
令和4年度の助成事業の募集を始めます。

一 文化芸術活動を支援します―

芸術文化振興基金助成事業は支援制度の枠組を見直しました。

詳細はホームページ(https:〃 www.nt,laC.go.jP/kikin.htmt)で ご確認ください。

応募は、電子申請にて受け付けます。

応募相談は、オンライン(予約制)及び電話にて受け付けます。(土 。日曜日と祝日を除く)

応募相談の時間・予約方法、募集案内等、詳細はホームページ(httpsi〃www nttjac=O jp/kikin htmOで ご確認ください。

ご相談は、助成対象分野ごとの問合せ先へお願いします。なお、応募相談への参加は応募の必須条件ではありません。

ハ讚芸術文化振興基金による助成
我が国の文化芸術の振興又は普及を図ることを目的とした、国内で実施する活動に助成 します。

舞台芸術・美術等の創造普及活動

助成対象分野 応募受付

現代舞台芸術創造普及活動

伝続芸能の公開活動

美術の創造普及活動

多分野共同等芸術創造活動

国内映画祭等の活動

助成対象分野

映画祭

日本映画上映活動

地域の文化振興等の活動

助成対象分野

地域文化施設公演・

展示活動

アマチユア等の文化団体活動

歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動

民俗文化財の保存活用活動

伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動

募集案内の入手方法

〔ホームページからダウンロード】 https:〃 www.nti.iaC・ go.ip/kikin.htmi

独立行政法人 日 本 芸 術 文 化 振 興 会 基 金 部 〒102‐8656東京都千代田区隼町4-1

令和3年 1司月1日 (月 )

～19日 (金)

応募受付

【第1回 募集】
令和3年 11月 1日 (月 )

～19日 (金 )

【第2回募集】
令和4年 5月 16日 (月 )

～27日 (金)

※第1回募集分と第2回募集分では活動の実施時期が異なります。詳細は募集案内をご覧ください。

応募受付

令和3年 11月 1日 (月 )

～19日 (金)

鞘

問合せ先 応募相談

音楽 03-3265-6077

舞踊 03-3265-6192

演劇 03-3265-6365

03-3265-6394

03-5213-4175

03-3265-6045

令和3年 9月 13日 (月 )～ 10月 29日 僧D
オンライン(予約制)及び電話にて受け付けます。

(土 。日曜日と祝日を除く)

問合せ先 応募相談

03-3265-6312
令和3年 9月 13日 (月 )～ 10月 29日 (金)

オンライン(予約制)及び電話にて受け付けます。

(土 。日曜日と祝日を除く)

応募相談問合せ先

文化会館公演 03-5213-4169

美術館等展示 03中 5213-4174

13-4167
13-4164

２

２

５

５

３

３

０

０

03-52珂 3-4172

令和3年 9月 13日 (月 )～ 10月 29日 (金)

オンライン(予 約市J)及 び電話にて受け付けます。

(土・日曜日と視日を除く)

「文化芸術振興費補助金による助成」は裏面をご覧ください。 吟



令和4年度の助成事業の募集を始めま魂

一 文化芸術活動を支援します―

応募は、電子申請にて受け付けます。

応募相談は、オンライン(予約制)及び電話にて受け付けます。(土・日曜 日と祝 日を除 く)

応募相談の時間・予約方法、募集案内等、詳細はホームページ(httpsi〃www nHjac gOjP/kikin htmt)で ご確認ください。

ご相談は、助成対象分野ごとの問合せ先へお願いします。なお、応募相談への参加は応募の必須条件ではありません。

●  文化芸術振興費補助金による助成
え ′t弁

我が国の芸術水準の向上に資する芸術性・創造性の高い国内外で実施される舞台芸術の活動や、

劇場。音楽堂等が主体となつて行う実演芸術の創造発信、優れた日本映画の製作活動に助成します。

音楽

演劇

舞台芸術創造活動活性化事業

助成対象分野

舞踊

伝続芸能

大衆芸能

劇功君。i旨楽豊ζ等機含と;虫化推進室事業 ※応募方法は、募集案内をご確認ください。

助成対象分野

地域の中核劇場。音楽堂等活性化事業

共同制作支援事業

劇婦・音楽童等問ネットワーク強化事業

映画製作への支援

助成対象分野

劇映画

記録映画

アニメーション映画

応募受付

令和3年 11月 1日 (月 )

～19日 (金 )

応募受付

令和3年 11月 1日 (月 )

～19日 (金)

応募受付

【第1回募集】
令和3年 11月 1日 (月 )

～19日 (金 )

【第2回募集】
令和4年 5月 16日 (月 )

～27日 (金 )

※第1回募集分と第2回募集分では活動の実施時期が異なります。詳細は募集案内をご覧ください。

国際芸術交流支援事業

応募受付期間が決まりましたら、本―ムページでご案内する予定です。

募集案内の入手方法

【ホームページからダウンロード】https:〃 wwwinti.jaC.go.ip/kikin.htmi

独立行政法人 日 本 芸 術 ]定化 振 興 会  基 金 部  〒102‐8656東京都千代田区隼町4‐ 1 盤

問合せ先 応募相談

03-3265-6077

03-3265-6192

03-3265-6178

03-3265-6394

令和3年 10月 1日 (金 )～ 29日 (金 )

オンライン(予約制)及び電話にて受け付けます。

(土 ,日 曜日と祝日を除く)

問合せ先 応募相談

03-3265-6032
03-3265-702¬

03-3265-6018

令和3年 ¬O月 1日 (金 )～ 29日 (金)

オンライン(予約制)及び電話にて受け付けます。

(上・日曜日と祝日を除く)

問合せ先 応募相談

03-3265-6312
令和3年 10月 1日 (金 )～ 29日 (金)

オンライン(予約制)及び電話にて受け付けます。

(上・日曜日と祝日を除く)

「芸術文化振興基金による助成」は裏面をご覧ください。 ■口>


