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第１号様式 

長崎市芸術文化活動再開応援補助金交付申請書 

 

令和４年４月１日 

（あて先）長崎市長 

 

申請者 住所 長崎市茂里町２-３８   

氏名 長崎文化の会               

会長 長崎太郎 ㊞ 

                 （団体の場合は、団体名及び代表者名） 

 

 

 長崎市補助金等交付規則第 3条の規定により、次のとおり申請します。 

 

補助事業の名称 

 

令和４年度長崎文化の会発表会 

 

交付申請額 

 

９４，９５３円 

 

添付書類 

□事業計画書（第２号様式） 

□会場予約取消確認書（第３号様式又は第４号様式） 

□補助対象経費の見積書、請求書又は領収書の写し 

□誓約書兼同意書（第６号様式） 

□その他（                    ） 

 

 

 

 

 

 

申請時の提出書類 

記入例 

⇒申請者は長崎市内に住所がある方が対象です。 

⇒住所・氏名をご記入し、押印してください。 

団体や事業者の場合は、その名称及び代表者の

肩書き・氏名を記入し、代表者の印鑑を押印して

ください。 

（実績報告書も同じ印鑑で押印してください） 

⇒芸名で活動されている方や、会場の申込みなど

を芸名で手続きされている方は、申請者の氏名

は、本名をご記入いただき、カッコ書きで芸名

をご記入ください。 

⇒事業実施の１５日前までに申請してください。 

※ただし、４月に実施する事業については、当該

事業を実施した日から３０日以内であれば申請

できます。 

⇒添付書類に漏れがないか確認のうえ、チェックを

付けてください。 

⇒交付申請額は、補助対象の施設使用料の額を記

入してください。上限は 500,000 円ですので、

500,000円を超える場合は、500,000円と記入し

てください。 

 



第２号様式 

事 業 計 画 書 

事業名 令和４年度長崎文化の会発表会 

主催者名 長崎文化の会 

共催者名  

開催期間 

会場設営  令和４年６月３日（金） 

リハーサル 令和４年６月３日（金） 

本番    令和４年６月４日（土） 

会場撤収  令和４年６月４日（土） 

会場 
会場の名称 長崎ブリックホール 国際会議場 

所在地    長崎市茂里町 2-38 

一般の入場 
可 ／ 不可 

国又は他の

公共団体等

の補助金 

交付あり ／ 交付なし 

事業の形態 主催事業 ／ 国又は県・市等からの受託事業  

事業の内容 

（公演の場合の例） 

長崎文化の会の会員による日頃の練習の成果を発表する。 

演目 「〇〇〇」、「○○〇」 

出演者 長崎文化の会会員 20名、ゲスト〇〇〇氏 

集客（観覧）予定 100名 

（展示の場合の例） 

長崎文化の会会員による作品の展示のほか、公募で集まった作品も展示する。 

作品  洋画 10作品、日本画 10作品、南画計 10作品、合計 30作品 

出品者 長崎文化の会会員 20名、公募市民 10名 

集客（観覧）予定 100名 

⇒共催者がない場合は記入は不要です。 

 

⇒長崎市内の会場が対象です。 

 

⇒チケットを一般に販売する 

  など、関係者以外も入場でき

るものが対象になります。 

  会員のみがチケットを購入で

きるなど、一部の方しか入場

できない場合は対象外にな

り、補助金は申請できません。 

⇒国または他の公共団

体等から 他の制度

による補助、助成又

は委託を受けて行う

事業は対象外になり

ますので、補助金は

申請できません。 

⇒公演の場合は、演目、曲目、出演者、スタッフ、集客予定等の詳細を記入してください。 

 展示の場合は、作品の種類、点数、作品名、出品者名、集客予定等の詳細を記入してください。 



事業の種別 

（下線部分

の該当する

分類に○を

つけてくだ

さい。） 

【芸術】 

文学／音楽／美術／写真／演劇／舞踊／その他芸術 

【メディア芸術】 

映画／漫画／ｱﾆﾒｰｼｮﾝ／ｺﾝﾋﾟｭｰﾀその他電子機器を利用した芸術 

【伝統芸能】 

雅楽／能楽／文楽／歌舞伎／組踊／その他我が国古来の伝統的な芸能 

【芸能】 

講談／落語／浪曲／漫談／漫才／歌唱／その他芸能（伝統芸能を除く） 

【生活文化】 

茶道／華道／書道／その他生活に関する文化 

【国民娯楽】 

囲碁／将棋／その他国民娯楽 

担当連絡先 

(ふりがな) うらかみ はなこ 

氏 名 浦上 花子 

住 所 〒852-8104 

長崎市茂里町 2-38 

TEL/FAX 095-842-3782／095-842-3784 

E-mail bun_shin@city.nagasaki.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒事業の該当する分野に〇を付けてください。 

 複数の分野に該当する場合は、複数〇を付けてください。 

 

⇒申請書に確認したい事項があった場合などに文化振興課から問い合わせをしますの

で、問い合わせ先のご担当者の連絡先をご記入ください。 

 申請書、審査後の決定通知なども基本的にご担当者の住所にお送りします。 



第３号様式 

会場予約取消確認書(市有施設) 

事業名 令和３年度長崎文化の会発表会 

主催者名 長崎文化の会 

共催者名  

予約を取り

消した会場 

会場名称 チトセピアホール 

所在地  長崎市千歳町 5-1 

会場予約を

取り消した

期間 

令和３年６月４日（金）～令和３年６月５日（土） 

事業の内容 

（公演の場合の例） 

長崎文化の会の会員による日頃の練習の成果を発表する。 

演目 「〇〇〇」、「○○〇」 

出演者 長崎文化の会会員 20名、ゲスト〇〇〇氏 

集客（観覧）予定 100名 

事業の種別 

（下線部分

の該当する

分類に○を

つけてくだ

さい。） 

【芸術】  

文学／音楽／美術／写真／演劇／舞踊／その他芸術 

【メディア芸術】 

映画／漫画／ｱﾆﾒｰｼｮﾝ／ｺﾝﾋﾟｭｰﾀその他電子機器を利用した芸術 

【伝統芸能】 

雅楽／能楽／文楽／歌舞伎／組踊／その他我が国古来の伝統的な芸能 

【芸能】 

講談／落語／浪曲／漫談／漫才／歌唱／その他芸能（伝統芸能を除く） 

【生活文化】 

茶道／華道／書道／その他生活に関する文化 

【国民娯楽】 

囲碁／将棋／その他国民娯楽 

上記事業の延期・中止に伴い会場予約を取り消したことを申し出ます。 

 

 

 

⇒令和２年２月２０日～令和４年３月３１日までの間に新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や延期

した事業についてご記入ください。 

⇒市有施設（長崎ブリックホール、チトセピアホール、市民会館文化ホール、（メルカ築町）市民生活プラザホ

ール、平和会館ホール、琴海・野母崎文化センター、ふれあいセンター、稲佐山公園野外ステージ、出島表門

橋公園、旧香港上海銀行長崎支店記念館など）の場合はこの様式にご記入ください。 



第４号様式 

会場予約取消確認書(市有施設以外) 

事業名 令和３年度長崎文化の会展覧会 

主催者名 長崎文化の会 

共催者名  

予約を取り

消した会場 

会場名称 〇〇美術館 〇〇展示室 

所在地  長崎市〇〇町〇－〇 

会場予約を取

り消した期間 

令和２年２月２０日（木）～令和２年２月２３日（日） 

事業の内容 

（展示の場合の例） 

長崎文化の会会員による作品の展示のほか、公募で集まった作品も展示する。 

作品  洋画 10作品、日本画 10作品、南画計 10作品、合計 30作品 

出品者 長崎文化の会会員 20名、公募市民 10名 

集客（観覧）予定 100名 

事業の種別 

（下線部分

の該当する

分類に○を

つけてくだ

さい。） 

【芸術】 

文学／音楽／美術／写真／演劇／舞踊／その他芸術 

【メディア芸術】 

映画／漫画／ｱﾆﾒｰｼｮﾝ／ｺﾝﾋﾟｭｰﾀその他電子機器を利用した芸術 

【伝統芸能】 

雅楽／能楽／文楽／歌舞伎／組踊／その他我が国古来の伝統的な芸能 

【芸能】 

講談／落語／浪曲／漫談／漫才／歌唱／その他芸能（伝統芸能を除く） 

【生活文化】 

茶道／華道／書道／その他生活に関する文化 

【国民娯楽】 

囲碁／将棋／その他国民娯楽 

会場管理・ 

運営者 

記入欄 

上記事業の延期・中止に伴い会場予約を取り消したことを確認いたしました。 

（施設の事業者又は団体名） 〇〇美術館                      

（代表者）館長 大浦 太郎    （担当者）石橋 花子                

（連絡先）TEL 000-000-000     E-mail abcmuseum.co.jp             

※この枠内は会場の管理・運営者が予約取消を確認のうえ、記入してください。  

⇒令和２年２月２０日～令和４年３月３１日までの間に新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や延期し

た事業についてご記入ください。 

⇒市有施設以外（民間施設や国・県の施設）の場合はこの様式にご記入ください。 

 

⇒予約を取り消した施設の事業者または団体に記入してもらってください。 

 



第５号様式 

団 体 概 要 書 

団
体
の
名
称 

ふりがな ながさきぶんかのかい 
代

表

者 

氏 名 

 

会長 長崎 太郎 
 

長崎文化の会 

拠
点
事
務
所 

〒850-8104 

長崎市茂里町 2-38 

 

TEL 095-842-3782 

設立年月日  平成 10 年 4 月 

会 員 数    20 人 

活動の状況 

主な活動場所（練習会場の名称と所在地） 

長崎ブリックホール 練習室（長崎市茂里町 2-38） 

 

主な活動スケジュール 

毎週水曜 18 時～20 時練習 

4 月 新入会員歓迎会 

6 月 発表会 

12 月 おさらい会 

 

年間を通しての発表会数（1 回）と主な会場（発表場所） 

毎年 6 月にチトセピアホールまたはブリックホールの国際

会議場で発表会を行っています。 

 

活動内容 

長崎文化の会は日本舞踊の技術向上と日本舞踊や会員同士

の親睦を深めるサークルです。 

会員は 30 代から 60 代の 20 名です。 

○○先生の指導の下、毎週水曜日の 18 時～20 時にブリッ

クホールの練習室で稽古をしています。 

年に 1 回、6 月にチトセピアホールまたはブリックホール

で稽古の成果を披露する発表会を行っています。 

 

種別 

裏面の種別一覧より該当する分類をご記入ください。 

 芸術 ６舞踊 (1)邦舞系 

 

会員名簿 別紙添付してください 

⇒補助対象者の(４)に該当する団体はこの様式に記入のうえ、提出してください。 

 (１)～(３)に該当する方は提出の必要はありません。 

 

⇒会員名簿を添付してください。 

会員名簿には、氏名、住所の記載が必要です。 

会員の半数以上が長崎市在住か長崎市に通勤・通学している方である団体が対象になります。 

 



種別一覧 

【芸術】  

１文学 ⑴文芸 ⑵その他 

２音楽 ⑴ｵｰｹｽﾄﾗ ⑵ｵﾍﾟﾗ ⑶合唱 ⑷室内楽 ⑸ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ音楽 ⑹吹奏楽 ⑺その他 

３美術 ⑴日本画 ⑵洋画 ⑶工芸 ⑷彫刻 ⑸ﾃﾞｻﾞｲﾝ ⑹書 ⑺南画 ⑻その他 

４写真 

５演劇 ⑴劇団 ⑵鑑賞団 ⑶その他 

６舞踊 ⑴邦舞系 ⑵洋舞系 ⑶その他  

７その他芸術 

【メディア芸術】 

１映画 ⑴製作 ⑵鑑賞 ⑶その他 

２漫画 

３ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 

４ｺﾝﾋﾟｭｰﾀその他電子機器を利用した芸術 

【伝統芸能】 

１雅 

２能楽 

３文学 

４歌舞伎  

５その他我が国古来の伝統的な芸能 ⑴音楽分野 ⑵その他 

【芸能】 

１講談 

２落語 

３浪曲 

４漫談 

５漫才 

６歌唱  

７その他芸能（伝統芸能を除く） 

【生活文化】 

１茶道 

２華道 

３書道 

４その他生活に関する文化 

【国民娯楽】 

１囲碁 

２将棋 

３その他国民娯楽 

【出版物及びレコードの普及】 

【地域固有の伝統芸能】 

【地域固有の民族芸能】 

【国際交流】 

 



第６号様式 

誓約書兼同意書 

（あて先）長崎市長 

 

長崎市芸術文化活動再開応援補助金の交付申請を行うに当たり、以下のすべ

ての事項について誓約及び同意します。 

         申請書 

住所（個人については

住民票上の住所）    
長崎市茂里町 2-38 

ふ り が な ながさきぶんかのかい かいちょう ながさき たろう 

氏名（団体の場合は、団

体名及び代表者名） 
長崎文化の会 会長 長崎 太郎 

 

１．国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体から他の制度による補助、助

成又は委託を受けて行う事業ではありません。 

２．市税納付の状況について、市長が必要な税関係情報の記録を調査すること

に同意します。 

３．市税納付については、次のとおり相違ありません。 

※ いずれか該当する項目に☑をつけてください。 

□ 市税は、滞納していない。 

□ 令和２年２月１日以降に納期が到来した市税に滞納があるが、今後、誠

意をもって支払う。 

４．次のいずれかにも該当しておりません。 

 （1）暴力団（長崎市暴力団排除条例（平成 24年長崎市条例第 59号）第２

条第 1号に規定する暴力団をいう。） 

 （2）暴力団員（同条例第２条第 2号に規定する暴力団員をいう。） 

 （3）暴力団関係者（同条例第 12条に規定する暴力団関係者をいう。 

５．事業の実施に当たり、前項（1）から（3）までに掲げる者（以下「暴力団

等」という。）と契約を締結しません。 

６．暴力団等をこの事業に一切関与させません。 

７．前項の内容に偽りがあった場合は、長崎市芸術文化活動再開応援補助金の

交付の取消及び返還命令を受けることがあることを理解し、当該決定を受

けた場合には、これに異議を述べず、速やかに決定に従います。 

⇒内容をよくご確認のうえ、住所・氏名をご記入ください。 

団体や事業者の場合は、その名称及び代表者の肩書き・氏名を記入してください。 

⇒芸名で活動されている方や、会場の申込みなどを芸名で手続きされている方は、申

請者の氏名は、本名をご記入いただき、カッコ書きで芸名をご記入ください。 

 ※押印は不要です。 


