2018度 文化活動助成対象者一覧
助成総額：1,455万円

助成件数：64件 ※3ヵ年継続助成対象者

文化

12件（本年度6件含む）
(2018/4/5現在)

1

伝統文化振興部門

NO

助成額：325万円

団体名称または個人名

代表者

助成件数：14件

所在地

申請活動名

1 出雲街道土居宿を後世にのこす会

河原 敏之 美作市 姫新線と万の乢トンネルの物語作成伝承事業

2 烏城紬保存会

須本 雅子 岡山市

3 江川三郎八研究会

難波 好幸 真庭市 建築技師江川三郎八と江川式建築の研究と顕彰

4 岡山県こども備前焼作品展実行委員会

金重 有邦 備前市 備前焼を次世代に継承するための作品展

5 岡山県民俗芸能大会実行委員会

立石 憲利 岡山市 岡山県民俗芸能大会

岡山県指定郷土伝統的工芸品である烏城紬の技術の継承と県内外へ
の広報活動

6 おかやま山陽高等学校マイスタースクール「能」 原田 一成 浅口市 「はじめての能楽大会」(第19回目)
7 城下町高梁PR推進委員会

小林 朝雄 高梁市 城下町高梁をPRする3D-VR映像の制作と発信

瀬戸内と山陰を工芸でつなぐプロジェクト実行委
工芸にまつわるストーリーの可視化手法開発による伝統工芸継承支援
成清 仁士 鳥取県
員会
～瀬戸内と山陰を工芸でつなぐプロジェクト～
「つくぼ片山家」を地域課題解決と伝承文化芸術の継承の「プラットホー
※ 9 特定非営利活動法人つくぼ片山家プロジェクト 滝口 美保 倉敷市
ム」にしよう
8

10 備前焼中世古窯復元「土窯」プロジェクト委員会 平川 忠

備前市 備前焼土窯プロジェクト2018

11 風致園を守る会

森﨑 光政 高梁市 「写真で綴る風致園の物語」作成についての助成金

12 方谷研究会

朝森 要

13 美作の歴史を知る会

宮澤 靖彦 津山市 地域開発に貢献した美作大庄屋の足跡を調べ身近な地域学を促す

14 宮内踊り保存会

上原 進

2

文化芸術活動部門

NO

岡山市 山田方谷関連資料の調査発掘及び研究成果の発表・情報交換

岡山市

①音楽・演劇・舞踏等

団体名称または個人名

OACMS（Okayama Artist Chamber Music

1 Society)

※ 2 おかやま演劇サロン

宮内踊りに必要な太鼓の修理事業により、宮内踊りの保存継承により地
域の活性化を図る
助成額：325万円

代表者

助成件数：16件

所在地

申請活動名

近藤 浩子 岡山市 近藤浩子＆磯村BROTHERS
角野 功一 岡山市 夏の幻想庭園における狂言・現代劇・ミュージカルの共演舞台の制作

3 岡山県合唱連盟

小池 芳弘 岡山市 合唱講習会＆合唱団MIWO岡山演奏会

4 岡山県現代舞踊連盟

間野 和美 岡山市

5 岡山県女子体育連盟

岡本 悦子 岡山市 岡山県女子体育連盟第2回ダンス発表会

※ 6 オペラプラザ岡山

7 劇団花みずき

Dance Performance 2018「銀河の流れの一部のようなカフェでくりなす
舞踊と岡山の文化のコラボレーション（仮）」

広瀬千加子 岡山市 オペラプラザ岡山創立10周年記念公演
花谷 好后 備前市 子どもの育成、地域の活性化のための劇団活動

8 公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団 繁定 昭男 岡山市 ダンス・インキュベーション・フィールド岡山 特別公演
9 安久津(壽谷)静香

岡山市

ユニバーサルデザインの創作ミュージカルに関する実践的研究－テクノ
ロジーとの共存をはかりながら－

10 高梁音楽祭実行委員会

井上 友裕 高梁市 高梁音楽祭2018

11 DANCEALIVE実行委員会

新山 順子 総社市 現代舞踊公演「DANCE ALIVE 2018」と関連ダンスワークショップ

12 地域プロジェクト実行委員会

内田 智明 岡山市

情景描写ピアニスト作曲家山地真美「情景の旅路」in 瀬戸内市立美術
館

13 Terra岡山芸術会

八木 景子 岡山市

地域の芸術・文化発展のため、県内10団体以上の団体やダンス教室
等が協力して製作する演劇舞台『髑髏城の七人 風』

14 「ニシガワ図鑑」実行委員会

額田 信一 岡山市 多ジャンルの表現者による実験的な舞台表現の実施「ニシガワ図鑑Ⅲ」

15 備前ファミリー・ジュニアオーケストラ

中村 徹夫 備前市

16 Laft

明石 めぐ
み

音楽を生涯教育・地域の教育力向上のため、オーケストラ演奏者を講
師とした定期講座開設
駅東創庫での世代をつなぐワークショップとパフォーマンスの実施「ミナト
岡山市
ドラマ スカッツル」

2

文化芸術活動部門

NO
※ 1

※

②美術・文学・写真・映像等

団体名称または個人名

一般社団法人日本建築学会中国支部岡山支
所岡山近代建築研究会

代表者

助成額：275万円

助成件数：12件

所在地

上田 恭嗣 岡山市

申請活動名

建築家の思想と技術が岡山の昭和に与えた歴史的意義を継承するた
めの近代建築記録集の作成

2 岡山映画祭実行委員会

小川 孝雄 岡山市 岡山映画祭2018

3 勝山町並み・体験クラフト市実行委員会

加納 容子 真庭市 『勝山町並み・体験クラフト市2018』

4 きらぼし★アート展実行委員会

阪本 文雄 岡山市 岡山県内在住障害者のアート公募展「第2回きらぼし★アート展」

5 せとうち語りの会うぐいす

仲村多惠子

6 曹源寺美術展実行委員会

今西 通好 岡山市 日本美術の原点を求めて「曹源寺美術展」

7 総社土曜大学

小林 耕二 総社市

8 たまログ実行委員会
9 nawateアーカイブ

瀬戸内
岡山県南における民話語りの拡大と継承
市

新たな表現の可能性を求めて スペシャル・セッションfor『変魚路』 坂
田明×吉増剛造
玉島地域写真デジタルアーカイブ化プロジェクト「フォトグラファーin玉島
安原 梨乃 倉敷市
2018」
家庭に眠る8ミリフィルムの発掘をきっかけとする映像と語りの地域アーカ
成田 海波 岡山市
イブづくり

10 パブリックアートを蘇生する会

池田 靖嗣 岡山市 まちなかのアートの再生（主に彫刻）

11 みまさかフィルム・コミッション

加藤 泰三 美作市 美作市映像大賞

12 山形 忠正
3

備前市 【里海～里山へ 日生諸島活性化のためのアートイベント】

地域文化創造部門

NO

団体名称または個人名

助成額：350万円
代表者

1 相澤 麻有子
2 犬島新聞
※ 3 インターナショナル・シェアハウス・照ラス

助成件数：16件

所在地

申請活動名

笠岡市 「麦稈真田のすゝめ」麦稈真田の継承・普及の為のイメージアップ作戦
池田 貴洋 岡山市 犬島新聞
姜 侖秀

真庭市 多国籍パフォーマーによる地域滞在型ワークショップ

4 NPO法人楽アートプロジェクト

山形 憲治 津山市 高齢者が楽しみながら行う美作地方の創生と伝統技術の伝承活動

5 ENJOY LIFE CLUB

藤井 龍

岡山市 散歩コースのアーカイブ、アーカイブを用いた音声ガイドの作製

6 かいわれの会

神垣 匠

岡山市 犬島×若者による環境学習で犬島の魅力発信

7 コンシーデレ山手

山本 祐一

久米南
地区活性化，移住・定住促進のための「山手再発見フォトコンテスト」
町

8 山陽子どもアイランド

塚田 克仁 赤磐市 山陽子どもアイランド設立5周年記念 記念誌発行とドミノ大会

9 猫の祭展

都路 知世 岡山市 参加店舗を舞台とし猫をテーマに表現した街のアートプロジェクト

10 美作クリニカル・アート

青山 利通 美作市 「第5回臨床美術展in津山」の開催

11 美作大学沖縄県人会

鵜崎 実

12 明神鼻の小屋実行委員会

清水 直人 玉野市 「明神鼻の春夏秋冬～～」VOL.2

13 メルヘンの里盆踊り大会実行委員会

坂本 賢治 新庄村 「メルヘンの里盆踊り大会」の活性化と伝統の継承

14 焼芝クラブ

小出 治輝 真庭市 つなげ地域の輪、つながれ世代の輪。焼芝一座秋祭り公演事業

15 RESAS☆温羅カフェ 地域データ分析研究会

川崎 好美 倉敷市 RESAS×異業種 ～温羅カフェから地方創生を発信～

16 RE-discover Tsuyama

チャールズ 西粟倉
インバウンド向け文化体験マップ作りによる津山の再発見と魅力化
裕美
村

津山市 「慰霊の日」の紹介を目的とした創作劇「時をこえ」の上演

３カ年継続助成

助成額：180万円

助成件数：6件

演劇講座「シバニイル」、地域包括ケア演劇「家庭医ポール」(仮)、新作
ワークショップ

※

1 「老いと演劇」OiBokkeShi

菅原 直樹 奈義町

※

2 みるを楽しむ!アートナビ岡山

片山 眞理 岡山市 対話による芸術鑑賞ならびに゛アートコミュニケーター゛人材養成

※

3 西奉還町武士マルシェ実行委員会

北島 琢也 岡山市 奉還町の歴史と文化をテーマにした劇場型マルシェ

※

4 風の音コンサート

篠原加代子 倉敷市 障がいがあってもピアノは弾ける♪音楽は楽しめる!風の音コンサート

※

5 瀬戸内ブッククルーズ実行委員会

根木慶太郎 玉野市 出版文化の継続と普及を目指す、地域に開かれた本のイベント

※

6 美咲芸術世界実行委員会

板垣 正寿 美咲町 大垪和の新しい広場をつくる

