クガエフスキー氏をお迎えして～
松井亜樹
Ｈ30.9.21／六花亭ふきのとうホール（札幌）
歌で綴るメンデルスゾーンｖｏｌ.2 ～親愛なる仲間と共に～

室内楽

歌で綴るメンデルスゾーン実行委員会 河口しほり・小泉香織
Ｈ30.9.24／ザ・ルーテルホール（札幌）
浅沼恵輔ピアノリサイタル

リサイタル

浅沼恵輔ピアノリサイタル実行委員会（浅沼恵輔）
Ｈ30.9.29／Kitara小ホール（札幌）

第10回おんがくとたいせつなもの ～うたといきる～
室内楽

イル テアトリーノ 次藤正代・森洋子
Ｈ30.10.8（2公演）／上藤城会館（七飯町）
沓野勢津子マリンバリサイタル～Marimba in Nature 自然界のマリンバ～

リサイタル

沓野勢津子
Ｈ30.10.10／Kitara小ホール（札幌）
札幌交響楽団入団20周年記念 斎藤正樹コントラバスリサイタル

リサイタル

斎藤正樹
Ｈ30.10.19／六花亭ふきのとうホール（札幌）
徳田貴子ピアノリサイタル

リサイタル

徳田貴子
Ｈ30.10.28／ザ・ルーテルホール（札幌）
フルートレボリューションfrom札幌 Vol.7

フルートアンサンブル フルートレボリューションfrom札幌実行委員会 代表 八條美奈子
Ｈ30.11.4／札幌市教育文化会館小ホール（札幌）

「Dialogue」Concert en trio d'anches
木管三重奏

～葦笛たちの対話 木管三重奏の愉しみ～vol.２
中川知美
Ｈ30.11.27／六花亭ふきのとうホール（札幌）
Musica Soave se vuoi …Vol.5 Christmas Concert

デユオリサイタル

Musica Soave 針生美智子・一鐵久美子
Ｈ30.12.14／六花亭ふきのとうホール（札幌）
土井泰志ピアノリサイタル ～ラフマニノフ「音の絵」全曲演奏会～

リサイタル

土井泰志
Ｈ30.12.29／六花亭ふきのとうホール（札幌）
樋口智樹ピアノリサイタルVol.２

リサイタル

樋口智樹
Ｈ31.3.2／Kitara小ホール（札幌）
札幌文化芸術劇場hitaru「オープニングシリーズ」

オペラ

北海道二期会オペラ『椿姫』 Ｇ．ヴェルディ作曲 全3幕 字幕付き原語上演
一般社団法人 北海道二期会 理事長 三部安紀子
Ｈ31.3.10／札幌文化芸術劇場（札幌）

平成30年度道銀芸術文化助成事業 (美術部門・11件）
久藤エリコ 切り絵作品展 ゆらぎ
切り絵個展

久藤エリコ
Ｈ30.4.2～Ｈ30.4.8／らいらっく・ぎゃらりい(札幌)
バックボックス展

グループ展

バックボックス展 亀井由利
Ｈ30.4.17～Ｈ30.4.22／札幌市民ギャラリー(札幌)
中橋修水彩画展 遥かなる風

絵画個展

中橋修
Ｈ30.5.28～Ｈ30.6.3／らいらっく・ぎゃらりい(札幌)
第19回グループ環展

グループ展

グループ環（かん） 中吉功
Ｈ30.6.12～Ｈ30.6.17／大丸藤井セントラル スカイホール全室(札幌)
『いきもの』

美術展

『いきもの』展実行委員会 実行委員長 朝地信介
Ｈ30.7.27～Ｈ30.8.5／ＧＡＬＬＥＲＹ門馬 (札幌）
渡邊賢治絵画個展「Kenji ぼくのうた vol.12」

絵画個展

渡邊賢治
Ｈ30.9.4～Ｈ30.9.５／らいらっく・ぎゃらりい(札幌) ※震災により会期短縮

Ｌａ Ｌｕｚ ― はばたき そして 光 ― 佐藤千穂作品展
個展
佐藤千穂
絵画・ｶﾞﾗｽ絵・流木
Ｈ30.9.15～Ｈ30.9.30／北方圏学術情報センターPORTO(札幌)
上ノ大作展 －private picee－
立体造形個展

上ノ大作
Ｈ30.10.3～Ｈ30.10.14／茶廊法邑(札幌）
鼓動する日本画 CONNECT

美術展

鼓動する日本画展実行委員会 実行委員長 朝地信介
Ｈ30.10.27～Ｈ30.11.11／北方圏学術情報センターPORTO (札幌)
河口真哉作品展『心の中はいつも言葉の雨が降っている。（後編）』

立体造形個展

河口真哉
Ｈ30.11.27～Ｈ30.12.2／らいらっく・ぎゃらりい(札幌)

Landscape Will 2019
個展
川上りえ
彫刻・ｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ
Ｈ31.3.18～Ｈ31.3.31／札幌市民交流プラザ2階ＳＣＡＲＴＳスタジオ２(札幌)

2019年度道銀芸術文化助成事業 （音楽部門・２１件）
伊藤さやか クラリネットリサイタル
リサイタル

伊藤さやか
2019.4.20 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
伊藤千尋・丸山滋 Duo Opus 1 Piano Recital

デュオリサイタル 伊藤千尋・丸山滋
2019.4.20 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
ヘンデルとバッハ バロック珠玉の名曲集 ～ヘンデル「メサイア」より
室内楽

「メサイア」ハイライト演奏会実行委員会 中原聡章
2019.6.8 ／ 札幌桑園教会（札幌）
若狭弘樹 クラシックギターリサイタル２０１９

リサイタル

若狭弘樹ギターコンサート実行委員会 代表 若狭富子
2019.6.24 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
デビュー３０周年記念 樋口英子ピアノリサイタル

リサイタル

樋口英子
2019.8.8 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
魅惑のロシア

デュオリサイタル オフィスエラトー魅惑のロシアコンサート実行委員会 次藤正代・吉田千紗
2019.8.16 ／ 函館ハリストス正教会 信徒会館(函館)
しらこ企画 「室内楽シリーズVol.Ⅱ」
室内楽

白子企画 白子正樹
2019.8.19 ／ ふきのとうホール（札幌）
日本アレンスキー協会創立１０周年記念 講演会＆コンサート

室内楽

～発掘と研究、そして普及の１０年を振り返る～
日本アレンスキー協会 会長 川染雅嗣
2019.8.25 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
八條美奈子 フルートリサイタル ～フルートの旅～

リサイタル

八條美奈子
2019.9.19 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
Duo Concertante in America!!
左藤博之×明上山貴代 協奏的二重奏の夕べ vol.２

デュオリサイタル ～アメリカにちなんだ作品を集めて～
Duo Concertante 左藤博之・明上山貴代
2019.9.20 ／ 渡辺淳一文学館ホール（札幌）
第１６回ゾンゴラコンサート 北海道に伝えるリストとの系譜
室内楽

Ｆ．リスト全曲演奏シリーズⅥ 歌の翼 ～リストとメンデルスゾーンをつなぐ～
Zongoraの会 代表 小杉恵
2019.9.29 ／ 札幌市生涯学習センター ちえりあホール（札幌）

服部麻実 ソプラノリサイタルⅧ チャイコフスキイとドヴォルザーク
リサイタル

服部麻実
2019.10.2 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
平成３０年度第２８回道銀芸術文化奨励賞受賞記念

リサイタル

沓野勢津子 マリンバリサイタル 北海道から世界へ。
沓野勢津子
2019.10.22 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
「Dialogue」Concert en trio d'anches

室内楽

葦笛たちの対話 木管三重奏の愉しみ ～vol.３
アコルト木管三重奏団 鷹見てるみ・中川知美・石黒玲
2019.10.31 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
按田佳央理 フルートリサイタルVol.2 ～ドイツ、オーストリアの東雲～

リサイタル

按田佳央理
2019.11.7 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
菅原利美 ソプラノ・リサイタル ～プッチーニが描く女たち～

リサイタル

菅原利美
2019.11.9 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
～ピアノトリオのひととき Vol.5～ 夜のア・ラ・カルト

室内楽

ピアノトリオのひととき 福井岳雄・中川恵美・辻千絵
2019.11.11 ／ ふきのとうホール（札幌）
渡部美蕗 ピアノリサイタルvol.3

リサイタル

渡部美蕗
2019.11.15 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
教文オペラプログラム 北海道二期会創立５５周年記念公演

オペラ

オペラ ガラ・コンサート＆歌劇「道化師」
一般社団法人北海道二期会 理事長 三部安紀子
2019.11.23～24 (２公演） ／ 札幌市教育文化会館大ホール（札幌）
徳田貴子 ピアノリサイタル 古典派からジャズ風クラシックまで

リサイタル

徳田貴子
2019.12.15 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
南加奈子 フルートリサイタル

リサイタル

南加奈子
2020.6.19 （2020.3.27を延期 ） ／ 旭川大雪クリスタルホール音楽堂（旭川）

2019年度道銀芸術文化助成事業 （美術部門・１０件）
バックボックス展
グループ展
バックボックス展 亀井由利
2019.4.16～4.21 ／ 札幌市民ギャラリー(札幌)
渡邊賢治絵画個展「Kenji ぼくのうた vol.13」
絵画個展
渡邊賢治
2019.5.14～5.19 ／ らいらっく・ぎゃらりい(札幌)
ココカラハジマル 小宮伸二オブジェ・インスタレーション
インスタレーション個展 小宮伸二
2019.6.15～6.21 ／ 北海道立函館美術館 ホール（函館市）
第20回記念グループ環 展
グループ展
グループ環（かん） 中吉功
2019.6.25～6.30 大丸藤井セントラル スカイホール(札幌)
鼓動する日本画 CONNECT－MOVE
鼓動する日本画展実行委員会 実行委員長 朝地信介
美術展
2019.9.7～9.16
JRタワー プラニスホール（札幌）
2019.12.22～2020.2.11 網走市立美術館（網走）
2020.2.16～3.31
小川原脩記念美術館（倶知安）
「ミズノナカノカゼ」 長澤裕子 彫刻展
彫刻個展
長澤裕子
2019.9.14～9.29 ＧＡＬＬＥＲＹ門馬＆アネックス（札幌）
田中まゆみ・浜地彩 二人の軌跡展
二人展
浜地彩
2019.10.14～10.20 らいらっく・ぎゃらりい(札幌)
北海道版画協会創立60周年記念展
美術展
北海道版画協会 小林大
2019.11.5～11.10 大丸藤井セントラル スカイホール(札幌)
田中郁子展 ～ここまでと、ここからと～
絵画個展
田中郁子
2019.11.18～11.24 らいらっく・ぎゃらりい(札幌)
河口真由美展 カレイドスコープ
絵画個展
河口真由美
2020.3.16～2020.3.22 らいらっく・ぎゃらりい(札幌)

