平成26年度道銀芸術文化助成事業
音楽部門
熊本利絵フルートリサイタル ～オペラファンタジー～
リサイタル 熊本利絵
平成26年5月10日 ／ ザ・ルーテルホール
松井亜樹ソプラノリサイタル ～ロシアオペラの夕べ～
リサイタル 松井亜樹
平成27年3月6日 ／ ザ・ルーテルホール
平成26年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業
新進演奏家育成プロジェクト オーケストラ・シリーズ第24回札幌
オーケストラ
公益財団法人 札幌交響楽団
平成27年3月18日 ／ 札幌市教育文化会館大ホール

美術部門
展覧会

展覧会

展覧会

Sapporo Conception 札幌現代アート交流展2014
Sapporo Conception of Art 実行委員会
平成26年7月9日～平成26年9月28日 ／ ギャラリーレタラと隣接地
冬のワンダー☆ミュージアム2015 どうぶつたち、大集合！
北海道立近代美術館
平成26年12月20日～平成27年1月18日 ／ 北海道立近代美術館
『Re-crossing それぞれの生きること、描くこと。』
井桁雅臣・大古瀬和美・平向功一
平成27年3月25日～平成27年4月5日 ／ 法邑ギャラリー

平成27年度道銀芸術文化助成事業
音楽部門
青山紗弓 村元絵美 ピアノ デュオ コンサートⅡ
ピアノデュオ
青山紗弓・村元絵美ピアノデュオコンサート実行委員会 江川紗弓
平成27年4月12日 ／ ザ・ルーテルホール
アンサンブル・エルヴェ 第10回演奏会
弦楽アンサンブル アンサンブル・エルヴェ ／ 代表 宇田梓
平成27年6月15日 ／ 札幌サンプラザホール
ライプツィヒ建都1000年に寄せて
バッハ／シューマン／メンデルスゾーン
声楽・ピアノ
弦楽四重奏 他 日本シューマン協会札幌支部 ／ 代表 影山裕子
平成27年10月9日 ／ 札幌コンサートホール Kitara小ホール
FLUTE REVOLUTION FROM SAPPORO Vol.4
室内楽
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
フルート
平成27年11月8日 ／ 札幌市教育文化会館小ホール
第10回さっぽろオペラ祭2015・北海道二期会 平成27年度オペラ公演
オペラ 花咲かじいさん ／ 落語オペラ 目黒のさんま
オペラ
北海道二期会 ／ 代表 三部安紀子
平成27年12月12日・13日 ／ 札幌市教育文化会館小ホール
平成27年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業
新進演奏家育成プロジェクトオーケストラ・シリーズ 札幌公演
オーケストラ
公益財団法人 札幌交響楽団 ／ 理事長 村田正敏
平成28年1月29日 ／ 札幌コンサートホール Kitara大ホール
アールクシリアン道東音楽祭XV Op.15-4
作品展
アールクシリアンおとの会 ／ 代表 泉史夫
コンサート
平成28年3月19日 ／ 北海道立釧路芸術館アートホール

美術部門
野外展覧会

展覧会

展覧会

展覧会

個展(絵画）

ハルカヤマ藝術要塞2015
ハルカヤマ藝術要塞2015実行委員会 ／ 代表 渡辺行夫
平成27年7月11日～平成27年9月27日 ／ ハルカヤマ藝術要塞
飛生の森の展覧会
飛生アートコミュニティー 国松希根太
平成27年9月6日～平成27年9月11日 ／ 飛生アートコミュニティー
第30回記念 北の日本画展 －科学の視点から日本画に迫る！－
北の日本画展 ／ 代表 川井垣
平成27年10月17日～平成27年10月25日 ／ 北海道立近代美術館
全道展70周年記念企画展〈会員・会友展〉 70年―新生する全道展―
全道美術協会 ／ 事務局長 川本ヤスヒロ
平成27年10月31日～平成27年11月8日 ／ 北海道立近代美術館
伊藤恵里 展
いのちの生まれる所 －in the marshy land－
伊藤恵里
平成27年11月2日～平成27年11月8日 ／ らいらっく・ぎゃらりい

平成28年度道銀芸術文化助成事業
音楽部門
ムジカ・アンティカ・サッポロ Vol.9
ムジカ・アンティカ・サッポロ 物部憲一
平成28年4月19日 ／ Kitara小ホール
第14回ゾンゴラコンサート「北海道に伝えるリストの系譜」
F.リスト全曲演奏シリーズⅣ＜リストの伝えた物語＞
室内楽
Zongoraの会 代表 小杉恵
平成28年7月17日 ／ 札幌サンプラザホール
Musica Soave se vuoi… 花に寄せて
ソプラノデュオ針生美智子・一鐵久美子
声楽デュオ
Musica Soave 針生美智子・一鐡久美子
平成28年9月25日 ／ 六花亭きたこぶしホール
岡本孝慈 レーガーの夕べ ドイツ音楽の王道 没後100年
室内楽
ミューズコンサート札幌 代表 岡本孝慈
平成28年10月14日 ／ 札幌ザ・ルーテルホール
真貝裕司カスタネットリサイタル
リサイタル 日本カスタネット協会 会長 真貝裕司
平成28年10月26日 ／ Kitara小ホール
LCアルモーニカ オペラ公演 Ｇ.プッチーニ作曲｢ラ・ボエーム｣全4幕
オペラ
LCアルモーニカ 代表 南出薫
平成28年12月25日 ／ 札幌市教育文化会館大ホール
平成28年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業
「新進演奏家育成プロジェクトオーケストラシリーズ」札幌公演
オーケストラ
公益財団法人 札幌交響楽団 理事長 村田正敏
平成29年2月16日 ／ 札幌コンサートホールKitara大ホール
木管五重奏団ウィンドアンサンブル・ポロゴ 定期公演 第９回
室内楽
木管五重奏団ウィンドアンサンブル・ポロゴ 代表 山本郁実
平成29年3月11日 ／ 札幌ザ・ルーテルホール
札幌コダーイ合唱団創立40周年記念 J.S.バッハ｢マタイ受難曲｣演奏会
オーケストラ
札幌コダーイ合唱団・合奏団 代表 中野道晴
合唱
平成29年3月26日 ／ Kitara大ホール
室内楽

美術部門
絵画個展

展覧会

展覧会

絵画個展

展覧会

陶芸個展

グループ展

第1回糸井崇史油彩展
糸井崇史
平成28年4月18～24日 ／ らいらっく・ぎゃらりい
公募展北海道陶芸展 第45回記念展 ―北海道陶芸展の変遷―
北海道陶芸協会 会長 奥岡茂雄
平成28年6月25日～7月10日 ／ 札幌芸術の森工芸館
平成28年7月26日～31日 ／ 旭川ギャラリースペース
第15回記念 サッポロ未来展
サッポロ未来展実行委員会 事務局長 宮地明人
平成28年8月8日～20日 ／ 札幌時計台ギャラリー・北海道庁旧本庁舎
三浦恵美子油彩展～人物の変容展～
三浦恵美子
平成28年8月15日～21日 ／ らいらっく・ぎゃらりい
帯広コンテンポラリーアート2016 ｢ヒト科ヒト属ヒト」
帯広コンテンポラリーアート実行委員会 伽井丹彌
平成28年10月1日～30 ／ 帯広の森
2016 もみじ窯 香西信行作陶展
香西信行
平成28年10月4日～9日 ／ 大丸藤井セントラルスカイホール
北のユートピア
代表 伊藤恵里
H29年3月14日～20日 ／ 札幌市資料館ギャラリー

