
埼玉県文化振興基金は、昭和59年度の創設以来、

県民の皆様の自主的な文化活動への助成や

地域の文化振興を目的とした事業等のために使われ、

埼玉県の文化振興に大きく寄与しています。

彩の国

埼玉県

編集・発行／埼玉県県民生活部文化振興課文化振興担当（048-830-2887）

寄附の状況
令和3年度

■個人の部
令和3年度、延べ9名の皆様から寄附をいただきました。
ご支援、誠にありがとうございました。

■団体の部
令和3年度、延べ31団体の皆様から寄附をいただきました。
ご支援、誠にありがとうございました。
以下、寄附をいただいた団体の皆様を一部、ご紹介させていただきます(50音順・敬称略)。

①

埼玉県のマスコット
コバトン＆さいたまっち

●アイルグループ
●株式会社エフエムナックファイブ
●株式会社ジェイコム埼玉・東日本
●川越の文化活動を応援する会
●公益財団法人 遠山記念館
●埼玉県芸能文化振興会
●埼玉県大衆音楽協会
●埼玉県舞踊協会
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●埼玉県遊技業協同組合
●埼玉政財界人チャリティ歌謡祭
実行委員会(事務局（株）テレビ埼玉）

●彩の国ＳＰグループ
●狭山市三曲連盟
● SHUカンパニー
●上智大学クロスアーツ

●大衆芸能保存会
●東京キリンビバレッジサービス(株)
●特定非営利活動法人ミュージカル
かぞ

●真下建設株式会社
●八潮の地名から学ぶ会
●礼羽女性会コーラス部

令和3年度寄附件数

40件
令和3年度寄附金合計額

554万392円

令和3年度事業報告書



アマチュア文化団体が行う美術、音楽、演劇などの文化
活動の成果発表や郷土史等の刊行に対して支援を行いまし
た。
【主な助成事業／団体】
●ファーマーズギターアンサンブル定期演奏会

/ファーマーズギターアンサンブル（写真）
●四葉会女声コーラスコンサート

/四葉会
● 「埼北文化発掘マガジン 土と水と風」の発行・配布

/埼北文化研究会 ほか

日頃の練習成果を発表
（ファーマーズギターアンサンブル）

子どもたちが和太鼓を体験
（一般財団法人日本太鼓協会）

羽根を新調し迫力のある獅子頭に回復
（登戸獅子舞保存会（鴻巣市））

事業報告
令和3年度

埼玉県文化振興基金助成事業費

事業報告①

助成金額総計◆466万円
助成件数◆28件

事 業 D a t a

活動成果サポート

助成件数8件

伝統芸能サポート

助成件数4件

次世代未来サポート

助成件数16件
伝統・郷土芸能団体の伝統・郷土芸能用具の購入

や修繕に対して支援を行いました。
【主な助成事業／団体】
●獅子頭修繕事業

/登戸獅子舞保存会（鴻巣市）（写真）
●北下新井ささら笛製作事業

/北下新井ささら保存会（加須市） ほか

子どもの文化芸術の体験や文化芸術を担う若手人材
の育成に対して支援を行いました。
【主な助成事業／団体】
●和太鼓ワークショップ 合同曲「令和」

/一般財団法人日本太鼓協会 （写真）
●アニメづくりワークショップ「コマ撮りアニメをつくろ
う！」/ＮＰＯ法人新座子育てネットワーク ほか

②

活動成果発表等助成事業

伝統・郷土芸能保存継承事業 次世代文化芸術活動助成事業

県民の自主的、自発的な文化芸術活動を支援する
ため、3つのメニューの助成事業を実施しました。



オール埼玉で彩る文化プログラム公募事業

事業報告②

事 業 D a t a

③

助成金額総計◆981万円
助成件数◆21件

地域リーディングプログラム部門

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会を契機に、本県の文化芸術の振興・各大会の気運
醸成を図る文化プログラムを推進してまいりました。
そこで両大会の盛り上げに資する、埼玉県内の文

化事業に対し資金助成を行いました。
※本事業は、令和3年度をもって終了しました。

埼玉県版文化プログラムを進める上で核となり、先導的
な役割を果たすレベルの高い文化プログラムを行う団体に
対して支援を行いました。

【助成事業／団体】
●和光市市制施行50周年記念事業シビックコンサート
ベートーヴェン「第九」演奏会
/和光市市制施行50周年記念事業シビックコンサート
ベートーヴェン「第九」演奏会実行委員会（写真）

●川口フェス2021/ 川口フェス実行委員会
●川越のまちをバーチャル美術館に

/特定非営利活動法人あいアイ
●オール埼玉子ども能楽まつり/オール埼玉子ども能楽
まつり実行委員会

●「サイタマアートコロニイプロジェクト‐ヒアシンス
ハウス編‐」/SMF(サイタマミューズフォーラム)

県内各地で賑わいや活性化をもたらす意欲的で活発な文
化プログラムを行う団体に対して支援を行いました。

【主な助成事業／団体】
●埼玉県こども動物自然公園アートフェスタ2021

/アートフェスタ実行委員会
●日光御成道 鳩ケ谷宿 ONE HEARTフェス～御成道
トワイライトキャンドルズ～/鳩ヶ谷商工会（写真）

●ありがとう市民会館おおみや お別れ会イベント

/ありがとう市民会館おおみや実行委員会
●第7回 蔵と現代美術展2021－リニューアルー

/蔵と現代美術展実行委員会
ほか

和光市市制施行50周年記念事業
シビックコンサート
ベートーヴェン「第九」演奏会

日光御成道 鳩ケ谷宿 ONE HEARTフェス
～御成道トワイライトキャンドルズ～

/鳩ヶ谷商工会

地域彩りプログラム部門

助成件数16件

助成件数5件



社会福祉施設や病院で長期に渡り入所・入院し、
会場に出かけることが困難な方に、生演奏を鑑賞す
る機会を提供している制度です。ボランティアの音
楽家に演奏していただいています。

アーティストボランティアコンサート

事業報告③

事業費用◆31万5,508円
開催回数◆11回

参加アーティスト延べ人数◆26人
観衆◆477人

事 業 D a t a

④

反応が無かった方が
歌い出し、驚き！ 音楽を楽しんでもらえて

嬉しいです

観客の皆さんから
元気をもらいました

県

社会福祉施設や
病院など

音 楽 家

申込 依頼

音楽家派遣

11回 26人

久しぶりに生の
演奏を楽しみました♪

【事例１】ハープのアンサンブルコンサート

特別支援学校で行われた音楽鑑賞会。
今回はオーケストラで演奏される大きなハープ
を1台持参していただきました。目の前でハー
プの演奏を聴くまたとない機会となりました。
ハープの優しい音色に心を癒されたひと時でし
た。

【事例２】アンサンブルのコンサート

歌・クラリネット・ピアノのアンサンブルコ
ンサート。素晴らしいソプラノを披露していた
だきました。マスクを外して歌われるため、利
用者は全員マスクを着用したうえ、フェイス
シールドを装着して鑑賞しました。
窓に飾られた切り紙が秋のコンサートの雰囲

気をより引き立たせています。



事 業 D a t a

開催日時◆令和3年9月11日（土）
15:00～17:00

場所◆埼玉会館
来場者数◆431人
開催費用◆166万836円
出演者◆戸部 豊さん（トランペット奏者）

森谷 真理さん（声楽家）
埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部

童謡を守り育て、子どもたちの世代へ伝えてい
くことを目的として「彩の国さいたま童謡コン
サート2021」を開催しました。
埼玉県警察音楽隊＆カラーガード隊と歌手の山

田姉妹、うずら＆みどりのそよ風児童合唱団
に出演いただき、埼玉県ゆかりの童謡の吹奏楽演
奏や歌唱、子どもに人気のあるたくさんの曲を披
露していただきました。

彩の国さいたま童謡コンサート2021

事業報告④

開催日時◆令和3年11月23日（火）
14：00～16:00

場所◆和光市民文化センター サンアゼリア
来場者数◆483人
開催費用◆123万8,369円
出演者◆埼玉県警察音楽隊、カラーガード隊、

山田姉妹（歌手）
うずら＆みどりのそよ風児童合唱団

事 業 D a t a

下總皖一音楽賞受賞者コンサート2021

事業報告⑤

令和元年度及び令和2年度下總皖一音楽賞受賞者
による「下總皖一音楽賞受賞者コンサート2021
～埼玉から響く音楽のエール～」を開催しました。
第1部は、国内のトランペットの首席奏者として

幅広く活躍された戸部豊さん、第2部は、2019年
「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」で国歌独
唱を務めるなど、今最も注目を集めるソプラノの一
人である森谷真理さんによるコンサートを行いまし
た。オープニングには、埼玉県立浦和第一女子高等
学校音楽部にも出演していただきました。

トランペット奏者 戸部 豊さん 声楽家 森谷 真理さん ⑤

埼玉県警察音楽隊 吹奏楽演奏 山田姉妹 歌のステージ



多大な寄附をいただいた方に知事から感謝状をお贈りいたしました。
贈呈式の様子をご紹介いたします。
（個人で累計10万円、法人・団体で累計50万円以上になる場合）

寄附金には税法上の優遇措置があります。
詳細は最寄りの税務署でご確認ください。

○法人の場合
寄附金額の全額を損金に算入することができます。

○個人の場合
寄附金額の一定額までが住民税と所得税から控除されます。

感謝状の贈呈
令和3年度

埼玉政財界人チャリティ歌謡祭
実行委員会
事務局：株式会社テレビ埼玉 様

税法上の優遇措置
寄附金の

⑥

文化振興基金の募金箱

文化振興基金では、公演、イベント開催時に、募金箱を置き、寄附を募っています。
令和３年度にこうした募金箱に寄せられた寄附金総額は、101,974円でした。
公演、イベントにおいて、募金箱による寄附活動に御協力いただける団体の皆様には、
紙製の「簡易募金箱」をご用意します。

松本 伸一郎 様 鄭 祖亮 様

上智大学クロスアーツ 様

アイルグループ 様

埼玉の逆襲みんなでやるぞ！委員会
事務局：株式会社ジェイコム

埼玉・東日本 様


