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関西・大阪 21 世紀協会 助成事業

王立植物園キューガーデン財団および友の会 (イギリス)
公益財団法人　大和文華館
財団法人　シーボルトハウス(オランダ )

モルドバ日本交流財団 ( モルドバ )　　　　
　
特定非営利活動法人　エナジーフィールド
認定特定非営利活動法人　ミュージック・シェアリング
公益財団法人　山本能楽堂
ウェリントン市議会 ( ニュージーランド)
公益財団法人　東洋文庫
一般社団法人　ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン
トビリシ市役所 (ジョージア)
東京藝術大学 アフガニスタン特別企画展実行委員会
公益財団法人　埼玉県芸術文化振興財団
特定非営利活動法人　パンゲア
公益財団法人　十四世六平太記念財団
International Development Field Camp　
for Myanmar and Japan Youth Leaders
一般社団法人　三陸国際交流協会
日本国際詩人協会
ザ・マート・ギャラリー (アイルランド)
模擬国連会議全米大会  日本代表団派遣事業運営局
一般社団法人　KYOTOGRAPHIE
公益社団法人　日本オーケストラ連盟
一般社団法人　吹田にぎわい観光協会
特定非営利活動法人  エデュケーションガーディアンシップ  グループ
特定非営利活動法人　東京 TVフォーラム
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シャーリー・シャーウッド植物画ギャラリーでのフローラ・ジャポニカ展示会 
特別展　呉越国―西湖に育まれた文化の粋美―（仮称） 
第 10 回国際シーボルトコレクション会議（シーボルト没後 150 年記念大会） 

「モルドバ共和国における日本語講座の開催および日本文化の紹介」および「モルドバ共和国にお
ける、最先端テクノロジー使用での日本語学習の向上および促進、最適学習・研究環境の提供」 
BIWAKOビエンナーレ 2016を軸とした国際文化交流および伝統文化の継承 
ICEP(インターナショナル・コミュニティー・エンゲージメント・プログラム）2016 
Osaka ‒ The capital of performing arts in Japan! 
ウェリントン・ジャパン・ウィーク2016 
ロシア革命 100 周年記念特別展示「日本人の見たロシア、ロシア人の見た日本」 
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン　ヨコハマ 2016 
トビリシ市日本庭園 
東京藝術大学アフガニスタン特別企画展 
日本昔ばなしのダンス　ニューヨーク公演 

「ICT×アート」協働制作を通して学ぶ児童のための多文化共生サマースクール 
An invitation to noh（能への招待） 

International Development Field Camp for Myanmar and Japan Youth Leaders 2017　　　　
　 
東北と世界を結ぶ祭博 2016 
ＪＵＮＰＡ設立 5 周年記念 ポエトリーフェスティバル 
澤田知子＠マート・ギャラリー 
2017 年模擬国連会議全米大会第 34 代日本代表団派遣事業 
第 4 回 KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 
オーケストラ・サミットinジャパン2016　アジア太平洋地域のオーケストラ　～ ミッションのその先へ ～
万博記念公園日本庭園での日本の伝統文化体験およびインバウンド対応育成事業 
第21回海外高校生による日本語スピーチコンテストおよび青少年のための異文化交流プログラム
Tokyo Docs 2016 
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さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座
大阪薪能委員会
特定非営利活動法人　和歌の浦万葉薪能の会
国立民族学博物館
特定非営利活動法人　人形浄瑠璃文楽座
春江大好きプロジェクト
能楽文化振興協会
さんだ文化芸術コミュニティ協会
談山神社呼子鳥の会
公益財団法人　石川県音楽文化振興事業団

北海道オリジナル新作人形浄瑠璃の制作および人形浄瑠璃公演事業 
第 60 回　大阪薪能 
第 18 回　和歌の浦　万葉薪能 
国立民族学博物館 平成 28 年度特別展「見世物―騙るカラダ 騙るモノ―」（仮称） 

『文楽の文字』（仮称）出版事業 
第 6 回子ども落語笑学校 

『天満』街遊び　伝統の美にふれる　～知って、歩いて、食べて、楽しむ　能楽講座～ 
さんだ花の宴　－茶会と文楽が織りなす伝統文化の競演－ 
能舞「多武峰」 
いしかわ子ども邦楽アンサンブル 
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特定非営利活動法人アートアンドアーキテクトフェスタ
一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団
一般社団法人　関西環境開発センター
特定非営利活動法人  関西フィルハーモニー管弦楽団
科学の祭典実行委員会野外実験班
アートエリアB1 運営委員会
関西吹奏楽連盟
一般社団法人 大阪コレギウム・ムジクム
芦屋市立美術博物館
一般社団法人　大阪市音楽団
丹波ささやま人形劇フェスタ実行委員会

U-35　35 歳以下の若手建築家による建築の展覧会 2016 
世界のおいしい絵本展 
日本のモダニズム建築の意義と保存についてのシンポジウム 
関西フィルハーモニー管弦楽団 第 273 回定期演奏会 
理科実験野外教室 
鉄道芸術祭 vol.6　「ストラクチャーの冒険」（仮） 
ブラスエキスポ ’16 
大阪コレギウム・ムジクム演奏会（大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団第51回定期演奏会）第26回現代音楽シリーズ
吉原治良展 ( 仮称） 
第 114 ～ 116 回定期演奏会 
丹波ささやま人形劇フェスタ 
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第 13 回国際尿路結石症学会
公益社団法人  電気化学会キャパシタ技術委員会
IIIAE2016 世界会議実行委員会
第 20 回均一系触媒国際会議組織委員会
第 14 回酵母国際会議組織委員会
第5回妊娠前・胎生期・小児期における環境と
発育・健康影響に関する国際会議組織委員会
第 17 回嗅覚・味覚国際シンポジウム  組織委員会
国際対がん連合日本委員会
照明学会 100 周年事業 LS15 実行委員会
2016 年線虫神経生物学国際集会実行委員会
日本自殺予防学会
公益社団法人　日本動物学会
精密工学会ライフサイクルエンジニアリング専門委員会
日本希土類学会
第 14 回「宇宙と元素」国際シンポジウム組織委員会

第 13 回国際尿路結石症学会 
第 5 回先端キャパシタ技術国際会議（ICAC2016) 開催事業 
IIIAE2016 世界会議 
第 20 回均一系触媒国際会議 
第 14 回酵母国際会議 

第 5 回妊娠前・胎生期・小児期における環境と発育・健康影響に関する国際会議　　　　　　　 

第 17 回嗅覚・味覚国際シンポジウム 
UICC国際がん会議（1966-Tokyo）開催 50 周年記念国際シンポジウム 
第 15 回照明の科学と技術に関する国際シンポジウム 
2016 年線虫神経生物学国際集会・名古屋大学神経回路国際シンポジウム合同集会 
第 7 回国際自殺予防学会　アジア・太平洋地域大会　第 40 回日本自殺予防学会総会 
第 22 回国際動物学会議および第 87 回日本動物学会年会合同大会 
第 24 回 ライフサイクルエンジニアリングに関する国際生産工学アカデミー会議
希土類 2016 札幌、日本 
国際会議「宇宙と元素」 

第 12 回エコバランス国際会議日本 LCA 学会 100

平成28年度　日本万国博覧会記念基金助成事業　交付決定事業者一覧　（※印は本年度の重点事業）

※国際文化交流、国際親善に寄与する活動

※日本の伝統文化の伝承および振興活動

芸術および地域文化に関する活動

学術、教育、社会福祉、医療および保健衛生に関する国際的な活動

自然の保護その他人間環境の保全に関する国際的な活動

No.123 一 11 一 No.123 一 12 一

ASK ニュースASK ニュース

　この展覧会は、ディズニーをテーマにしているものの、
そのキャラクターをそのまま作品化するのではなく、ディ
ズニーという存在が及ぼす思想的、社会的、政治的な背
景を現代美術のフィルターを通して作品化し、展示する
という、実験性の高い企画でした。展示物で目に付いた
のは、福田美蘭氏の作品「誰が袖図」。衣紋掛けに衣装を
掛けた日本の伝統的な図柄、「誰が袖図屏風」を模した
ものですが、そこに掛かる衣装は、ディズニーキャラク
ターたちが着ていた衣服で、人物や動物は描かれていま
せん。壁には、ミッキーマウスの首から切られたいくつも
の頭部がすべて逆さに吊るされ、鎖付きのがまぐちと

なっています。また、胴体部分を寄せ集めて一つの塊に
したシュールな作品など、ディズニーのイメージをアート
の視点から変容させたものが多く出展されました。展覧
会に関連するシンポジウムでは、芸術と著作権法、商標
法について海外の状況なども含めた意見交換が行われ
ました。

平成27（2015）年度のアーツサポート関西の公募助成事業は、
26件・総額975万円でした。
その中の視察報告の一部をご紹介します。

助成に関する受付・お問合せ助成に関する受付・お問合せ
アートサポート関西　事務局
公益財団法人 関西・大阪21世紀協会内

〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル29階
　　    06-7507-2004　　　　　06-7507-5945　
　　　 ask@osaka21.or.jp
TEL FAX
Email

アーツサポート関西

視　察　報　告視　察　報　告

事業者：KUNST ARZT
場　所：ギャラリー KUNST ARZT（京都・東山区）
助成額：40 万円
視察日：2015 年 5 月 9 日

ディズニー美術

　ANTIBODIES Collective は、ダンス、映像、音楽、照明、
美術など、さまざまな分野のアーティスト集団。旧・立誠
小学校の講堂や教室、廊下などが舞台で、約 100 人の観
客が意図せず教室や廊下を移動させられ、ロングドレス
を着た女性や、おかめの面をかぶった女性、軍服姿の男
性、着物姿の女性、ミニドレスの女性、真っ赤なスーツ姿
のビジネスウーマン風の女性など10 数人の出演者が、
観客の間を縫って動き回ります。ロングドレスの女性は
背筋を伸ばして遠くを見ながら颯爽と歩き、おかめの面
の女性は腰をかがめて踊るように動き回ります。ミニドレ
スの 2 人の女性は、時々取っ組み合いのけんかをしなが
ら移動します。こうして観客はさまざまな部屋へ誘われ、
気がつくと観客も演者たちとともに行き交い、教室や廊

下の間を回遊。そのため他の観客を演者と思わされてし
まう瞬間が度々ありました。スタート地点の講堂に戻って
くるまでの1時間15分、セリフは一切なく、映像、照明、音、
さまざまな物体、装置、動きで構成された空間で、誰に指
示されるわけでもなく、矢印で行先を示されるわけでも
なく、とはいえ自分の意志だけで動いていたわけでもな
く、観客は摩訶不思議な体験をしました。

事業者： ANTIBO HQ
場　所：元・立誠小学校（京都・中京区）
助成額：70 万円
視察日：2015 年 10 月 24 日

ANTIBODIES Collective「DUGONG」公演

その他、視察報告の詳細はASKのホームページに掲載しています。 アーツサポート関西　検索


