
平成23年度文化活動助成対象者一覧
助成総額：1950万円　助成件数：94件
※=3ヵ年継続助成対象者(本年度3件)

1　伝統文化振興部門  　助成額：282万円　件数：16件

1 岡山市上道北方春秋会(上道北方老人会) 前田　亨夫 岡山市 若い世代との交流　上道北方地区の人々の経験や知恵・思いを若い世代に伝える

2 岡山中世史研究会 田中　修實 岡山市 岡山中世地域史研究とその成果の普及啓発

3 おかやま市民学芸員の会 山本　鐘生 岡山市 岡山の歴史文化の調査研究及び展示(発信)

4 岡山民俗学会 次田　圭介 岡山市 郷土岡山の民俗文化を調査研究し、地域の文化の向上発展に資すること

5 企画展「菓子木型-和のかたち-」展実行委員会 定兼　学 岡山市 岡山の菓子木型について、広く紹介する展覧会を開催する

6 鯉が窪湿原を守る会 小原　満繁 新見市 鯉が窪湿原保全活動

7 勝央民話を語る会ちゃんちゃんこ 佐古　美和 勝央町 我町の昔話の掘りおこし、地域づくり、町づくり

8 勝北歴史研究会 平田　安男 津山市 野辺の石仏編(冊子づくり)

9 手仕事の現状調査委員会 三宅　登志夫 倉敷市 岡山県下の手仕事の現状調査

10 百々人形保存会 福井　正 美咲町 百々人形の伝承、普及と後継者の育成

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

12 八柳組念仏保存会 内田　秀之 美咲町 八柳念仏踊りの保存と共に後継者育成

13 備中かぐら太鼓保存育成会 山根　和美 高梁市 伝統的文化の継承と地域の活性化を図る

14 備中狛犬探検隊 萩坂　普仁 倉敷市 備中国狛犬・獅子文化の独自的特徴の実地調査研究活動

15 平川陶房グループ 平川　忠 備前市 中世古備前窯の復元とその活用

16 横仙歌舞伎保存会 花房　昭夫 奈義町 横仙歌舞伎の振興

2　文化芸術活動部門　①音楽・演劇・舞踏等　　助成額：455万円　件数：23件

※ 1 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

2 ヴォイスパフォーマンス 小松原　知代子 岡山市 市民オペラの形態によりのびのびと自身を表現する

3 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

4 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3カ年計画-

5 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

6 岡山市民合唱団鷲羽 田辺　真一 岡山市 芸術レベルの高い合唱

7 おにぎり劇団 都井　都 岡山市 地域の方々に地元の歴史をわかりやすく伝え、地元に愛着を持ってもらうこと

8 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

9 カブニの仲間 伏本　隆司 笠岡市 ミュージカル「まあだだよー」

10 倉敷管弦楽団 田辺　幹夫 倉敷市 演奏を通じて地域文化の向上をテーマとして活動

11 劇団こすもす 山田　代子 浅口市 作品を通して在宅介護の在り方、介護福祉の問題について考えるきっかけづくり

12 ズンチャチャ 須原　由光 倉敷市 地域に根差した舞踏芸術の振興

13 中国二期会 高橋　昌子 岡山市 声楽音楽の研究および発表

14 抽象と立体◇BOYZ 矢鳴　孝一郎 倉敷市 演劇とダンスが融合した新しい舞台芸術の開拓

15 津山≪風と光と心の劇場≫実行委員会 花谷　周治 津山市 住民参加による文化の創出

16 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

17 特定非営利活動法人バンクオブアーツ岡山 小玉　康仁 岡山市 上質な芸術を広く提供すると共に、岡山の文化芸術の振興に寄与し、中心街地の「にぎわい創造」を推進する

18 囃子桜友会 望月　太津友 岡山市 囃子文化の振興

19 Pan Note Magic 木村　就生 神奈川県 文化芸術の発展と向上

20 平井　優子 倉敷市 舞台芸術、およびパフォーミングアーツの普及

21 村上彩子・美作中学校吹奏楽部コラボコンサート実行委員会 金藤　千晶 美作市
学校教育・社会教育の枠を超え、市民全体が音楽を通じて文化・芸術に触れることで、創造性を高め、ゆとりある
クオリティーの高い生活の実現を目指す

22 燐光群 坂手　洋二 東京都
演劇公演を中心として劇団組織としてその活動を行い、今日的テーマを演劇というメディアに取り組み、表現形式
上の実験を推進し、現代演劇の可能性を追求する

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

団体名称または個人名 代表者 地域 テーマ



3　文化芸術活動部門　②美術・文学　　助成額：250万円　件数：16件

1 あかいわ現代詩を読む会 小倉　庸代 赤磐市 現代詩を身近なものにする

2 岡山県愛瓢会(NPO法人全日本愛瓢会岡山県支部) 大西　荘一 赤磐市 瓢箪文化芸術の向上と市民及び国際交流

3 岡山映画鑑賞会 真田　明彦 岡山市 鑑賞活動を通して映画の普及に努め、社会貢献を果たす

4 おかやまキッズアート展実行委員会 赤木　美保 岡山市 第3回のテーマ：子どもたちのドリームワールドを作ろう

5 岡山県詩人協会 中桐　美和子 倉敷市 現代詩を通して地域文化の向上に貢献する

6 岡山広告温泉実行委員会 手代木　聡 岡山市 「組織」に捉われずクリエイティブの向上を目指す集団へ

7 草間台エコミュージアム推進協議会 堀江　利明 新見市 発見・草間台　発信・草間台　発展・草間台

8 くらしき絵本館バンド・デシネ研究会 猪俣　紀子 岡山市 フランス語圏のマンガについての研究と異文化交流の促進

9 こどもアートビエンナーレ実行委員会 原田　善博 岡山市 子どもの情操教育は社会のエネルギーに繋がる大切なもの 中学3年生まで誰でも参加できる展覧会

10 再々アートリレー実行委員会 加藤　泰三 美作市 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 Smile ART pro. 林　一馬 岡山市 ARTを通して地域や教育や医療福祉など、社会の力となる。

12 対話型鑑賞を楽しむ会 片山　眞理 岡山市 集団による対話を通じて美術作品の鑑賞を楽しみ、その方法を紹介する

13 特定非営利活動法人KODOMO10 丹原　史晶 岡山市 こども体験美術館子どもと親子のためのアート展の重要性

14 港まちの後楽会 島　隆諦 岡山市 港町牛窓の写真文化の創造とまちづくり活性化

15 森の文芸館 石原　美光 真庭市 自然の中で文芸を楽しむ

※ 16 湯郷温泉青年部 安廣　清二 美作市 湯郷温泉地域活性化

4　地域文化創造部門　　助成額：523万円　件数：24件

1 AMOKAプロジェクト 関野　智子 西粟倉村 天岡(あもか)公園をアートで再生する

2 一般社団法人チカク 赤木　美子 倉敷市 子育て、中心市街地の活性化、環境保全、女性の社会進出の支援

3 一般社団法人ふるさと文化協会 大道寺　一男 岡山市 誰もがうれしいふるさとに

4 犬島愛(藍)の会 濱野　惠美子 玉野市 島の人と島を訪れる様々な人が笑顔でコミニュケイトできる場作り

5 牛窓しおまち唐琴通りの保存と活性化プロジェクト 上野　克子 瀬戸内市 地域の古い民俗文化並びに生活文化の見直しによる地域起こし

6 牛窓ナチュラルキャンプ2011実行委員会 池上　剛 総社市 牛窓を知ってもらい、身近な自然を楽しみ、感謝して好きになってもらいたい

7 小原若松会 小川　隆也 美咲町 私たちの住みたい地域は゛小原゛である!!

8 菓子百花その弐実行委員会 よしもと正人 岡山市 現代作家デザインによる新作和菓子の展覧会

9 北の一本杉保存会 飯田　範秀 美咲町 「北の一本杉」の親と子をつなぐルートを三世代で歩こう

※ 10 きび工房 平田　勉 総社市 人と自然にやさしい暮らしをめざして(古代吉備王国に思いを馳せて)

11 小谷山里元気おこし隊 岡田　壽 美咲町 お庭で団欒高齢者元気計画!!

12 佐良山未来ビジョン研究会 金島　征彦 津山市 生き生き元気な佐良山づくり

13 城東まちづくり協議会 本多　正志 津山市 城東地区住民が安心安全に生活できる地域を目指し、さまざまな視点から活動に取り組み、活性化に努めています

14 白賀川地域協議会 森江　勇夫 鏡野町 白賀川地域を自然と文化に満ちたエコ・ミュージアムに

15 瀬戸内牛窓国際交流フェスタ実行委員会 広畑　周子 瀬戸内市 瀬戸内牛窓国際交流フェス

16 世良　利和 岡山市 岡山が舞台やロケ地となった映画、岡山ゆかりの映画人についての調査と資料収集

17 特定非営利活動法人醍醐桜未来プロジェクト 春木　基男 真庭市 活力ある地域の創造・再生

18 特定非営利活動法人文化☆体験ネット西大寺子ども劇場 徳持　昌代 岡山市 優れた文化芸術との出会いと体験活動を推進し、子どもの豊かな成長に寄与する

19 中津井やまびこ会 中山　亘 真庭市 地域の活性化・まち起こしと住民の一体化の推進

20 夏休み子どもまつりinルネスⅡ実行委員会 中嶋　徳美 岡山市 この地域特有の建物<ルネスホール>の空間の魅力を再発見し楽しむ

21 備前商工会議所 論語かるた実行委員会(仮称) 吉村　武司 備前市 論語ほか漢籍への親しみと国語力のアップを目指します

22 宮筋文化堂サポート倶楽部 越智　和美 総社市 雑貨店からの文化発信

23 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

24 吉野川護岸壁画を守る会 丸山　健一 美作市
美作市の「美しく作るまち」という名前の資源を活かし、市外からのお客様から本当に美しいまちだと感じていた
だけるような風景を作り、それを維持していく

３ヵ年継続助成 助成金額  440万円(15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

※ 12 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

※ 13 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

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

※ 15 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






