
文化芸術交流事業に必要な経費

文化事業費

１．人物交流事業費

 (１) 文化人招へい

２．催し等事業費

 (１) 日本文化紹介派遣（主催）

 (２) 日本文化紹介派遣（助成）
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文化事業費

１．人物交流事業費 ／ (1) 文化人招へい

氏名 現職 所属国 事業内容

1 YOO, Jin Ryong 乙支大学校余暇デザイン学
科　教授

韓国 2010.01.15 ～ 2010.01.29 文化・芸術による地域コミュニティー振興の状況、文化施設（博
物館、アートセンター、テーマパーク等）の運営状況視察、芸術
文化振興基金の助成金による芸術活動振興についての理解促進及
び日本文化・社会事情視察。招へい者が副会長を務める韓国余暇
文化学会と同分野の学会である「日本余暇学会」も訪問し、ネッ
トワーク構築を図った

2 MARIA LOURDES, Leviste
Jacob

国家文化芸術委員会
（NCCA）　事務局長

フィリピン 2009.09.10 ～ 2009.09.20 日本の文化行政関係者との面談、ネットワークの構築及び日本文
化・社会事情視察

ベトナム中央文学芸術協会
連合会グループ（11名）

Cao Viet Dung ニャ・ナム出版・コミュニ
ケーション株式会社　翻訳
家

2010.03.28 ～ 2010.04.07

Do Thi Thu Ha 若者新聞　記者

Huynh Vinh Son 解放映画社　アニメ監督

Luong Viet Dung ニャ・ナム出版・コミュニ
ケーション株式会社　通
訳・翻訳家

Nguyen Nhu Huy キュレーター

Nguyen Quang Dung 映画監督

Nguyen Thanh Loc タイズオン舞台芸術有限会
社

Nguyen Vinh Tien T&T越仏建築TM株式会社
(Tグループ)会長／建築家

Pham Khanh Linh 歌手

Tran Huyen Sam フエ教育大学、文学評論家

Truong Duc Tri ミュージック・フェイス社
副社長／作曲家

4 MOHAMED GHOUSE, Nasruddin 国立芸術文化遺産大学
（ASWARA）　会長

マレーシア 2009.06.28 ～ 2009.07.12 芸術系大学、文化関係機関の視察及びネットワークの構築及び日
本文化・社会事情視察

3

海外の文化の諸分野において指導的立場にある者、日本と当該国の文化交流の上で貢献が期待できる者を招へいし、日本の実情視察、日本側文化人、関係分野の専門家等との意見
交換等の機会を提供する。

合計額 62,540,208 円

ベトナム ベトナム中央文学芸術協会連合を形成する作家協会、舞台協会、
美術協会、映画協会、音楽協会、舞踊協会、建築協会、写真協
会、民間文化協会、少数民族文学協会の代表団一行が、日本の当
該分野の関係団体と交流しネットワークを構築

期間
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文化事業費

氏名 現職 所属国 事業内容

5 MUSTAFA, Ghulam パンジャブ芸術評議会　会
長

パキスタン 2009.11.08 ～ 2009.11.21 美術を中心とした日本の芸術の現状視察、関係者とのネットワー
クの構築及び日本文化・社会事情視察

6 MILLS, Richard 西オーストラリア・オペラ
芸術監督

オーストラリア 2009.09.05 ～ 2009.09.14 日本の音楽・舞台芸術、音楽教育の現状視察及び関係団体との
ネットワークの構築、日本の伝統芸術を基にした作曲のヒントを
得るための公演鑑賞及び日本文化・社会事情視察

7 ALO, Allan 南太平洋大学オセアニア芸
術・文化センター　振付師
／演出家

フィジー 2010.02.27 ～ 2010.03.12 日本の舞踊関係者、青少年の社会問題関係者との面談、ネット
ワークの構築及び日本文化・社会事情視察

8 PRICE, Janice LUMINATO（ルミナート）
会長兼CEO

カナダ 2010.01.17 ～ 2010.01.30 舞台芸術を中心に、日本の現代文化と地方の伝統的文化への理解
を深め、日本の芸術プロデューサーとのネットワークの構築及び
日本文化・社会事情視察

9 DYNAK, David コロラド大学デンバー校芸
術メディア学部　学部長

米国 2009.10.06 ～ 2009.10.15 日本のメディア・映画技術に関する視察、関係者とのネットワー
ク構築及び日本文化・社会事情視察

10 HERRERA, Hayden 美術研究家／伝記作家 米国 2009.10.20 ～ 2009.11.03 日系人彫刻家イサム・ノグチに関する伝記執筆のための取材及び
日本文化・社会事情視察

11 GARCIA　LUNA, Margarita ルイス・ニシザワ美術館
館長

メキシコ 2010.03.06 ～ 2010.03.20 日本の文化及び美術の視察、日本の歴史、特に西洋／キリスト教
文明との接触とその影響についての理解促進、今後の日本・メキ
シコ文化交流発展に向けたネットワーク構築。また、ルイス・ニ
シザワの日本での活動に関わる人物として故岡本太郎や故利根山
光人の関連施設も訪問

12 LACASA, Jaqueline 国立造形美術視覚博物館
館長

ウルグアイ 2009.10.13 ～ 2009.10.22 現代視覚芸術の学校、現代芸術の画廊、美術史及び現代芸術の博
物館、前衛演劇、近・現代建築の視察及び学芸員・批評家・芸術
家との面談、ネットワークの構築及び日本文化・社会事情視察

13 NEGME ECHEVERRIA,
Veronica Iris

ガブリエラ・ミストラル大
学アジア太平洋研究所
副所長

チリ 2009.10.05 ～ 2009.10.19 教育・学術機関、シンクタンク、メディアを訪問・意見交換、
ネットワークの構築及び日本文化・社会事情視察

14 MARANHAO, Carlos アブリル出版社　編集ディ
レクター

ブラジル 2009.11.15 ～ 2009.11.27 日本の出版業界視察（日本主要都市のタウン情報誌の仕組み見
学。講談社（アブリル出版社と同規模・同出版方針の出版社）と
出版交流について意見交換）、日本のテレビ界の仕組み（特に教
育番組、文科系テレビ番組の編成）視察及び日本文化・社会事情
視察

15 HOLDEN, John シティ大学　客員教授 英国 2010.02.28 ～ 2010.03.14 日本の文化政策実施機関、文化の諸分野の実務家指導者、及び文
化政策分野の研究者等と交流を行うことにより日本社会への理解
を深め、文化的視点からの英国及び文化政策分野での日本理解・
日本紹介に資する。併せて日本の文化・社会事情視察

16 STADLER, Eva Maria ベルベデーレ（宮殿美術
館、博物館）　学芸員

オーストリア 2010.03.16 ～ 2010.03.23 日本の近・現代美術館、ギャラリーとのネットワークの構築及び
日本文化・社会事情視察

期間
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文化事業費

氏名 現職 所属国 事業内容

17 HOFFMANN, Philippe 国立高等研究院宗教学部
教授／学部長

フランス 2010.02.14 ～ 2010.02.27 哲学・宗教専門家との意見交換のため、高等教育・研究機関の訪
問、日本における史料保存の現状視察のため図書館等関係機関の
訪問及び日本文化・社会事情視察

18 MRADOVA, Dilora ウズベキスタン国立音楽院
院長

ウズベキスタン 2010.02.10 ～ 2010.02.24 日本の高等音楽教育機関関係者との意見交換（東京藝術大学との
国際交流協定の活性化を含む）、ネットワークの構築及び日本文
化・社会事情視察

19 BUDAY, Peter リストランテマッテオ
料理長／カフェピカルド
料理長

ハンガリー 2010.03.08 ～ 2010.03.22 日本各地の料理店、市場、調理器具専門店（合羽橋等）の視察、
日本の食文化（精進料理等）体験、日本の料理人、食文化専門
家、料理雑誌編集者との面談及び日本文化・社会事情視察

20 PTKAUSKAS, Kestutis リトアニア盆栽連盟　会長 リトアニア 2009.10.05 ～ 2009.10.19 日本庭園・寺社等の視察及び日本文化・社会事情視察

21 SLAVNIKOVA, Olga ロシア作家同盟　作家／文
芸評論家

ロシア 2009.10.16 ～ 2009.10.30 現代文学研究者との交流、ネットワークの構築及び日本文化・社
会事情視察

22 GULZAMAN アフガニスタン・シンガー
ズ・ユニオン　代表代行／
音楽家

アフガニスタン 2010.03.24 ～ 2010.04.04 アフガニスタン伝統音楽の紹介（演奏・歌唱披露）、日本の伝統
音楽関係者との交流及び日本文化・社会事情視察

23 AL-KHALIFA, Mubarak 文化・芸術省　事務局長 カタール 2009.11.09 ～ 2009.11.17 日本の文化・芸術・芸能等の視察、関係者とのネットワークの構
築及び日本文化・社会事情視察

24 GOKMEN, Rengim トルコ文化観光省　国立オ
ペラ・バレエ総局局長

トルコ 2009.09.20 ～ 2009.09.30 日本の伝統文化、芸術、サブカルチャーに関する理解を深めるた
め関係者との意見交換、ネットワークの構築及び日本文化・社会
事情視察

25 EL MOALLEM, Ibrahim ダール・シュルーク出版社
会長

エジプト 2010.02.14 ～ 2010.02.20 印刷、出版・新聞関係者との意見交換、ネットワークの構築及び
日本文化・社会事情視察

26 MIKALA, Gyno-Noel オマール・ボンゴ大学　准
教授

ガボン 2009.12.03 ～ 2009.12.17 日本文学研究者との意見交換、ネットワークの構築及び日本文
化・社会事情視察

27 SALL, Abdou Salam ダカール大学　学長 セネガル 2009.09.28 ～ 2009.10.12 日本の主要な学術・研究機関訪問、今後の協力関係構築及び日本
文化・社会事情視察

期間
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文化事業費

２．催し等事業費 ／ (1) 日本文化紹介派遣（主催）

事業名 氏名 現職 対象国 事業内容

1 アニメ 小島　正幸 演出・監督／株式
会社マッドハウス

中国 2009.11.14 ～ 2009.11.19 小島正幸（アニメ映画監督）によるレクチャーの実施。北京にお
いてはAnime Festa 2009日中アニメ交流の一環として実施

桂　かい枝 社団法人上方落語
協会　落語家

シンガポール

フィリピン

2009.09.21 ～ 2009.10.01

梅田　英実 プロデューサー
ブルネイ

コシノ　ジュンコ ファッションデザ
イナー

タイ

ミャンマー

2009.08.20 ～ 2009.08.28

鈴木　弘之 JUNKO KOSHINO株式
会社　役員

国立民族学博物館
教授

タイ 2009.11.02 ～ 2009.11.16

ベトナム

ラオス

5 落語・演芸 桂　あさ吉 噺家／株式会社米
朝事務所

オーストラリア 2010.03.20 ～ 2010.04.03 桂あさ吉（落語家）をキャンベラ、シドニー、メルボルン、ブリ
スベン、パースに巡回派遣し、英語による落語について講演と実
演を実施

6 建築 坂　茂 建築家／坂茂建築
事務所

ニュージーランド 2009.09.15 ～ 2009.09.18 坂茂（建築家）をニュージーランド（ウェリントン、オークラン
ド）に巡回派遣し、日本の建築に関する講演会を実施

藤田　千恵子 フリーライター 2010.03.04 ～ 2010.03.12

伊藤　宏子 編集者

藤田千恵子（フリーライター）他をカナダ（トロント、バンクー
バー）に派遣し、トロント大学でのシンポジウム及びトロント日
本文化センター、バンクーバー総領事公邸にて日本酒についての
講演を実施

海外に日本の文化人やスポーツ専門家を派遣し、日本文化紹介のための講演、デモンストレーション、指導、セミナー、ワークショップ等を行う（音楽・演劇・舞踊・民俗芸能など
公演事業は除く）。

合計額 94,741,214 円

期間

2

3

落語 桂かい枝（落語家）と梅田英実（プロデューサー）をシンガポー
ル、フィリピン、ブルネイに巡回派遣し、英語による落語につい
て講演と実演を実施

ファッション

4

7

コシノジュンコ（ファッションデザイナー）をミャンマー（ヤン
ゴン）、タイ（バンコク）に巡回派遣し、日本ファッションに関
するレクチャー・デモンストレーションを実施

織物 吉本　忍 伝統工芸（織物）専門家をラオス（ビエンチャン）、ベトナム
（ホーチミン、ハノイ）、タイ（チェンマイ）に巡回派遣し、日
本の織物について講演を実施

食 カナダ
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文化事業費

事業名 氏名 現職 対象国 事業内容

川崎　和男 工業デザイナー／
大阪大学大学院
教授／オーザック
デザイン／川崎和
男先端デザイン研
究室

2009.06.02 ～ 2009.06.13

船山　俊克 大阪大学大学院工
学研究科

川崎　浩子 オーザックデザイ
ン　会社役員

大島　創 オーザックデザイ
ン　デザイナー

西野　つぐみ マンガ家 2009.10.31 ～ 2009.11.15

西野　公平 京都精華大学　准
教授

阿川　尚之 慶應義塾大学　常
任理事

2010.02.28 ～ 2010.03.05

福田　哲夫 産業技術大学院大
学　教授

11 ファッション 深井　晃子 公益財団法人京都
服飾文化研究財団
理事

米国 2010.03.10 ～ 2010.03.20 世界のファッションに影響を与えた日本のファッションデザイン
（デザイナー）について、歴史・文化的側面も交えて講演
（米国主要都市向け集中発信事業）

濱崎　道子 書道家 エルサルバドル 2010.02.20 ～ 2010.03.06

宮川　佳代子 書道専門誌　編集 ホンジュラス

メキシコ

奥村　彪夫 伝承料理研究家 キューバ 2009.10.18 ～ 2009.11.03

石毛　直道 国立民族学博物館
名誉教授

コスタリカ

パナマ

エクアドル

建築家／西沢大良
建築設計

グアテマラ 2009.09.06 ～ 2010.09.14

メキシコ

コロンビア

書道 書道のレクチャー・デモンストレーションを通じ、日本への関心
をより高め、日本文化の理解を促進

食 食に関する専門家をコスタリカ（サン・ホセ）、キューバ（ハバ
ナ）、パナマ（パナマ）、エクアドル（キト）に巡回派遣し、日
本の食文化に関するレクチャー・デモンストレーションを実施

高速鉄道 米国 阿川尚之及び福田哲夫を講師に、鉄道ファンの視点から日本の鉄
道旅行の魅力を伝えると同時に、高速鉄道をデザインした工業デ
ザイナーの視点から日本の高速鉄道の形状や内装及び自然を意識
したデザインについて解説

建築 西沢　大良 西沢大良（建築家）をグアテマラ（グアテマラシティ）、メキシ
コ（メキシコシティ）、コロンビア(ボゴタ)に巡回派遣し、建築
に関する講演会を実施

デザイン 米国 日本の現代文化発信と幅広い有識者の対日関心惹起・対日理解促
進のため、日本を代表する工業デザイナーによる文化講演会と
ワークショップを実施。川崎和男の「いのちと向き合うデザイ
ン」「デザインが世界の平和を創る」といった日本のデザインの
最先端のコンセプトを始め、「Made in Japan」の底力を多面的
に紹介

漫画・アニメ 米国 漫画家ユニット「木ノ花さくや」（西野つぐみ、西野公平）を派
遣。日本の漫画について、その歴史・文化的背景を含めて講演し
たほか、実際の漫画製作の技術（ペン入れ、スクリーントーン）
の実技やデモンストレーションをワークショップ形式で実施

8

期間

9

10

12

13

14
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文化事業費

事業名 氏名 現職 対象国 事業内容

紫舟（ししゅう） 書道家 アルゼンチン 2009.11.01 ～ 2009.11.16

久保田　規子 紫舟アトリエ　マ
ネージャー

ウルグアイ

チリ

堀江　美都子 アニメソング歌手 2009.10.15 ～ 2009.10.28

澤尻　克美 マネージャー

青木　美紗子 モデル／外務省
ポップカルチャー
発信使（カワイイ
大使）

2009.11.22 ～ 2009.12.06

櫻井　孝昌 コンテンツ・メ
ディア・プロ
デューサー／㈱コ
ンテンツストリー
ト代表取締役

吉田　健作 すし健　代表取締
役

ベネズエラ

ペルー

2010.02.25 ～ 2010.03.12

風戸　正義 さかえ寿司　代表
ボリビア

大木　敏幸 草月流師範／財団
法人草月会理事

アイスランド

ノルウェー

2009.09.09 ～ 2009.09.22

倉田　康治 草月流師範
ロシア

諏訪　道彦 読売テレビ放送株
式会社

2009.05.10 ～ 2009.05.22

櫻井　孝昌 コンテンツ・メ
ディア・プロ
デューサー／株式
会社コンテンツス
トリート　代表取
締役

アニメ イタリア

スイス

フランス

アニメ専門家をスイス（ジュネーブ）、フランス（エクサンプロ
バンス）、イタリア（ミラノ）に巡回派遣し、日本アニメの歴
史・日本文化とアニメについての講演及びデモンストレーション
を実施

食 寿司専門家をベネズエラ（カラカス）、ボリビア（ラパス）、ペ
ルー（リマ）に巡回派遣し、レクチャー・デモンストレーション
を実施

生け花 草月流いけばな師範2名によるレクチャー・デモンストレーショ
ンの実施

アニメ ブラジル アニメソングの専門家である堀江美都子とマネージャをブラジル
（サンパウロ、マナウス、ベレン）に巡回派遣し、アニメソング
に関するレクチャー・デモンストレーションを実施

ポップカルチャー
調査

ブラジル ポップカルチャー関連事業の方向性や手法に関する調査を実施す
るため、ポップカルチャーの専門家をブラジルに派遣。また同調
査の一環として、外務省が委嘱する「ポップカルチャー発信使
（カワイイ大使）」1名を併せて派遣し、現代日本のアニメ・マ
ンガやファッションに関するレクチャー・デモンストレーション
を実施

書道 紫舟（書家）によるレクチャー・デモンストレーションの実施

期間

15

16

17

18

19

20
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文化事業費

事業名 氏名 現職 対象国 事業内容

上原　久美子 ファッションデザ
イナー

イタリア

フランス

2009.06.28 ～ 2009.07.09

青木　美紗子 モデル／外務省
ポップカルチャー
発信使（カワイイ
大使）

木村　優 外務省ポップカル
チャー発信使（カ
ワイイ大使）

櫻井　孝昌 コンテンツ・メ
ディア・プロ
デューサー／株式
会社コンテンツス
トリート　代表取
締役

山口　研二 株式会社彩雲堂
会長

イタリア

ギリシャ

2009.11.14 ～ 2009.11.28

山口　正人 彩雲堂
ドイツ

山口　朋子 彩雲堂

伊藤　佑介 けん玉師 英国 2009.08.25 ～ 2009.09.08

仙若（せんわか） 江戸太神楽士 デンマーク

小堀　宗実（そう
じつ）

遠州茶道宗家　13
世家元

オーストリア

スロバキア

2009.09.09 ～ 2009.09.16

高橋　宗満（そう
まん）

遠州流上席師範／
遠州茶道宗家事務
局

近藤　勁助 剣道師範 スペイン 2010.01.14 ～ 2010.01.27

松永　政美 玉川大学　教授／
剣道指導者

ポルトガル

梯　正治 剣道師範

東　一良 剣道専門家／愛知
県警察

小堀宗実（茶道遠州流宗家家元）をオーストリア及びスロバキア
に巡回派遣し、茶道について講演と実演を実施

剣道 全日本剣道連盟所属の剣道専門家をポルトガル、スペインに巡回
派遣し、デモンストレーション、指導、昇段審査等を実施

和菓子 和菓子専門家をドイツ、ギリシャ、イタリアに巡回派遣し、和菓
子に関するレクチャー・デモンストレーションを実施

路上文化 伊藤佑介（けん玉師）、仙若（江戸太神楽士）をデンマーク（コ
ペンハーゲン）、英国（グラスゴー、マンチェスター、カーディ
フ、ロンドン）に巡回派遣し、けん玉や神楽を中心に路上文化
（路上で発達した子どもの遊び、大道芸）についてレクチャー・
デモンストレーションを実施

ポップカルチャー
調査

ポップカルチャー関連事業の方向性や手法に関する調査を実施す
るため、ポップカルチャーの専門家をフランス及びイタリアに派
遣。また同調査の一環として、外務省が委嘱する「ポップカル
チャー発信使（カワイイ大使）」2名及び現代日本の若者の間で
人気の高いファッションデザイナーを併せて派遣し、現代日本の
アニメ・マンガやファッションに関するレクチャー・デモンスト
レーションを実施

期間

22

23

21

24

25

茶道
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文化事業費

事業名 氏名 現職 対象国 事業内容

26 現代建築 塚本　由晴 建築家／東京工業
大学大学院　准教
授

ドイツ 2010.03.15 ～ 2010.03.25 塚本由晴（建築家）をドイツ（ベルリン、デュッセルドルフ、
ミュンヘン、ブラウンシュヴァイク）に巡回派遣し、日本の現代
建築について講演

矢口　加奈子 ウズベキスタン 2009.10.10 ～ 2009.10.21

矢口　美奈子 キルギス

ロシア

安達　以乍牟 アダチ伝統木版画
技術保存財団　理
事長

クロアチア

セルビア

2009.10.27 ～ 2009.11.10

京増　与志夫 アダチ版画研究所
摺り師

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

ルーマニア

小林　紀夫 東京製菓学校
教師

スロベニア

チェコ

2009.10.25 ～ 2009.11.09

神田　さとみ お菓子の青柳
ハンガリー

村田　崇徳 マイシー丸富
和菓子職人 ブルガリア

ポーランド

30 アニメ ツジ　シンヤ アニメーション
作家

ロシア 2009.11.08 ～ 2009.11.17 ツジシンヤ（アニメーション作家）をロシア（ウラジオストッ
ク、ハバロフスク、ユジノサハリンスク）に派遣し、アニメに関
するレクチャーを実施

清原　今朝勝 財団法人全日本空
手道連盟　理事

イラン

サウジアラビア

2009.05.18 ～ 2009.06.02

村松　真孝 空手指導者(剛柔
流)

奈須　和光 空手指導者(松涛館
流)

奈須　和夫 三重県空手道連盟
副会長

アニメーター オマーン 2010.02.22 ～ 2010.03.09

トルコ

モロッコ

アニメ 亀垣　一 アニメ専門家をオマーン、トルコ、モロッコに巡回派遣し、日本
のアニメに関する講演、ワークショップを実施

和菓子専門家をチェコ、ブルガリア、スロベニア、ハンガリー、
ポーランドに巡回派遣し、和菓子に関するレクチャー・デモンス
トレーションを実施

空手 空手の専門家4名（剛柔流、松涛館流）をシーラーズ、テヘラ
ン、ジッダ、リヤドに巡回派遣し、一般市民向けデモンストレー
ション及び現地練習生向け指導を実施

切り紙 「切り紙」という表現手法を使って様々なアート活動を展開する
日本人アーティスト、矢口加奈子による繊細かつ独特な模様の世
界をレクチャー・デモンストレーション形式で紹介するととも
に、現地の工芸アーティスト、芸術系の学生、一般市民や児童な
どを対象としたワークショップを実施

浮世絵版画 浮世絵の専門家をクロアチア、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴ
ビナ、ルーマニアに巡回派遣し、浮世絵に関するレクチャー・デ
モンストレーションを実施

29

27

28

31

32

期間

和菓子
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文化事業費

事業名 氏名 現職 対象国 事業内容

永井　豪 漫画家／ダイナ
ミックプロダク
ション

クウェート

ヨルダン

2009.10.05 ～ 2009.10.17

永井　淳子 ダイナミックプロ
ダクション

エジプト

弘田　佳代子 茶道裏千家・淡交
会

エチオピア

ケニア

2009.09.28 ～ 2009.10.11

村内　倫子 茶道裏千家・淡交
会 タンザニア

モザンビーク

２．催し等事業費 ／ (2) 日本文化紹介派遣（助成）

氏名 現職 助成対象機関 対象国 事業内容

1 石川　泰久 株式会社三河屋奥
右衛門　代表取締
役

韓国 2010.01.18 ～ 2010.01.24 ソウルにて、日本が海外で評価されている漫画やアニメ文化を科
学的にどうしたらアニメが動くのか、漫画を描く道具やコツはど
んなことなのか等のワークショップを実施。同事業の実施経費の
一部を助成

2 ストーン　睦美 科学翻訳・編集・
科学記事の執筆者

中国 2009.05.15 ～ 2009.05.18 北京で小倉百人一首の歴史や短歌・かるたを紹介するとともに、
日本語学習者（初級～上級）には平仮名で書かれている取り札を
用いるゲームを体験してもらうことで、かるたを通じて日本、日
本文化への親しみを深めてもらう企画を実施。同事業の実施経費
の一部を助成

3 大橋　晧也 日本折紙協会 インドネシア 2009.09.28 ～ 2009.10.05 日本の最高水準の折紙技術をジオラマ作品により紹介し、ワーク
ショップを実施。同事業の実施経費の一部を助成

4 舩坂　芳助 版画家 タイ 2009.08.02 ～ 2009.08.15 チェンマイ大学にて、水性木版画で使用する道具、バレンの制
作、水性で摺る木版画の技法全般についての指導を実施。同事業
の実施経費の一部を助成

5 横井　久美子 シンガーソングラ
イター

ベトナム 2009.12.17 ～ 2009.12.28 フエにて、日本の「童謡」を教材にして、歌詞を通してベトナム
人と一緒に歌い、日本語を覚え、その歌詞に潜む日本人の心を伝
えるための事業を実施。同事業の実施経費の一部を助成

合計額 21,283,817 円

期間

茶道 茶道の専門家をエチオピア、ケニア、タンザニア、モザンビーク
に巡回派遣し、茶道に関するレクチャー・デモンストレーション
を実施

海外において日本の文化人やスポーツ専門家が日本文化紹介のための講演、デモンストレーション、指導、セミナー、ワークショップ等を行う事業に対し、助成を行う（音楽・演
劇・舞踊・民俗芸能など公演事業は除く）。

アニメ 永井豪（漫画家）をヨルダン、クウェート、エジプトに巡回派遣
し、日本アニメの歴史、日本文化とアニメについての講演及びデ
モンストレーションを実施

33

34

期間

- 14 -



文化事業費

氏名 現職 助成対象機関 対象国 事業内容

6 からくり文化実行
委員会

ミャンマー 2009.09.02 ～ 2009.09.06 ヤンゴンの日本語学校生徒及び一般市民を対象に「からくり文
化」を紹介。参加型のイベントをより多くして体験する事で、そ
の興味や関心の度を深めてもらうための事業を実施。同事業の実
施経費の一部を助成

7 谷山　卓也 空手師範 ミャンマー 2009.09.08 ～ 2009.10.09 日本・メコン交流年事業の一環として、ミャンマー空手道連盟ヤ
ンゴン、マンダレーにて、空手指導とデモンストレーションを実
施。また現地空手指導者に対するワークショップも実施。同事業
の実施経費の一部を助成

8 椎名　勝利 日本空手協会　総
本部指導員

パキスタン 2009.12.16 ～ 2009.12.26 カラチ、ラホール2都市において空手指導を実施し、技術の向上
と演武、審判講習会、昇段試験を実施。同事業の実施経費の一部
を助成

9 吉岡　幸雄 染織史家 オーストラリア 2009.09.25 ～ 2009.10.07 オーストラリア色彩学会（Colour Society of Australia）の行
なう第11回国際色彩学会（シドニー）にて、日本の色、色の歴
史、古代染めの再現に関する講演を実施。同事業の実施経費の一
部を助成

10 五行歌の会 米国 2009.04.08 ～ 2009.06.02 「五行歌」は、日本の短詩の精神を伝え、世界の文芸の新しい基
軸とすべく奮闘している日本文化の新しいジャンルのひとつ。米
国内での「五行歌」普及のための事業を実施。同事業の実施経費
の一部を助成

11 山下　好彦 漆芸修復師 米国 2009.05.20 ～ 2009.05.25 J･ポール･ゲティ美術館（ロサンゼルス）で開催された「漆器の
輸出：黒と金の蒔絵による西洋の反映」展覧会（南カリフォルニ
ア日米協会共催）を支援し、同展覧会に初めて出展されたマゼラ
ンチェストを修復した山下好彦が「日本の漆器の世界とマゼラン
チェストの修復」と題する講演会を実施。同事業の実施経費の一
部を助成

12 子どもミュージア
ムをつくる会

米国 2009.07.31 ～ 2009.08.06 日本の伝承遊びのエキスパートの技から、遊びの楽しさや奥深さ
に触れて驚きを感じ、自ら体験し、能動的に楽しむことで、日本
文化について知識だけでは得られない、実体験に基づいた深い理
解を得てもらう事業をボストンで実施。同事業の実施経費の一部
を助成

13 高橋　久志 大学教員 米国 2009.09.11 ～ 2009.09.17 薬丸野太刀自顕流の演武と体験指導を行なう。また「西郷隆盛」
と「薩摩郷中教育と自顕流」と題する二つの講演を実施。同事業
の実施経費の一部を助成

14 土居　秀彰 財団法人煎茶道東
阿部流　理事長

米国 2009.09.13 ～ 2009.09.19 日本文化である煎茶道を、道具の美しさ、日本茶独特の香り等、
デモンストレーションと道具に実際に触れる体験会を通じて紹
介。同事業の実施経費の一部を助成

15 とくだ　あきら 版画家 米国 2009.09.25 ～ 2009.10.08 現代版画の展示及び制作に関する講演と実演を実施。同事業の実
施経費の一部を助成

期間
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文化事業費

氏名 現職 助成対象機関 対象国 事業内容

16 千麗舞アメリカ公
演実行委員会

米国 2009.10.04 ～ 2009.10.15 日本の伝承説話「道成寺」を題材とした「能」「踊」「舞」「千
麗による創作舞踊」をVTRにより比較、鑑賞。日本舞踊を通じ日
本文化の本質への理解を深めたいとする協力団体・協力者からの
要請を受けて、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ポーランドで
レクチャー・デモンストレーションを実施。同事業の実施経費の
一部を助成

17 阿辻　哲次 京都大学大学院人
間・環境学研究科
教授

米国 2009.11.08 ～ 2009.11.16 漢字の文化史、漢字の変遷と分析についてクレムソン大学、コロ
ラド大学ボールダー校、ユタ州立大学で講演会を実施。象形や指
事文字、会意文字などの漢字にあらわれる人間の自然や生活、哲
学、宗教観、世界観について語る事業を実施。同事業の実施経費
の一部を助成

18 飯村　隆彦 ビデオアーティス
ト

米国 2009.12.01 ～ 2009.12.29 ニューヨーク、フィラデルフィア、ニューブランズウィックの3
都市でニューヨークのビデオアート組織エレクトロニック・アー
ト・インターミックス（EAI）と在日米国大使館、横浜美術館な
どが協力し、日米の1960～70年代初期のビデオアートを、日米の
美術館・教育機関などで上映・展示すると共に講演会を実施。同
事業の実施経費の一部を助成

19 幻一 書家 エルサルバドル

コスタリカ

2009.09.01 ～ 2009.09.15 書道デモンストレーション及び作品の展示を実施。同事業の実施
経費の一部を助成

20 田村　さと子 帝京大学文学部国
際文化学科　教授

ニカラグア 2010.02.13 ～ 2010.02.24 第6回クアナダ国際詩フェスティバルに招待を受けた世界各国の
詩人たちによる朗読会で、自作詩を母語で朗読し、スペイン語を
母語とする詩人がスペイン語訳を朗読。また、スペイン語圏では
Haikaiとして親しまれている俳句について、「俳句の精神」をス
ペイン語で講演。同事業の実施経費の一部を助成

21 鈴木　誠 東京農業大学地域
環境科学部　教授

メキシコ 2009.07.18 ～ 2009.07.24 140年以上の歴史をもつアメリカニスト国際会議第53回メキシコ
大会において、19世紀末～21世紀初頭までに日本と海外に造られ
た近代の日本庭園に関して講演。国際社会における日本庭園の意
義と日本文化の特質を紹介。同事業の実施経費の一部を助成

22 森下　隆 大学講師 ブラジル 2009.08.01 ～ 2009.08.07 20世紀ブラジル美術の代表的アーチストであるリジア・クラーク
とエリオ・オイティシカルに触発されたパフォーマンスやインス
タレーションを、日本の舞踏の創始者、土方巽をめぐる展示とと
もに実施。同事業の実施経費の一部を助成

23 狩野　猛 民族歌舞団員 ブラジル 2009.09.02 ～ 2009.09.30 日本の芸能・音楽の講義と和太鼓演奏の指導を実施。同事業の実
施経費の一部を助成

24 棚橋　俊夫 精進料理人 ブラジル 2010.03.21 ～ 2010.03.31 日本の伝統料理である精進料理をブラジルで紹介し、その健康的
で精神的な世界を体験してもらう事業を実施。同事業の実施経費
の一部を助成

25 長坂　有希 芸術家 アイスランド 2009.12.11 ～ 2010.01.07 日本庭園においての空間の仕切り方、作り方について講演し、日
本の庭園文化を紹介。またワークショップを行い、地元の人達や
芸術大学学生との共同作業を通して、日本庭園を起点とした新し
い空間作品を製作。同事業の実施経費の一部を助成

期間
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文化事業費

氏名 現職 助成対象機関 対象国 事業内容

26 野上　照代 映画プロデュー
サー

イタリア 2009.09.05 ～ 2009.09.14 黒澤明の右腕として製作に協力してきた野上照代と日本人評論家
に先駆けていち早く黒澤明論を著したドナルド・リチーの講演と
セミナーをヴェネチア国際映画祭において実施。同事業の実施経
費の一部を助成

27 尾形　希和子 沖縄県立芸術大学
美術工芸学部　教
授

イタリア 2009.09.22 ～ 2009.09.30 視覚文化についてイタリアと沖縄も含めた日本・東洋の比較研究
を行っている尾形希和子が第33回イタリア日本研究学会
（AISTUGIA）で、自然の表象についての日伊比較に関して講演。
同事業の実施経費の一部を助成

28 萩尾　望都 漫画家 イタリア 2009.09.30 ～ 2009.10.10 日本の少女漫画の特質、その現状と未来についての講演を実施。
同事業の実施経費の一部を助成

29 三遊亭　竜楽 落語家 イタリア

フランス

2009.10.23 ～ 2009.11.14 ミラノ、フィレンツェ、ローマ、ナポリ、パリ、リヨンにて、古
典落語を題材とする講演会を実施。また語り芸の古い伝統を有す
るヨーロッパにおいて世界に類を見ない日本固有の話芸を紹介。
同事業の実施経費の一部を助成

30 特定非営利活動法
人文化の扉

オーストリア 2009.05.10 ～ 2009.05.17 ウィーン国立音楽大学、プロテスタント学校、ヨハン・セバス
チャン・バッハ音楽学校にて和楽器と民謡、日本歌曲、わらべ
歌、童謡　唱歌等の日本の音楽を聞いた後、ワークショップを行
い、日本の楽器を体験してもらう事業を実施。同事業の実施経費
の一部を助成

31 橘　右之吉 書家 オーストリア 2009.12.05 ～ 2009.12.21 ウィーンにて、江戸文化に関する講演と江戸文字の実演、ワーク
ショップを実施。同事業の実施経費の一部を助成

32 壇上　謙治 臨済宗萬照山西東
禅寺　住職

オランダ 2009.05.19 ～ 2009.05.31 Expansionist Art Empire Gallery（ライデン）にてお茶、染
色、書道、精進料理、浮世絵版画、庭園造り、着物、邦楽、座禅
など、日本の衣・食をメインとした伝統的生活習慣を紹介し、そ
の中にあるより良い環境生活を見直してもらう事業を実施。同事
業の実施経費の一部を助成

33 佐佐木　幸綱 早稲田大学政経学
部　教授

スイス

ドイツ

2009.05.20 ～ 2009.06.12 スイス（チューリッヒ、バーゼル）、ドイツ（ベルリン、フラン
クフルト・アム・マイン、ケルン、ベルギッシュ・グラートバッ
ハ）で短歌史1300年の伝統の中の現代短歌に関し、講演とワーク
ショップ、ドイツの創造芸術家とのコラボレーションを実施。同
事業の実施経費の一部を助成

34 嶋貫　祐一 日本バスク友好会
会長

日本バスク友好会 スペイン 2009.04.19 ～ 2009.05.01 嶋貫祐一（日本バスク友好会　会長）を派遣し「純・日本伝統文
化」を生で紹介しながらDVDで今日の日本も紹介。①寿司職人に
よる寿司作り実演と試食会②日本茶の紹介と試飲③書道家による
実演④盆栽の紹介⑤武道の実演⑥現代日本の紹介⑦日本食の提供
などの事業を実施。同事業の実施経費の一部を助成

35 岡田　理絵 国立王妃ソフィア
芸術センター教育
普及部　研修員

スペイン 2009.07.13 ～ 2009.07.23 国立王妃ソフィア芸術センター（マドリード）にて映像作家によ
るフィクション、アニメーション、ドキュメンタリーの鑑賞を目
的とした青少年映画上映会及び映像ワークショップを実施。同事
業の実施経費の一部を助成

期間
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文化事業費

氏名 現職 助成対象機関 対象国 事業内容

36 村木　享子 書家 ドイツ 2009.08.05 ～ 2009.09.05 ハンブルクにて書の歴史、文化、書法等についての講義及び漢字
と仮名文字を受講者と共に書し、指導を行うレクチャー・デモン
ストレーションを実施。同事業の実施経費の一部を助成

37 甲野　義紀 松聲館　館主 フランス 2009.05.09 ～ 2009.05.20 パリ、コルマール、ストラスブールで、古の武術から現在に生き
る古武術について講義し、武道の精神や構造に関する理解を深め
てもらうため、古武術に関するレクチャー・デモンストレーショ
ン及びワークショップを実施。同事業の実施経費の一部を助成

38 山本　待平 学校法人東京製菓
学校　理事長

フランス 2009.11.18 ～ 2009.11.26 パリ、ストラスブールにて、日本が誇る「和菓子」を紹介し、和
菓子の講義と模範演技、実技講習を実施。同事業の実施経費の一
部を助成

39 川村　湊 法政大学国際文化
学部　教授

フランス 2009.12.10 ～ 2009.12.21 日本の近・現代文学の範囲で植民主義との関わり、いわゆる日本
の「外地」の文学の動向とその作家・作品についてパリ、ボル
ドー、トゥールーズの3都市で講演。同事業の実施経費の一部を
助成

40 十　一（トヲ　ハ
ジム）

日本画家／映像作
家

ベルギー

ブルガリア

2009.10.22 ～ 2009.11.11 日本の映像、グラフィックアート分野の潮流、学会の動向、今後
の展望についての講演会やワークショップ、デモンストレーショ
ンを実施。同事業の実施経費の一部を助成

41 高橋　慎一郎 建築家 ポルトガル 2010.02.15 ～ 2010.02.28 第9回土の建築セミナーに建築家として参加し、世界的に見ても
技術レベルの非常に高い日本の左官技術を用いた「土の建築」文
化について講演。同事業の実施経費の一部を助成

42 斎藤　美奈子 美術作家／写真家 マルタ 2009.10.10 ～ 2009.10.25 ゴゾにて、日本の現代写真や現代美術の動向を通じて、幅広く文
化交流を深めることを目的とするレクチャーとワークショップを
実施。同事業の実施経費の一部を助成

43 時友　尚子 染色家 ウズベキスタン 2009.09.23 ～ 2009.10.02 タシケント、サマルカンドでローケツ染、草木染、辻ヶ花染、糸
目本友禅染、型染、絞り染等「日本の染」について時代を追って
実物、道具と共に解説。各技法のポイントを実演。デモンスト
レーション、ワークショップ、技術指導を実施。同事業の実施経
費の一部を助成

44 渡邊　守利 埼玉県剣道連盟
居合道部越谷支部

キルギス 2009.09.02 ～ 2009.09.18 ビシュケクにて、初心者の受講者を対象に、居合道の歴史、刀の
構造、名称、取り扱いの注意等を説明した後に指導を実施。同事
業の実施経費の一部を助成

45 キルギス展プロ
ジェクト実行委員
会

キルギス 2009.09.30 ～ 2009.10.16 キルギス国立美術館（ビシュケク）で着物地を使って作られた
「和キルト」の大作とフェルト作品、合わせて50点の展示会
「糸・針・布暮らしの芸術」を開催。大槻　洋子（和キルト専門
家）の講演と講座を実施。同事業の実施経費の一部を助成

46 特定非営利活動法
人日本てまり文化
振興協会

クロアチア 2009.11.01 ～ 2009.11.11 クロアチア（ザグレブ、リエカ）の青少年・一般市民に日本文化
に対する関心を深めてもらい、日本とクロアチアの親交を深めて
相互の理解につながる様に、日本の伝統文化「てまり」の展示及
び講習を実施。同事業の実施経費の一部を助成

期間

- 18 -



文化事業費

氏名 現職 助成対象機関 対象国 事業内容

47 茂山　眞吾 大蔵流狂言師 チェコ 2009.08.10 ～ 2009.08.24 プラハ、ブルノにて、大蔵流の名作狂言『棒縛』と関連する小舞
を日本語で大蔵流狂言師が直接指導し、ワークショップ開催期間
中にその成果を発表する事業を実施。同事業の実施経費の一部を
助成

48 Sandor Finta ハンガリー現代建
築センター　代表

ハンガリー 2009.11.09 ～ 2009.11.16 ブタペストにて、藤本壮介（建築家）の講演Primitive Future
を実施。自らの設計理念や建築作品のコンセプトについて、日本
の伝統文化や日本人の思考様式を絡めて解説を実施。同事業の実
施経費の一部を助成

49 フジの会 ポーランド 2009.05.20 ～ 2009.05.31 クラクフ、ワルシャワ、トルニの3都市できもの着付けとマ
ナー・プレゼンテーション、きもの着付けワークショップ及び生
花ワークショップを中心として、ポーランドにおける日本文化に
対する理解と知識の普及を図るための事業を実施。同事業の実施
経費の一部を助成

50 乾　昌幸 世界俳句協会　代
表

リトアニア 2009.09.30 ～ 2009.10.07 1989年よりリトアニアで開催されている詩歌祭「ドルスキニンカ
イ 詩の秋」及び「第5回世界俳句協会大会」において、俳句の朗
読の他、シンポジウムや俳句講座を実施。同事業の実施経費の一
部を助成

51 沢　則行 チェコ国立芸術ア
カデミー演劇・人
形劇学部　教諭

ロシア 2009.04.02 ～ 2009.04.05 ロシア文化省後援による国際人形劇フェスティバル「コフチェ
グ」に招請され、大会のメイン・プログラムとしてデモンスト
レーション公演、及び観客体験型ワークショップ等を実施。同事
業の実施経費の一部を助成

52 西川　宗篤 茶道教授者 ロシア 2009.06.16 ～ 2009.07.08 NP茶の湯（モスクワ）の会員に茶道の要点を指導徹底するととも
に、ロシアでの安定した茶道継続、発展の環境作りを進める事業
を実施。同事業の実施経費の一部を助成

53 日本・ウラジオス
トク協会

ロシア 2009.09.23 ～ 2009.10.01 民族間における相互理解の深化を目的として、日本の祭祀文化
（伝統芸能など）やサブ・カルチャーのマスタークラス（レク
チャー及びデモンストレーション）に、狂言、日本舞踊、書道、
漫画、お茶と着付けの5つのクラス開催のための講師を派遣。同
事業の実施経費の一部を助成

54 有馬　朗人 日ロ交流協会　会
長

ロシア 2009.09.28 ～ 2009.10.05 サンクトペテルブルグにて、きもの、いけばな、茶道、風呂敷な
どの日本文化紹介事業を実施。茶道、風呂敷、いけばな講習は参
加型で交流会も実施。同事業の実施経費の一部を助成

55 鹿島田　真希 作家 ロシア 2009.12.02 ～ 2009.12.06 第11回国際知的図書展non／fictionのイベントとして、ロシア・
ブッカー賞受賞国際交流基金作家オリガ・スラヴニコワと「日本
とロシアの現代文学」をテーマに対談。同事業の実施経費の一部
を助成。なお、スラヴニコワは平成21年度国際交流基金文化人招
へいプログラムで来日

56 萩原　義雄 大学職員 イスラエル 2009.12.22 ～ 2010.01.06 日本伝統に基づく「墨書」の文化的な歴史をテルアビブ大学、
シェンカール大学にて講義。江戸時代、寺子屋で実際に使用して
いた徃来物資料による文字絵や筆文字遣いを実践し、「墨書」を
通して日本文化を紹介。同事業の実施経費の一部を助成

期間
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文化事業費

氏名 現職 助成対象機関 対象国 事業内容

57 阿部　悦子 特定非営利活動法
人アジア文化交流
協会　理事長

トルコ 2009.05.15 ～ 2009.05.22 書道、いけばな、茶道のデモンストレーション及びワークショッ
プと邦楽の演奏、太鼓演奏、また地元の人たちと一緒にトルコの
音楽で盆踊りを実施。同事業の実施経費の一部を助成

58 徳冨　健雄 特定非営利活動法
人きもの文化交流
協会　理事長

トルコ 2009.12.01 ～ 2009.12.09 十二単衣・花魁・舞妓・振袖等の伝統的衣装と小道具を紹介する
「きものパフォーマンス」を実施。同事業の実施経費の一部を助
成

59 上村　春樹 全日本柔道連盟
会長

カメルーン

ギニア

2009.09.08 ～ 2009.09.23 柔道デモンストレーション、ワークショップを開催し、ギニア＆
カメルーン両国における柔道の質的、技術的向上を図るととも
に、「精力善用」「自他共栄」の精神と日本伝統武道の真の道を
教示する事業を実施。同事業の実施経費の一部を助成

60 上村　春樹 全日本柔道連盟
会長

コンゴ民主共和国

マリ

2009.09.16 ～ 2009.10.01 柔道デモンストレーション、ワークショップを開催し、マリ＆コ
ンゴ民主共和国両国における柔道の質的、技術的向上を図るとと
もに、「精力善用」「自他共栄」の精神と日本伝統武道の真の道
を教示する事業を実施。同事業の実施経費の一部を助成

61 松原　慈 建築家・芸術家 ナイジェリア 2009.12.12 ～ 2009.12.29 クリエイティブ教育に関連するプロジェクトを通して、日本の美
術館や芸術関連施設で行われている子どもから大人までを対象と
した創造的な教育普及活動を紹介。同事業の実施経費の一部を助
成

62 天童　大人 詩人 ベナン 2010.02.27 ～ 2010.03.08 ベナンで開催される国際詩祭に招へいを受け、日本語による詩を
朗読。同事業の実施経費の一部を助成

63 平間　充子 聖徳大学音楽学部
講師

ボツワナ

南アフリカ

2010.02.22 ～ 2010.03.10 日本を代表する伝統芸能である雅楽、能楽、文楽、歌舞伎につい
てDVDを上映しつつ講演。同事業の実施経費の一部を助成

期間
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