
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 令和２年７月１０日（金）　指定

指定 行事の名称 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                     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等の所在地

指定日

番号 開始日 終了日 名称 　　住所 　　住所

1000759 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」福岡公演 演劇 2020年7月19日 2020年7月19日 福岡サンパレス 福岡県 福岡市 博多区築港本町２番１号 ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７　第一本間ビル１Ｆ 2020年7月10日

1000760 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」熊本公演 演劇 2020年7月17日 2020年7月17日
市民会館シアーズホーム夢ホール（熊

本市民会館）
熊本県 熊本市 中央区桜町１番３号 ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７　第一本間ビル１Ｆ 2020年7月10日

1000761 Sapporo I・Doll VOL.6
その他の文化芸

術展示イベント
2020年7月25日 2020年7月25日 札幌市民交流プラザ 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年7月10日

1000762 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」東京公演 演劇 2020年5月27日 2020年5月31日 なかのZERO　大ホール 東京都 中野区 中野２－９－７ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７　第一本間ビル１Ｆ 2020年7月10日

1000763
ズーラシアンブラス サマー・ミュージック・フェス

ティバル（東京公演）
音楽 2020年8月2日 2020年8月2日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１丁目１３－１ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年7月10日

1000764
ズーラシアンブラス サマー・ミュージック・フェス

ティバル（大阪公演）
音楽 2020年8月8日 2020年8月8日 ザ・シンフォニーホール 大阪府 大阪市 北区大淀南２丁目３－３ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年7月10日

1000765 ズーラシアンブラス夏まつり！ 音楽 2020年8月10日 2020年8月10日 信州国際音楽村 長野県 上田市 生田２９３７－１ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年7月10日

1000766
サキソフォックスLIVE(サマー・ミュージック・フェス

ティバル)
音楽 2020年8月2日 2020年8月2日 サントリーホール ブルーローズ 東京都 港区 赤坂１丁目１３－１ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年7月10日

1000767
フェドセーエフ指揮チャイコフスキー・シンフォ

ニー・オーケストラ札幌公演
音楽 2020年6月23日 2020年6月23日 札幌コンサートホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５丁目北日ビル第２大通２階 2020年7月10日

1000768 第10回渋谷・表参道 Women’s Run
その他のスポー

ツイベント
2020年3月22日 2020年3月22日 代々木公園野外音楽堂前広場 東京都 渋谷区 神南２丁目３ 渋谷・表参道Women's Run大会事務局 東京都 渋谷区 神宮前２－４－１２　ＤＴ外苑 2020年7月10日

1000769
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

2020
音楽 2020年6月6日 2020年6月21日 サントリーホール ブルーローズ 東京都 港区 赤坂１丁目１３番１号

公益財団法人サントリー芸術財団（サント

リーホール）
東京都 港区 赤坂１丁目１３番１号 2020年7月10日

1000770
中村勘九郎　中村七之助　錦秋特別公演2020（広島公

演）
歌舞伎 2020年9月19日 2020年9月19日 広島文化学園HBGホール 広島県 広島市 中区加古町3-3 株式会社テレビ新広島 広島県 広島市 南区出汐2－3－19 2020年7月10日

1000771 立川談春35周年記念独演会2020（広島独演会） 落語 2020年3月30日 2020年4月17日 JMSアステールプラザ大ホール 広島県 広島市 中区加古町4-17 株式会社テレビ新広島 広島県 広島市 南区出汐2－3－19 2020年7月10日

1000772 天満敦子ヴァイオリン・コンサート 音楽 2020年8月8日 2020年8月8日 札幌コンサートホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５丁目北日ビル第２大通２階 2020年7月10日

1000773
クラアク芸術堂Masterworks#04『ダブリンの鐘つき

カビ人間』
演劇 2020年5月21日 2020年5月24日 生活支援型文化施設コンカリーニョ 北海道 札幌市 西区八軒１条西１丁目　ザ・タワープレイス１Ｆ クラアク芸術堂企画運営委員会 北海道 札幌市 北区北１１条西３丁目２－２３－６３５ 2020年7月10日

1000774 錦織健 リサイタル 2020（4月公演） 音楽 2020年4月25日 2020年4月25日 京都コンサートホール大ホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１番地の２６ 株式会社オトノワ（otonowa） 京都府 京都市 中京区三条通新町西入ル釜座町２２　ストークビル三条烏丸３０１ 2020年7月10日

1000775 錦織健 リサイタル 2020 （9月振替公演） 音楽 2020年9月9日 2020年9月9日 京都コンサートホール大ホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１番地の２６ 株式会社オトノワ（otonowa） 京都府 京都市 中京区三条通新町西入ル釜座町２２　ストークビル三条烏丸３０１ 2020年7月10日

1000776 野村万作萬斎 狂言の現在2020 狂言三代 特別公演 能楽 2020年3月6日 2020年3月6日 横浜市市民文化会館関内ホール 神奈川県 横浜市 中住吉町４丁目４２－１ 株式会社アクセス 神奈川県 横浜市 中区南仲通３－３５ 2020年7月10日

1000777 XK徒祭２０２０ in 狭山 その他の芸能 2020年5月30日 2020年5月30日 狭山市市民会館 埼玉県 狭山市 入間川２丁目３３番１号 株式会社XK徒 埼玉県 狭山市 鵜ノ木８－１１ 2020年7月10日


