
●平成23年度

№ 区分 団体名 事業名 事業概要 主な補助内容 決定額(円） 事業期間

1
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

宗像市盆栽協会
盆栽技術の向上と盆栽文化
の世代間継承

宗像市に居住する盆栽愛好者の親睦・融和と盆栽に関する研
修技術の向上を図り、盆栽展示会等の開催により宗像市の文
化の向上発展に努める。また、先人から受け継いだ伝統の技
術や手法を次の世代へ繋げていくための活動を行う。

盆栽用回転作業台、講師謝金、展示会用テーブルシート 72,000
1年目/3年

（終了）

2
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

第九コンサートむなかた実行
委員会

第九コンサートむなかた2011
ユリックスイベントホールにおいて、フルオーケストラと市民合唱
団によるベートーベン「交響曲第九番（合唱付き）」コンサートを
開催する。

会場使用料（宗像ユリックス）、合唱指導者・ピアノ伴奏者への
謝金、チラシ・ポスター代

500,000 1年目/2年

3
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

劇団夢かなた
むなかたに大人の演劇文化を
広げよう！

ワークショップ活動を通じて「表現」の楽しさを身近に感じてもら
う機会をつくる。公演事業活動を通じて、演劇文化及び芸術分
野への裾野を広げる。

会場使用料・舞台備品費・舞台人件費（宗像ユリックス）、ワー
クショップ謝金、チラシ・ポスター代、大道具・小道具代

425,000 1年目/2年

4
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

赤馬塾 大赤馬展
初年度は近世赤間における歴史文化遺産、人物の調査・整理
を行う。次年度にそれらの成果を発表する大赤馬展を開催す
る。

図面・パース制作代、講師謝金、印刷費 300,000 1年目/2年

5
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

むなかたミュージカルメイツ
世代を越えて－皆で作ろう！
ミュージカル！

一般公募を行い、老若男女・地域を越えた人員でミュージカル
を創り上げ、皆で心ひとつ舞台を創る喜びを体験する。ミュージ
カルを通して、宗像の歴史・文化や、命の大切さを伝えていく。

会場使用料・舞台備品費・舞台人件費（ユリックス会場）、衣装
等材料費、チラシ・ポスター代、

500,000 1年目/3年

小計 1,797,000 円

●平成23年度（2次募集）

№ 区分 団体名 事業名 事業概要 主な補助内容 決定額(円） 事業期間

1
地域伝統文化継承及び活用
事業

鐘崎山笠保存振興会 鐘崎祇園山笠保存振興事業

山車に前山・後山の太鼓を据え、その合図で山車を動かす「鐘
崎祇園山笠」は、毎年７月14日・15日に鐘崎地区（六自治会）
で巡行される。鐘崎地区の漁業者が漁止めし、海上安全、大
漁祈願、家内安全、五穀豊穣等、鐘崎地区を上げて祈念する
鐘崎地域の伝統文化である「鐘崎祇園山笠」の保存継承を図
る。

太鼓2台 500,000
1年目/1年

（終了）

小計 500,000 円

●平成24年度

№ 区分 団体名 事業名 事業概要 主な補助内容 決定額(円） 事業期間

1
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

第九コンサートむなかた合唱
団

第九コンサートむなかた2012 －
ユリックス会場使用料、合唱指導者・ピアノ伴奏者への謝金、
チラシ・ポスター代

500,000
2年目/2年

(終了）

2
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

劇団夢かなた
むなかたに大人の演劇文化を
広げよう！

－
会場使用料・舞台備品費・舞台人件費（宗像ユリックス）、ワー
クショップ謝金、チラシ・ポスター代、大道具・小道具代

500,000
2年目/2年

(終了）

3
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

赤馬塾 大赤間展 － 会場使用料（宗像ユリックス）、展示パネル代、講師料 500,000
2年目/2年

（終了）

4
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

むなかたミュージカルメイツ
世代を越えて－皆で作ろう！
ミュージカル！

－
会場使用料・舞台備品費・舞台人件費（宗像ユリックス）、衣装
等材料費、チラシ・ポスター代

500,000 2年目/3年

5
地域伝統文化継承及び活用
事業

神湊三自治会連合会
市無形文化財「神湊盆踊り」
継承・活用事業

神湊盆踊りは平成2年に玄海町無形文化財の指定を受け、昭
和57年には地元3自治会による「神湊盆踊り保存会」が組織さ
れた。次世代育成が今後の大きな課題であり、後世へ継承、
保存のための記録の作成を行っていく。

大太鼓革張替、照明器具、会場電気工事、ビデオカメラ一式 500,000 1年目/3年

6
地域伝統文化継承及び活用
事業

宗像大社みあれ祭陸上神幸
実行委員会

宗像大社みあれ祭陸上神幸

宗像大社みあれ祭りにおける陸上神幸徒歩行列を地域住民や
市民団体が連携して催行することにより、地域伝統文化の継承
を図るとともに、地域のにぎわいや郷土愛を深めることに貢献す
る。

装束（黄衣雑色姿） 498,000 1年目/3年

7
地域伝統文化継承及び活用
事業

田熊山笠実行委員会
田熊山笠の伝統文化継承事
業

田熊山笠は、田熊地区にある示現神社に毎年奉納される山笠
である。この山笠は、1992年地域の有志で復興され、今年で
23年を迎えた。地域に残る伝統文化を尊重し、後継者の育成
と地域の活性化を図るために行うものである。

水法被、清道旗（追い山用）、台幕（見送り用）、提灯張り替え 444,000 1年目/3年

8
文化芸術の次世代育成活動
事業

お出かけ音楽隊 お出かけコンサート

地域の子育てサロン、幼稚園、コミュニティ・センターで童謡、
唱歌、日本歌曲、クラシックの名曲などを演奏したり、人形オペ
レッタや影絵、「絵本とお話と音楽との共演」で子どもにも親しみ
やすい形で歌や楽器の演奏を行う。（市内のホール等でのファ
ミリーコンサートの開催、市主催の音楽イベントへの参加）

会場使用料、画材、人形制作費、プログラム印刷代 75,000 1年目/3年

小計 3,517,000 円

●平成25年度

№ 区分 団体名 事業名 事業概要 主な補助内容 決定額(円） 事業期間

1
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

むなかたミュージカルメイツ
みんなで創る宗像のミュージ
カル

－
会場使用料・舞台備品費・舞台人件費（ユリックス会場）、衣装
等材料費、チラシ・ポスター代、

500,000 3年目/3年

2
地域伝統文化継承及び活用
事業

神湊三自治会連合会
市無形文化財「神湊盆踊り」
継承・活用事業

－
法被、のぼり旗、プロジェクター・スクリーン等映像機器（練習
用）

500,000
2年目/3年

（終了）

3
地域伝統文化継承及び活用
事業

みあれ祭陸上神幸実行委員
会

宗像大社みあれ祭陸上神幸 － 装束（黄雑色衣） 500,000 2年目/3年

4
地域伝統文化継承及び活用
事業

田熊山笠実行委員会 田熊山笠の伝統文化継承 － 水法被（東郷小５年生用）、のぼり旗 310,000 2年目/3年

7
地域伝統文化継承及び活用
事業

宗像市鐘崎中町区自治会
石槌神社まつり、伝統御巡
行、こども相撲大会

大昔から伝統的に中町区の主催で石鎚神社の祭礼として、御
巡行（太鼓）、こども相撲、お旅所設置を9月15日に限って挙行
している。地域平安、子どもの健全化を祈願する本行事を保
存・継承することで、区民の協力関係の醸成、伝統の継承を図
る。

長胴太鼓 285,000
1年目/3年

（終了）

5
地域伝統文化継承及び活用
事業

鐘崎盆踊り振興会
福岡県文化財指定鐘崎盆踊
り保存継承事業

県無形民俗文化財である鐘崎盆踊りは保存会により継承され
てきた。鐘崎盆踊りは他に類を見ない初盆家供養の盆踊りであ
る。毎年8月14日に祭壇を設けて、位牌を並べて供養を兼ね
た盆踊りを行っている。ほかに8月16日の夏祭り、5月・11月の
木屋瀬、11月の玄東祭りで盆踊りを行い、保存継承を図る。

衣装代（女性用浴衣） 498,000 1年目/3年

6
地域伝統文化継承及び活用
事業

地島山笠保存会 地島山笠継承事業

地島山笠は、無病息災と豊漁を祈願して、毎年地区の牧神
社・厳島神社に奉納する山笠である。山に飾る人形について
は、人形師のご好意で毎年借りていたが、この人形師が廃業し
たため、別の人形師から人形を買い取り、伝統ある山笠を継承
していこうとするものである。

山笠人形（２体） 300,000 1年目/3年

8
地域伝統文化継承及び活用
事業

宗像霊場めぐり研究会
宗像四国西部霊場めぐり活用
事業

旧宗像郡で幕末から続けられている霊場めぐりという文化にふ
れることで認知度を高め、これを継承発展させていく。宗像四
国霊場の存在を多くの方に知ってもらい、郷土愛を育むととも
に、歩いて巡ることで健康づくりにも役立てたり、文化観光の資
源とするなど、副次的効果も狙う。

ゼンリン地図、冊子製本代 73,000 1年目/3年

9
文化芸術の次世代育成活動
事業

お出かけ音楽隊 お出かけ音楽隊 － 会場使用料、画材、人形制作費、プログラム印刷代 42,000 2年目/3年

小計 3,008,000 円

宗像市文化芸術活動事業補助金交付実績（年度別）



宗像市文化芸術活動事業補助金交付実績（年度別）

№ 区分 団体名 事業名 事業概要 主な補助内容 決定額(円） 事業期間

1
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

P's Brass Ensemble ぴーず・ぶらす・あんさんぶる

地域の音楽行事や高齢者施設、デイケア（入所・通所施設）、
福祉施設等で、歌謡曲、日本歌曲、クラシック曲等を演奏。リ
ズム遊びや歌ってもらったりする活動を通して、音楽に親しんで
もらえるような演奏を行う。

印刷費、楽譜代、画材代 32,000
1年目/3年

（終了）

2
地域伝統文化継承及び活用
事業

平等寺伝承行事を伝える会
平等寺伝承行事　継承の安
定化

「五軒当場制度」に支えられた平等寺伝承行事が、非農家増
大により、崩壊の危機に面している。伝承行事の重要性認識を
高め、伝承行事の安定実施基盤を築くため、宗像市老連作成
「伝承行事を守り続ける平等寺（略称：調査報告書）」をベース
に住民向け調査報告書、市民向けパンフレットを作成し、説明
会を実施する。

住民向け報告書・市民向けパンフレット作製費 290,000
1年目/3年

（終了）

小計 322,000 円

●平成26年度

№ 区分 団体名 事業名 事業概要 主な補助内容 決定額(円） 事業期間

1
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

MIRAI
朗読のサークル活動及び朗
読劇の公演活動

地域のサークル活動として朗読に取り組み、公民館や学校での
朗読劇公演を通して、文化芸術のまちづくりと平和を愛する人
材育成を図る。朗読劇「月光の夏」にピアノ演奏を加え、より芸
術性の高い公演を目指す。また、オリジナル朗読劇の制作にも
取り組む。

旅費（公演視察）、チラシ・ポスター代、会場使用料 166,000 1年目/3年

2
地域伝統文化継承及び活用
事業

みあれ祭陸上神幸実行委員
会

宗像大社みあれ祭陸上神幸 － 装束（黄雑色衣、巫女衣装） 500,000
3年目/3年

（終了）

3
地域伝統文化継承及び活用
事業

田熊山笠実行委員会 田熊山笠の伝統文化継承 － 和手拭い、締め込み（台上り等）、旗 216,000
3年目/3年

（終了）

4
地域伝統文化継承及び活用
事業

地島山笠保存会 地島山笠継承事業 － 法被、はちまき 329,000
2年目/3年

（終了）

5
地域伝統文化継承及び活用
事業

鐘崎盆踊り振興会
福岡県文化財指定鐘崎盆踊
り保存継承事業

－ 浴衣、帯、祭り用短パン 497,000 2年目/3年

6
地域伝統文化継承及び活用
事業

宗像霊場めぐり研究会
宗像四国西部霊場めぐり活用
事業

－ 郷土資料、販売用冊子 465,000
2年目/3年

(終了）

7
地域伝統文化継承及び活用
事業

吉武地域歴史・伝統文化保
存振興会

吉武地域の「歴史・伝統文
化」継承及び活用事業

真夜中の大名行列として、300有余年の伝統を受け継ぎ、市
民に親しまれてきた、吉武八所宮の「御神幸」の主要行事（大
名行列）及び、子どもたちによる「浦安の舞」を地域の伝統民俗
文化として、継承保存していく事業である。

装束、講師料 500,000 1年目/3年

8
文化芸術の次世代育成活動
事業

お出かけ音楽隊 お出かけ音楽隊 － 会場使用料（宗像ユリックス）、チラシ・ポスター代 112,000
3年目/3年

（終了）

9
文化芸術の次世代育成活動
事業

宗像詩吟の会
詩吟及び剣舞を通しての世代
間交流

子どもに対し、詩吟・和歌・俳句・剣舞等の学習会を開催。ま
た、文化祭等に積極的に参加し、学習成果を発表し、世代間
の交流を図るとともに、詩吟・和歌・俳句・剣舞等を地域住民に
普及振興する。

講師料、子供用剣舞ユニフォ－ム、剣舞用稽古刀、会場使用
料

123,000
2年目/3年

【1年目は人まち
補助金】（終了）

小計 2,908,000 円

●平成27年度

№ 区分 団体名 事業名 事業概要 主な補助内容 決定額(円） 事業期間

1
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

MIRAI
朗読劇「月光の夏」の公演活
動

－ 会場使用料、脚本使用料、印刷製本費 60,000
2年目/3年

（終了）

2
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

M BOX M BOX エムボックス
おはなし会「みんなの玉手箱」、音楽のライブ、絵画展示棟を通
して、地域の交流や文化芸術の伝搬のための人材育成を行
う。

講師料、交通費、パンフレット制作費 144,000 1年目/3年

3
地域伝統文化継承及び活用
事業

鐘崎盆踊り振興会
福岡県文化財指定鐘崎盆踊
り保存継承事業

－ 台幕、のぼり旗、太鼓張り替え 318,000
3年目/3年

（終了）

4
地域伝統文化継承及び活用
事業

吉武地域歴史・伝統文化保
存振興会

吉武地域の「歴史と伝統文
化」継承及び活用事業

－ 装束他（緋袴・長衣）、鋏箱、提灯、指導者講習会参加費 493,000 2年目/3年

5
地域伝統文化継承及び活用
事業

鐘崎山笠保存振興会
鐘崎山笠伝統行事の継承事
業

毎年７月１４日、岬地区では山車を舁きながら巡幸する山笠が
開催される。海上安全、大漁祈願、五穀豊穣を願い、漁業者
が漁止めをし、地域が一つとなって開催される伝統行事の一つ
である。開催の主催は当番制となっており、鐘崎の六町が順番
で受け持つ。当日の舁き手は男性のみであるが、数年前より玄
海東小学校の児童（男女とも）に参加してもらっている。

法被 447,000 2年目/3年

小計 1,462,000 円

●平成28年度

№ 区分 団体名 事業名 事業概要 主な補助内容 決定額(円） 事業期間

1
文化芸術のまちづくりと人材育
成活動事業

M BOX M BOXエムボックス －
会場使用料（宗像ユリックス）、講師料、交通費、パンフレット制
作費

272,000 2年目/3年

2
地域伝統文化継承及び活用
事業

吉武地域歴史・伝統文化保
存振興会

吉武地域の「歴史と伝統文
化」継承及び活用事業

－ 半天、股引き、神楽鈴、鈴緒、桧扇 500,000
3年目/3年

（終了）

3
地域伝統文化継承及び活用
事業

鐘崎山笠保存振興会
鐘崎山笠伝統行事の継承事
業

－ 山笠担ぎ棒 500,000
3年目/3年

（終了）

4
文化芸術の次世代育成活動
事業

宗像尐年尐女劇団 宗像尐年尐女劇団
1年を通して、宗像市の子どもたちを主体をしたオリジナルの
ミュージカルを作り、練習の成果を発表する場として地域の行
事に参加したり、近郊の小学校や地域のホールで公演を行う。

会場使用料、衣装・大小道具制作費、化粧道具費、印刷製本
費

500,000 1年目/3年

小計 1,772,000 円

総合計（平成２３～２８年度） 15,286,000 円

●平成25年度（2次募集）


