
◆平成22年度 文化活動助成 助成対象者一覧 助成総額　1930万円　助成件数　101件
※3ヵ年継続助成対象者　14件(本年度3件)

1　伝統文化振興部門 助成金額  255万円(14件)

1 淺口歴史探訪会 西野　良一 浅口市 淺口の絵馬

2 大井西自治協議会文化財掘り起こし班 福島　滋 津山市 地域の史跡・文化財の掘り起こし

3 岡山楽所 山田　貫助 岡山市 雅楽・舞楽

4 おかやま山陽高校マイスタースクール「能」 原田　一成 浅口市
古典芸能「能」を学ぶことによって子どもたちの豊かな心の育成に努める。日本の伝統への興味関心を高め、裾野を広げる
一助となることを目指す。

5 吉備学会（文化研究部会） 松畑　煕一 岡山市 地域創成を目指す「吉備学会」

6 作州かすり研究会 道本　文子（古川　文子） 岡山市 「作州絣」の歴史と製作工程について検証し、伝統的な織物として復興すること

7 角南　勝弘 美咲町 月の輪古墳について生徒が書いた絵を絵本にして出版する

8 中庄の歴史を語り継ぐ会 戸板　啓四郎 倉敷市 瀬戸内沿岸地域の産業・文化と歴史

※ 9 成清仁士＋ＮＰＯ法人倉敷町家トラスト 成清　仁士 倉敷市 倉敷の各時代の復元地図及び歴史遺産案内地図の作成と、その活用

10 成羽古文書研究会 赤木　修一 高梁市 生涯学習の継続

11 西浦千万太昔話研究会 西浦　千万太 瀬戸内市 瀬戸内市に伝わる昔話を伝承・普及する

12 日吉神社芸能保存会 溝口　隆治 吉備中央町 郷土文化の継承から地域を愛する心を育てる

13 平福獅子舞保存会 高知　秀吉 岡山市 平福獅子舞の保存と継承。継承者への伝承及び育成事業

14 横尾山静円寺・明徳小学校跡周辺歴史探訪記編集委員会 武久　源男 瀬戸内市 歴史探訪による地域の活性化

2　文化芸術活動部門　①音楽・舞台芸術系 助成金額   530万円(27件)

1 ｱｰﾄとﾀﾞﾝｽのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ実行委員会（coloridance） 平井　優子 岡山市 異文化コミュニケーション

2 愛の村コンサートプラニング 水元　正喜 美作市 音楽を媒体に「愛と平和を希求する県民づくり」の一端を担う

3 IPDﾊｰﾄ岡山（NPO法人日本障害者ﾋﾟｱﾉ指導者研究会 岡山会員） 篠原　加代子 津山市 障害があってもピアノは弾ける。

4 アンサンブルFlug 出井　紗希子 総社市 打楽器の魅力を身近に体感してもらいたい

※ 5 ＵＮＯ ＰＯＲＴ ＡＲＴ ＦＩＬＭＳ 上杉　幸三　マックス 玉野市 UNO PORT ART FILMS: Life, Art, Film総合プロデュース

6 ＮＰＯ法人　みる・あそぶ・そだつ津山子ども広場 長江　真理子 津山市 子どもたちに夢を！未来をきりひらく知恵と勇気を！

7 ＮＰＯ法人　倉敷ジュニアフィルハーモニーオーケストラ 妹尾　盛司 倉敷市 青少年によるオーケストラ活動

8 OACMS（Okayama Artist Chamber Music Society） 近藤　浩子 岡山市 質の高い総合舞台芸術を発表していくことで岡山の地域文化の向上に貢献すること。

9 ＥＮＧＰ　さんたばっぐ 荒井　良太郎 岡山市 演劇

10 岡山県中学校文化連盟演劇部会 松田　和子 岡山市
岡山県中学校演劇部の合同公演を通じて、総合的な表現活動としての演劇のレベルアップを図り、豊かな情操と次世代文化
を担う新しい芽を育てる。

11 岡山交響楽団 太田　茂樹 岡山市 本格的なﾌﾙｵｰｹｽﾄﾗの演奏を地元の皆様へ提供する

12 合唱団こぶ 大山　敬子 総社市 地域に根ざした音楽文化の発展と豊かなまちづくりをめざして

13 倉敷コール・クライネ 吉田　しをり 倉敷市
年齢を問わず、歌の好きな女性が集い、美しいハーモニーづくりを目指しながら、心から音楽を楽しむことを目的として活
動する

14 倉敷シティオペラ 揃　敏幸 倉敷市 聴衆に解りやすく感動を与えられる本物のオペラ作りを目指す

15 倉敷市立短大　子どもの劇場 溝手　恵里 早島町 演劇を通した子育て支援活動

16 倉敷男声合唱団 山本　忠嗣 倉敷市 合唱活動を通した地域との交流及び大気の音楽文化向上に寄与すること

17 劇団・銀仮面団 藤澤　陽一 岡山市 現実と未来を見つめ、より激しく生きるためのエネルギーを追及する

18 劇的集団転機与砲 有賀　とういちろう 倉敷市 観る人に「転機」を与えるエネルギッシュな芝居をつくる

19 西大寺郷土芸能フェスティバル 山田　寿子 岡山市 郷土の文化（音楽・歴史など）を次の世代へ残していく。

20 １９４５年の夏を語りつぐ会 白髭　守也 岡山市 朗読など文化的取り組みで、戦争や被爆の体験を語りついでいく

21 創作歌劇団くらしき 種田　光洋 倉敷市 創作オリジナルミュージカル「備中玉嶋湊物語」

22 つくし会 三藤　三枝 笠岡市 音楽活動を通し共に感動を共有することにより子どもの健全育成を図り・子ども達が暮らす地域の文化向上に寄与する。

23 津山交響楽団 園田　哲郎 津山市 「市民に愛され、親しまれる市民オーケストラを目指して」

24 プロジェクト吉備人＆カンパネラ 小林　広志郎 岡山市 新たな岡山の芸術・文化の創造。仲間と感動・喜びを共有しながら、情熱を持ち続け、地域の活性化を目指そう

25 桃太郎少年合唱団 高山　雅之 岡山市 桃太郎少年合唱団第48回定期演奏会の開催

26 朗読塾 曽和　俊明 岡山市 朗読を通しての芸術文化の向上、社会への貢献

27 和気清麻呂座 畑上　毅 和気町 和気演劇祭2010

2　文化芸術活動部門　②美術 助成金額   295万円(18件)

1 葦の森展実行委員会 長野　泰生 岡山市 「第10回葦の森展・葦の森ｺﾝｻｰﾄ」開催による芸術・文化振興と足守町並保存会地区の活性化

2 いちばんぼし童話の会 成本　和子 岡山市 感性を磨き、子どもたちのこころをはぐくむお話しを創る

3 内海　浩二 倉敷市 人と植物の新しい関係の創出

4 映像制作者連絡協議会　キネマフォロ 辻　克喜 岡山市 岡山を拠点に各地の人材をむすびながら、インディペンデントな映画・映像制作シーンを整備・活性化を図る。

5 岡山県エッセイストクラブ 柳生　尚志 岡山市 文章力による地域貢献・エッセイでふるさと再発見

6 笠岡市立竹喬美術館友の会 藤澤　更司 笠岡市 笠岡市立竹喬美術館の活動を支援しながら、教養と親睦を深める。

7 学校教育支援アジサイの会 浅野　武男 浅口市 陶芸を通して地域の子供達とウィークエンドわくどき体験

8 カルトン画会 大平　和朗 総社市 地域の文化芸術の振興につながる自由な表現活動の実践

9 伊永　和弘 赤磐市 現代の新しい『山水図』を創る。

10 再々アートリレー実行委員会 加藤　泰三 赤磐市 街づくりに実効力を発揮できるアート活動の可能性をさぐる

※ 11 ｃｉｎｅ／ｍａｎｉｗａ 山崎　樹一郎 真庭市 真庭から映画を発進！

12 詩の会・ネビューラ 壷阪　輝代 岡山市 詩誌の発行・詩の朗読

13 手工芸「沗の布の会」 寺田　たまみ 岡山市 自然素材・手作り・交流

地域審査
NO.

団体名称または個人名 代表者 テーマ

テーマ

審査
NO.

団体名称または個人名 代表者 地域

審査
NO.

団体名称または個人名 代表者 地域

テーマ

1



◆平成22年度 文化活動助成 助成対象者一覧 助成総額　1930万円　助成件数　101件
※3ヵ年継続助成対象者　14件(本年度3件)

14 デジタル岡山グランプリ　実行委員会 嘉数　彰彦 岡山市 アマチュア映像コンテスト「デジタル岡山グランプリ」の開催

15 童謡集「とっくんこ」の会 なんば・みちこ 総社市 童謡(少年詩を含む)の普及

16 特定非営利活動法人　ＫＯＤＯＭＯ１０ 丹原　史晶 岡山市 社会教育・まちづくり・子どもの健全育成の推進を図る

17 白萩の会 竹入　光子 岡山市 偉大な郷土の詩人永瀬清子の作品を研究しかつ朗読する

18 世界女性会議岡山連絡会 時實　達枝 岡山市 女性のエンパワーメントとジェンダー平等

3　地域文化創造部門 助成金額  540万円(31件)

1 AICCO・コスタリカ交流協会 岩谷　正典 岡山市 東洋のモンテベルデ「新庄村」で生物多様性を学ぶ子ども目線のエコ紀行

2 あかいわＡＲＴ ＲＡＬＬＹ 実行委員会 伊永　和弘 赤磐市 人と自然とアートをつなぐ

3 旭川流域ネットワーク 池田　満之 岡山市 運ぼう！建てよう！旭川源流の碑＆旭川流域交流シンポジウム

4 出石アートワールド 御領園　美耶子 岡山市 出石町に音楽とアートのある空間を・・・

5 牛窓しおまち唐琴通りの保存と活性化プロジェクト 乳井　昭陽 瀬戸内市 地域の町並みの保存と地域住民の活性化

6 エコウェーブおかやま 成田　美和子 岡山市 岡山にエコの波を起こそう！ひろげよう！

7 ＮＰＯ法人　０－９９おかやまおしえてネット 洲脇　美智子 岡山市 子育て支援活動を通し、家庭教育力の向上をめざします。

8 「演劇ｏｎ岡山」実行委員会 大塲　真護 岡山市 演劇ｏｎ岡山～ルネス国際発信事業三カ年計画～

※ 9 円城寺天井画修復会 天艸　眞諦 吉備中央町 江戸後天井画の復元

10 吉備王國 戸村　泰弘 岡山市 地域伝統の継承

11 吉備高原国際親善交流会 難波　和子 吉備中央町 いろいろな文化活動を通じて地域・年齢を超えた人々の交流の輪を広げる

12 吉備中央町読書推進委員会 山本　順子 吉備中央町 すべての子どもたちが読書に親しむ環境づくりを目指して

13 『着物でぶらり！笑顔でパチリ！！ようこそ、倉敷へ』プロジェクト 料治　元子 倉敷市 日本の伝統＆誇りでもある『着物文化』の魅力を今一度、倉敷から全国へ、そして世界へ！！

14 倉敷の自然をまもる会 河邉　誠一郎 倉敷市 倉敷市の自然調査と啓蒙、自然開発・破壊などの行為に対する助言、自然環境整備と保全及び自然活動広場創り

15 ｹﾞｽﾄﾊｳｽﾀｳﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会 三宅　航太郎 岡山市 ゲストハウスによる地域活性化と交流ネットワークの構築

16 佐伯会 橋本　重昭 和気町 地球温暖化防止・啓発・実践事業

17 宿場町やかげ流しびなの会 笹井　愛子 矢掛町 流しびな・流しびな行列

18 城東まちづくり協議会 本多　正志 津山市
城東地区の活性化を目指して色んな視点から活動を展開しています。今回の内容は、昨年に引き続き13本の小路を活用した
イベントを計画しています。
タイトル：「じいちゃん・ばあちゃん・子どもたち　みんなの文化祭」

19 ダイアローグ岡山実行委員会 川端　浩平 西宮市 ダイアローグⅧ：旧岡山朝鮮初中級学校を利用した廃校アートと在日コリアンの記憶

20 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟの会（支援を必要とする子どもの社会参加を考える会in京山） 増田　知代 岡山市 支援の必要なこども達（小学校高学年～20歳くらいまで）の［お仕事体験］活動

21 特定非営利活動法人　音楽の砦 松原　徹 岡山市 音楽による社会貢献

22 特定非営利活動法人　子ども劇場岡山県センター 宇野　圴恵 岡山市 岡山県下のさまざまな地域で、子どもたちが豊かに育つ地域社会づくりをめざして活動しています。

23 特定非営利活動法人　こども夢未来プロジェクト 中藤　光男 岡山市 子どもたちが創るプロジェクト事業

24 特定非営利活動法人　タブララサ 河上　直美 岡山市 岡山の１ｍｍレベルアップ

25 特定非営利活動法人　つやまコンサート 田口　啓介 津山市 音楽をはじめとする文化関連の公演、講演を通じて、地域のまちづくり人づくりに寄与する。

26 長島愛生園との対話と未来図の会 大塚　益美 岡山市 長島愛生園との対話と未来図　瀬戸内のハンセン病棟のゆくへ

27 備中足守竹取物語 杉原　康子 岡山市 足守と周辺の歴史と文化の再発見、300年前に描かれた゛近水園古図゛の復活を目指すとともに、次代へ伝承する

28 奉還町商店街振興組合 岸　卓志 岡山市 アートで街を活性化させる

29 山崎治雄の写真記録を保存顕彰する会 藤井　弘 井原市 郷土岡山を代表する写真家山崎治雄の遺した写真記録の発掘と保存、調査研究、その業績の普及顕彰活動

30 龍泉寺の自然を守る会 加藤　喜明 岡山市 龍泉寺周辺の希少生物をﾋﾞﾃﾞｵに撮影して教材ビデオを製作する

31 日生カキお好み焼き研究会(日生カキオコ合唱団) 江端　恭臣 赤穂市 おかやまB級グルメソング(仮称)CDの制作

３ヵ年継続助成 助成金額  320万円(11件)

※ 1 犬島再発見の会 森　隆恭 岡山市 犬島の歴史文化の記録保存、振興活動

※ 2 NPO法人備中玉島観光ガイド 原田　力 倉敷市 備中綿の栽培、繰綿、糸引き、染色、機織り復元活動

※ 3 百鬼園倶楽部 岡　将男 岡山市 内田百閒の文学と趣味（内田百閒顕彰会）

※ 4 NPO法人アートファーム 大森　誠一 岡山市 地域の舞台芸術環境の創造

※ 5 岡山県和太鼓連盟 塩尻　司 総社市 和太鼓の普及

※ 6 音の絵本制作委員会 須々木　竜紀 岡山市 童話の朗読と音楽による公演

※ 7 code"M" 藤原　麻紀 玉野市 和楽器と西洋楽器の融合による演奏

※ 8 坂田一男研究会 妹尾　克己 岡山市 坂田一男の人と画業についての研究

※ 9 NPOハート・アート・おかやま 田野　智子 岡山市 アートリンクプロジェクト

※ 10 NPO法人スマイルネット玉情協 小泉　金吾 玉野市 玉野みなと芸術フェスタの開催

※ 11 こくさいこどもフォーラム岡山 今西　通好 岡山市 将来国際社会で活躍できる人材育成のための学習
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