
指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除に係る文部科学大臣指定行事一覧 2020年5月15日指定分

開始日 終了日 名称

1000001 第２２回別府アルゲリッチ音楽祭 音楽 2020年5月9日 2020年5月28日 別府ビーコンプラザ 大分県 別府市 山の手町１２－１
公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財

団
大分県 別府市 大字別府字野口原３０３０－１

1000002 FUNFUNスタジオ発表会 未来につなげよう 文化芸術教室 2020年4月19日 2020年4月19日 八千代市市民会館大ホール 千葉県 八千代市 萱田町７２８ 特定非営利活動法人FUNFUNスタジオ 千葉県 佐倉市 井野1400-88

1000003～

1000005、

1000007

札幌交響楽団第６２７回定期演奏会、札幌交響楽団

第６２８回定期演奏会、札幌交響楽団第６２９回定

期演奏会、札響シンフォニックブラス２０２０

音楽 2020年3月13日 2020年5月16日 札幌コンサートホールKitara 北海道 札幌市 中央区中島公園1-15 公益財団法人札幌交響楽団 北海道 札幌市 中央区中島公園1-15 札幌コンサートホール内

1000006 札幌交響楽団 hitaruシリーズ新・定期演奏会第１回 音楽 2020年5月28日 2020年5月28日 札幌文化芸術劇場 北海道 札幌市 中央区北1条西1丁目 公益財団法人札幌交響楽団 北海道 札幌市 中央区中島公園1-15 札幌コンサートホール内

1000008 衣川亮輔コンサート2020～夕陽は微笑んでた～ 音楽 2020年5月31日 2020年5月31日 花の北市民広場大ホール 兵庫県 姫路市 増位新町2-12 衣川亮輔後援会姫路ひよこの会 兵庫県 尼崎市 稲葉元町1-1-1-904

1000009
G－フォレスタ presents 洋館ミステリ劇場「隠され

た推理」
演劇 2020年3月14日 2020年3月15日 旧グッゲンハイム邸 兵庫県 神戸市 垂水区塩屋町３－５－１７ G－フォレスタ 兵庫県 尼崎市 三反田町１－７－７

1000010
東京アカデミー合唱団第65回定期演奏会 ベートー

ヴェン ミサ・ソレムニス
音楽 2020年3月26日 2020年3月26日 東京オペラシティコンサートホール 東京都 新宿区 西新宿3丁目20番2号 東京アカデミー合唱団 千葉県 八千代市 大和田新田446番１２３

1000011 古澤巌～品川カルテットコンサート2020in宇部 音楽 2020年6月4日 2020年6月4日 宇部市渡辺翁記念会館 山口県 宇部市 朝日町8-1 宇部好楽協会 山口県 宇部市 相生町8-1

1000012 怪獣の教えTHE FINAL 演劇 2020年4月24日 2020年5月3日 横浜赤レンガ倉庫3Fホール 神奈川県 横浜市 中区新港１丁目１－１ 株式会社imagination 東京都 狛江市 猪方３－２２－１７セントヒルダス１０６

1000013
第135回アンサンブル of トウキョウ定期演奏会『室

内楽、色鮮やかに溶け合うハーモニー」
音楽 2020年6月25日 2020年6月25日 東京文化会館小ホール 東京都 台東区 上野公園５－４５ アンサンブル of トウキョウ 神奈川県 横浜市 都筑区早渕3-13-25

1000014 京都芸術花火2020
その他文化芸

術イベント
2020年6月10日 2020年6月10日 JRA京都競馬場 京都府 京都市 伏見区葭島渡場島町32 京都芸術花火大会実行委員会 京都府 京都市 左京区新東洞院町252 元新洞小学校3階

1000015 刀剣乱舞-本丸博-2020

その他の文化

芸術展示イベ

ント

2020年4月18日 2020年5月17日 新潟県民会館 ギャラリー 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町3-13 株式会社テレビ新潟放送網 新潟県 新潟市 中央区新光町1-11

1000016 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポー

ツイベント
2020年2月29日 2020年4月29日 川崎市とどろきアリーナ 神奈川県 川崎市 中原区等々力１－３ 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース 神奈川県 川崎市 幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館4F

1000017 青年劇場第123回公演「水曜日、ゆらゆるりん」 演劇 2020年5月22日 2020年5月31日 紀伊國屋ホール 東京都 新宿区 新宿３－１７－７ 紀伊國屋書店新宿本店５階 秋田雨雀・土方与志記念青年劇場 東京都 新宿区 新宿２－９－２０ 問川ビル４階

1000018 ミュンヘン交響楽団 音楽 2020年3月20日 2020年3月20日 岡山シンフォニーホール 岡山県 岡山市 北区表町１－５－１ 岡山県音楽文化協会 岡山県 岡山市 北区蕃山町１－２０

1000019 SUPER RUGBY 2020 JAPAN ROUND
観戦型スポー

ツイベント
2020年3月14日 2020年5月16日 秩父宮ラグビー場 東京都 港区 北青山2-8-35 一般社団法人ジャパンエスアール 東京都 港区 北青山2-7-21 青山アイアイビル4階

1000020～

1000021

市民文化芸術鑑賞事業 湯山昭の音楽、市民文化芸

術鑑賞事業 SADAO with Friends 2020
音楽 2020年3月15日 2020年4月10日 高山市民文化会館 岐阜県 高山市 昭和町1丁目188番地1 一般社団法人高山市文化協会 岐阜県 高山市 昭和町1丁目188番地1

1000022～

1000023

はるも トーク＆ライブ 5月公演、はるも トーク＆

ライブ 6月公演
音楽 2020年5月23日 2020年6月13日 ハイパー11.7 大阪府 堺市 西区浜寺石津町西3丁5-20 はるも 大阪府 豊中市 待兼山町１豊中コモン2-17

1000024 Gravis Dance performance vol.7 「RISE」 舞踊 2020年3月22日 2020年3月22日 新宿区立新宿文化センター 東京都 新宿区 新宿6-14-1 株式会社Gravis 東京都 町田市 能ヶ谷201-27-102

1000025
五周年記念特別大会名港水上芸術花火

2019[Rescheduled]
音楽 2020年3月28日 2020年3月28日 名古屋港ガーデンふ頭 愛知県 名古屋市 港区港町 名港・水上芸術花火開催委員会 愛知県 名古屋市 東区東桜2-12-8 TIビル サンデーフォークプロモーション内

1000026 東京能楽囃子科協議会定式能 能楽 2020年3月11日 2020年3月11日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ケ谷４－１８－１ 一般社団法人東京能楽囃子科協議会 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－９－５－３０１

1000027～

1000032

５月特別企画公演 言葉～ひびく～身体Ⅱ「今を生

きる―現前する舞と生―」、３月歌舞伎公演「通し

狂言 義経千本桜」、４月舞踊・邦楽公演「明日を

担う新進の舞踊・邦楽鑑賞会」、５月文楽公演「通

し狂言 義経千本桜」 、６月邦楽公演「日本音楽の

流れⅣ ― 笛・尺八 ―」、６月雅楽公演「管絃 王朝

の遊び」

歌舞伎、文

楽、雅楽、そ

の他の伝統芸

能

2020年3月3日 2020年6月20日 国立劇場 大劇場 東京都 千代田区 隼町4-1 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町4-1

行事類型

行事が行われた又は行われること

とされていた期間（注）
行事が行われた又は行われることとされていた場所

行事主催者の氏名又は名称
行事主催者の住所等又は主たる事務所棟の所在地

住所 住所

指定番号 行事の名称



1000033～

1000044

３月上席、３月中席「落語芸術協会真打昇進披

露」、３月花形演芸会（第490回）、３月国立名人

会（第438回）、４月上席、４月中席、４月花形演

芸会（第491回）、４月国立名人会（第439回）、

５月中席「落語協会真打昇進襲名披露」、５月国立

名人会（第440回）、５月花形演芸会（第492

回）、５月特別企画公演｢立川流落語会」

落語、講談 2020年3月1日 2020年5月31日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町4-1 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町4-1

1000045～

1000060

２月特別公演「忠度」「孫聟」「室君」、３月定例

公演「牛馬」「朝長」、３月普及公演「縄綯」

「箙」、３月定例公演「鬼瓦」「当麻」、３月青翔

会、３月特別企画公演「袴裂」「岩船」、４月定例

公演「土筆」「熊野」、４月普及公演「水掛聟」

「夕顔」、４月定例公演「栗焼」「小督」、４月企

画公演「木六駄」「泰山木」、４月企画公演「忠

度」「野宮」「山姥」「葛城」、５月普及公演

「茸」「藤」、５月定例公演「蝸牛」「西行桜」、

５月狂言企画公演「梟」「蝉」「鮎」、５月定例公

演「横座」「六浦」、５月特別公演「半蔀」「蚊相

撲」「鷺」

能楽 2020年2月29日 2020年5月30日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷4-18-1 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町4-1

1000061～

1000063

２月大衆芸能公演「浪曲名人会」、４月文楽公演

「通し狂言 義経千本桜」、５月舞踊・邦楽公演

「新進と花形による舞踊・邦楽鑑賞会」

浪曲、文楽、

その他の伝統

芸能

2020年2月29日 2020年5月16日 国立文楽劇場 大阪府 大阪市 中央区日本橋1-12-10 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町4-1

1000064～

1000066

３月上方演芸公演「上方演芸特選会」、５月上方演

芸公演「上方演芸特選会」、５月大衆芸能公演「浪

曲錬声会」

浪曲、その他

の伝統芸能
2020年3月11日 2020年5月30日 国立文楽劇場 小ホール 大阪府 大阪市 中央区日本橋1-12-10 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町4-1

1000067 交野マラソン２０２０
参加型スポー

ツイベント
2020年4月19日 2020年4月19日 交野市立総合体育施設（メイン会場）及び交野市域（市域公道） 大阪府 交野市 向井田2丁目5番1号 交野マラソン実行委員会 大阪府 交野市 私部2丁目29番３号（交野市立青年の家武道館）

1000068
２０２０明治安田生命Ｊ３リーグ カターレ富山

ホームゲーム

観戦型スポー

ツイベント
2020年4月11日 2020年6月7日 富山県総合運動公園陸上競技場 富山県 富山市 南中田3６8番地 株式会社カターレ富山 富山県 富山市 南中田368番地

1000069 I・Doll VOL.58

その他の文化

芸術展示イベ

ント

2020年3月29日 2020年3月29日 東京ビッグサイト 東京都 江東区 有明３丁目１１－１ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿1-5-9盛光伸光ビル8F

1000070 Nagoya I・Doll VOL.29

その他の文化

芸術展示イベ

ント

2020年4月26日 2020年4月26日 吹上ホール 愛知県 名古屋市 千種区吹上２丁目６－３ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿1-5-9盛光伸光ビル8F

1000071 I・Doll VOL.58

その他の文化

芸術展示イベ

ント

2020年5月6日 2020年5月6日 東京ビッグサイト 青海展示棟 東京都 江東区 有明３丁目１１－１ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿1-5-9盛光伸光ビル8F

1000072 I・Doll West VOL.30

その他の文化

芸術展示イベ

ント

2020年5月24日 2020年5月24日 インテックス大阪 大阪府 大阪市 住之江区南港北１丁目５－１０２ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿1-5-9盛光伸光ビル8F

1000073
ボローニャフィルの首席たちによる“超贅沢な” 弦楽

五重奏－アンサンブル－
音楽 2020年3月20日 2020年3月21日 イタリア文化会館 東京都 千代田区 九段南2-1-30

公益財団法人さわかみオペラ芸術振興

財団
東京都 千代田区 一番町29-2

1000074
OVERDRIVE NIGHT TOUR2020「We are

MUSICUS! The COVERS」
音楽 2020年5月10日 2020年5月10日 京都FANJ 京都府 京都市 左京区上高野車地町１０１ 備前屋ビル B1F OVERDRIVE 東京都 台東区 雷門2-3-11 ビックベンビル8F

（注）開催場所及び主催者が同じイベントについては、一つの項目内において複数イベントを併記している。その際、開催期間については、開始日は含まれるイベントの開始日うち最も早いもの、終了日は含まれるイベントの終了日のうち最も遅いものを記載している。


