
2020 年 7 月 8 日 

アーツ・ユナイテッド・ファンド 

第一回助成結果のご報告 

 

公益財団法人パブリックリソース財団 

 

１ 概要 

アーツ・ユナイテッド・ファンドは、2020 年 5 月 1 日～5 月 30 日の予定でクラウドファンディン

グ・プラットフォームである GoodMorning で寄付募集が開始されました。 

 

2020 年 5 月 30 日までに GoodMorning で受け付けた 6,501,280 円と弊財団に直接いただいた

11,110,000 円のご寄付から GoodMorning の手数料、決済手数料、消費税および弊財団の管理運営

費を差し引いた 15,206,526 円を原資に、文化芸術に携わる個人を対象に公募、審査を行いました。 

個人の応募件数は 1,715 件、助成件数は 76 件、助成総額は 15,200,000 円となりました。 

 

寄付金額 17,641,280 円 

助成金原資 15,233,526 円 

1 件あたり助成上限額 200,000 円 

応募件数 1,715 件 

助成件数 76 件 

助成総額 15,200,000 円 

残金 33,526 円 

 

 

２ 公募・審査の経緯 

 

公募期間：2020 年 6 月 1 日～6 月 9 日 

書類審査：2020 年 6 月 10 日～6 月 20 日 

審査委員会開催日：2020 年 2020 年 6 月 21 日 

審査委員名（五十音順）： 

滝口 健 様   世田谷パブリックシアター/東京藝術大学非常勤講師   

久野 敦子 様  公益財団法人セゾン文化財団 常務理事 

由良 聡    公益財団法人パブリックリソース財団 理事 

 

 

 

 

  



３ 審査結果 

（１） 個人：採択件数 76 件、助成総額 15,200,000 円 

※順不同、敬称略 

都道府県 氏名あるいは芸名 職名 

神奈川県 斎藤英理 映像作家、コーディネーター 

千葉県 井上裕朗 俳優／演出家 

東京都 池田野歩 音響 

愛知県 粟田麻利子 演奏家（ジャズボーカリスト） 

東京都 榎園歩希 美術作家 

千葉県 西川裕一 作曲家・演奏家・舞台音響家 

東京都 久保ガエタン 美術作家 

神奈川県 真鍋尚之 音楽家 

埼玉県 韓成南 映像作家、アートディレクター、キュレーター、翻訳・通訳者 

神奈川県 山下貴裕 プロデューサー 

東京都 野崎夏世 パフォーマー 

東京都 平川和代 プロデューサー・振付師・出演者（ダンサー・シンガー） 

東京都 石原理衣 俳優、プロデューサー、映画祭プログラマー 

東京都 地丸彰 日本舞踊の顔師（化粧） 

大阪府 野原万里絵 画家 

神奈川県 笑太夢 マジシャン 

広島県 櫛野展正 キュレーター 

神奈川県 泉真由 実演家（フルート演奏家） 

神奈川県 蕪木光生 作曲家・ピアニスト 

愛知県 浅井信好 舞踏家・振付家・演出家 

東京都 佐藤正和 俳優 

山梨県 鈴木ユキオ アーティスト・ダンサー・振付家 

神奈川県 中舘壮志 音楽家 

東京都 中崇 マジシャン 

石川県 山本基 現代美術作家 

京都府 鈴木栄治 作曲家、実演家、イベント制作 

東京都 アオキ裕キ ダンサー、振付家 

東京都 ZANGE  パフォーマンスアーティスト 

東京都 神田紅佳 伝統芸能 講談師 

東京都 西川古柳 八王子車人形 西川古柳座 五代目 西川古柳 

千葉県 サンキュー手塚 大道芸人 

長野県 渡辺裕紀子 作曲家 

東京都 小泉ポロン 演芸家 マジシャン 



東京都 安藤誠 LAND FES ディレクター 

東京都 山上兄弟（うち 1 名） イリュージョンニスト 

東京都 究竟フィルム 映画監督 

東京都 西田シャトナー 
劇作家・脚本家・演出家・俳優・折り紙作家・イラストレータ

ー 

東京都 Namiko Kitaura フォトグラファー 

神奈川県 飯塚聡 映像ディレクター 

神奈川県 中森健之介 能楽師観世流シテ方 

東京都 三浦宏之 振付家・実演家 

東京都 望月左太寿郎 邦楽囃子演奏家 

東京都 ゆうな バレエダンサー 

東京都 上原なな江 打楽器奏者 

福岡県 高松聡美 音楽家（マリンバ奏者） 

東京都 夏田昌和 作曲家・指揮者 

神奈川県 沼田司 
バストロンボーン奏者、コントラバストロンボーン奏者・演奏

家・クリニシャン 

兵庫県 京極朋彦 ダンサー・振付家 

東京都 井口雄介 現代美術作家 

大阪府 木戸真希 音楽家 

東京都 服部正嗣 音楽家 

大阪府 大西康明 美術作家 

京都府 川崎陽子 プロデューサー 

東京都 山崎阿弥 音楽実演家、美術・工芸作家 

東京都 novus axis 音楽プロデューサー／コンサート制作・プロモーター 

東京都 稲荷森健 音響デザイナー/音響オペレーター 

広島県 三上清仁 
美術作家、及びエキシビション ディレクター、アーティストイ

ンレジデンス デイレクター 

東京都 永田健 ダンサー（フラメンコ） 

埼玉県 淺場万矢 演出家、作曲家、実演家、映像作家、プロデューサー、制作者 

沖縄県 喜久川ひとし 演奏家 

埼玉県 Natsu 和太鼓奏者/音楽家 

東京都 髭野 純 プロデューサー 

大分県 油布直輝 サーカスアーティスト 

東京都 小林実佐子 実演家（声楽家） 

東京都 宮本あゆみ 演奏家、ハーピスト 

東京都 渡辺大 声楽家 

東京都 大塚惇平 伝統芸能実演家 



東京都 佐藤ひらり シンガーソングライター 

東京都 庄司知世 実演家 

東京都 狩野 哲郎 美術作家 

神奈川県 藤井麻美 実演家（声楽、オペラ歌手） 

神奈川県 菅原康太 写真家・映像作家 

神奈川県 大石将紀 サクソフォン奏者 

東京都 酒井紫音 俳優 

東京都 園田隆一郎 指揮者 

東京都 中原くれあ 演劇・俳優・制作者 

 

以上 


