
◆平成24年度　文化活動助成　対象者一覧 助成総額:1925万円　　助成件数:102件
※=３ヵ年継続助成対象者10件(本年度3件)

1　伝統文化振興部門  　助成額：260万円　件数：17件

1 烏城紬守る会 須本　雅子 岡山市 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

2 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 初めての能楽大会

3 岡山大学付属図書館/教育学研究科 神崎　浩 岡山市 子ども向け後楽園ワークショップ

4 岡山の洋風建築を記録する会 河原　馨 岡山市 岡山県内に現存する明治・大正・昭和初期の建築物を映像で記録保存する活動

5 男女山景観保存会 池上　哲史 鏡野町 男山・女山の景観維持と地蔵尊の保存

6 鏡野鶴喜子供銭太鼓 池田　民子 鏡野町 鏡野鶴喜子供銭太鼓

7 吉備特殊器台復刻プロジェクト実行委員会 松畑　煕一 岡山市 吉備特殊器台復刻プロジェクト

8 倭文地区歴史と文化を語る会 筒塩　泰崇 西宮市 糘山遺跡群の整備・遺跡地図の作成・糘山遺跡群の看板設置

9 角南　勝弘 美咲町 児童が描いた絵物語　月の輪は「たたらの」むらを絵本にする

10 田中　克郎 岡山市 伝統文化・伝統芸能普及振興活動

11 童謡ひろば～うたわらべ 大島　良子 津山市 童謡ひろば～うたわらべ

12 土佐村の今昔を知る会 長田　通昭 瀬戸内市 土佐村の今昔を語り、これからの地域振興の一助にする活動

13 成羽備中神楽育成会 川上　哲 高梁市 備中神楽の伝承・保存のための修練及実技体験の実施

14 新野祭り保存会 山本　祐之 津山市 新野まつり伝承・文化活動

15 備前48か寺報恩大師ゆかりの寺院集いの会 本同　亮章 岡山市 宗派を超えて報恩大師創建の寺院の伝統と文化を伝え、その文化を深化発展さす

16 備中足守竹取物語 杉原　康子 岡山市 近水園復元プロジェクト（江戸期の近水園古図・灌水園の記を参照して）

17 横仙歌舞伎研究会　中島東松神会 鷹取　美佐夫 奈義町 横仙歌舞伎保存研究会

2　文化芸術活動部門　①音楽・演劇・舞踏等　助成額：545万円　件数：27件

1 愛の村元気プロジェクト実行委員会 鳥元　均 美作市 愛の村元気プロジェクト『緑と風のコンサート』

2 アンサンブル早島 小松　慎一 早島町 弦楽アンサンブルを通じて、地域文化の活性化をはかる活動

3 出石アートワールド 御領園　美耶子 岡山市 音楽とアートが似合う街出石

4 荏原新九郎太鼓 原田　和彦 井原市 文化芸術担い手育成事業

5 演劇on岡山Ⅲ実行委員会 大塲　真護 岡山市 演劇on岡山Ⅲ（ルネス特別企画事業）

6 演芸集団ファンタジー 髙橋　孝太 岡山市 地域資源を活用し、大道芸を通じて賑わい空間と新たな文化を創出する活動

7 OACMS 近藤　浩子 岡山市 アンサンブルの醍醐味　デュオリサイタル

8 OKAYAMA JAZZ IMPACTS 時本　義弘 倉敷市 倉敷みらい公園の活用「街角にあふれる音楽を!」

9 岡山シビックホールブラス 大嶋　欣也 岡山市 岡山シビックホールブラス設立記念コンサート

10 岡山ヤングバレエフェスティバル2012実行委員会 後藤田　恵子 倉敷市 岡山ヤングバレエフェスティバル2012

11 吉備の国混声合唱団 吉川　早苗 倉敷市 吉備の国混声合唱団第3回演奏会（5周年記念）

12 久米南町観光協会はす部会和太鼓部会 中力　均 久米南町 久米南町を和太鼓で元気にする活動

13 code`M` 藤原　麻紀 玉野市 西洋楽器と日本古来の伝統楽器が融合する公演の実施、及び青少年へ伝統楽器の紹介

14 児島瑜伽太鼓保存会 高田　幸雄 倉敷市 文化・伝統芸能の承継活動

15 箏・尺八アンサンブルくらしき1988 六ツ森　宏朗 倉敷市 結成25周年第25回六ツ森恵子&クリスタルサウンドコンサート

16 こどもためのアートプロジェクト 河田　隆介 岡山市 こどもためのアートプロジェクト「宮沢賢治の世界」

17 財団法人桃太郎少年合唱団 高山　雅之 岡山市 桃太郎少年合唱団第50回記念定期演奏会

18 シーサイドミュージック 服部　弘平 瀬戸内市 瀬戸内市で音楽を楽しむコンサートや発表会を主催

※ 19 1945年の夏を語り継ぐ会 白髭　守也 岡山市 朗読劇「アンネ・フランクを知っていますか」公演

20 津山≪風と光と心の劇場≫実行委員会 花谷　周治 津山市 ミュージカル「風の野っ原」プレ公演

21 特定非営利活動法人こども夢未来プロジェクト 中藤　眞弓 岡山市 ゛届け「元気」「笑顔」「勇気」゛～子どもたちが創るプロジェクト～

22 NEXT GENERATION NYC Carr,Terry Brian 岡山市 総合芸術文化公演「KEY TO THE WORLD」

23 備中温羅太鼓 塩尻　司 総社市 備中温羅太鼓自主公演「吉備の國から一期一会」及びその練習に伴う太鼓の皮の張替え

24 日生甚九郎太鼓同好会 田原　義大 備前市 日生のアピールと町の先駆者の心意気の継承

25 美作市民吹奏楽団 角南　康夫 美作市 美作市民吹奏楽団の結成と、地域に根ざした音楽活動

26 未来オペラ集団トロヴァトーリ岡山 加治　郷子 岡山市 ファミリーオペラ劇場「泣いた赤鬼」他

27 四照花 後藤　真智子 赤磐市 郷土の作家を掘り起こし、朗読を通して文学的精神的文化を再認識し楽しみ広める活動

団体名称または個人名 代表者 所在地 テーマ

団体名称または個人名 代表者 所在地 テーマ



3　文化芸術活動部門　②美術・文学　　助成額：300万円　件数：20件

※ 1 犬飼恭平研究会 森　容子 倉敷市 画家・犬飼恭平の活動と人生を調査・研究・発表

2 岡野耕三研究会 永山　久人 岡山市 抽象画家岡野耕三の人と作品の研究

3 岡山映画祭実行委員会 岡本　隆 岡山市 映画の力×地域の力「岡山映画祭2012」

4 岡山県愛瓢会 大西　荘一 赤磐市 第37回NPO法人全日本愛瓢会・展示会岡山大会（全国大会）

5 岡山原田芳雄祭り実行委員会 吉富　真一 岡山市 岡山原田芳雄祭り

6 Creators Lounge 片山　康之 倉敷市 Crearors Lounge

7 再々アートリレー実行委員会 加藤　泰三 美作市 再々アートリレー

8 詩の会・ネビューラ 壷阪　輝代 岡山市 朗読会「午後のポエム」

9 瀬戸内市フォトプロジェクト 島　隆諦 岡山市 記録写真を活用して高齢者の認知症進行を緩和するとともに、写真講座を通じて記録写真を地域文化に育てる活動

10 SENO　ART BASE 川相　恒雄 岡山市 アート作品の野外展示によって妹尾の街に活力をもたらす

11 燈仄会 渡辺　暉夫 総社市 燈仄会50回記念展及び記念誌の発刊

12 童謡とっくんこの会 なんば・みちこ 総社市 童謡とっくんこに「子どものページ」増設と「とっくんこコンサート」の実施

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　子どもと親子のためのアート体験

14 白萩の会 竹入　光子 岡山市 「永瀬清子物語」（仮題）or「続・蒼きあけがた」（仮題）

15 100人100色展実行委員会 尾崎　博志 岡山市 岡山県天神山文化プラザ会館50周年記念　展示室提案事業「100人100色展」

16 MAEMU企画 下村　英之 岡山市 若手美術作家の国際交流展「distance」

17 ○△□テキスタイルアートプロジェクト 寺田　たまみ 岡山市 ○△□→イトカラカタチへ→

18 みまさかフィルムコミッション 福井　彰 美作市 美作市映像大賞

19 遊美工房 安原　早苗 倉敷市 第9回青美展次代をひらく作家シリーズ「佐藤朋子絵画展」

20 劉迎 岡山市 「坪田譲治文学書誌」の作成に関する調査研究

4　地域文化創造部門　　助成額：610万円　件数：31件

1 アートおかやま推進機構 井上　愛彩 岡山市 岡山県下の美術館、ギャラリーの展覧会情報を紹介する活動

2 イーハトーブinルネスⅡ実行委員会 長崎　司 岡山市 イートハーブinルネスⅡ

3 出雲街道勝山宿の会 石川　日出夫 真庭市 旧出雲街道へ案内標識の設置事業

4 打穴中「鬼山ふる里」いきいき会 植木　哲生 美咲町 地域の遺産、先人の知恵を活かす地域の文化活動

※ 5 うのずくり実行委員会 森　美樹 玉野市 うのづくりワークショップ（文化的・創造的な町づくりを学ぶワークショップ）

6 エコツーリズム研究会 増田　茂 新庄村 外国人留学生のためのエコツアー企画コンテスト

7 岡山から被災地へ手仕事を届ける会 山本　美文 赤磐市 手から手へ

8 岡山市妹尾観光協会 川相　恒雄 岡山市 映像で綴るわがまちシリーズ第4集「わがまち妹尾・スケッチ紀行」DVDの制作

9 岡山市立灘崎公民館まちづくり部会 有田　昇 岡山市 灘崎まちかど物語－灘崎地区紹介パンフレット作成と関連活動

10 岡山弁協会 竹内　武夫 岡山市 岡山弁大会「岡山弁はええもんじゃ～ことば祭り・建部～」

11 ゲストハウスタウンプロジェクト実行委員会 三宅　航太郎 岡山市
滞在型アート・ツーリズムの持続的普及活動のための記録集出版プロジェクト
―岡山市出石町アートスペース「かじこ」の仕組みを事例として

12 こぎつねの会 神崎　ムツ子 津山市 昭和池の造説の歴史を調査する活動

13 佐伯会 橋本　重昭 和気町 地球環境保全（地球温暖化防止）の啓発・推進活動

14 里村欣三顕彰会 田原　隆雄 備前市 郷土の作家里村欣三顕彰活動/生誕110年記念事業（講演会/研究報告会）

15 白賀川地域協議会 森江　勇夫 鏡野町 白賀川地域を自然と歴史的文化が体験できる場にする活動

16 秦川研究会 田野　智子 岡山市 「ことごとく皆宜し」～池上秦川の視点から見た時代の変革期における文化と地域振興の繋がり～

17 世良　利和 岡山市 岡山の映画史を作品・興行・人物の各方面から調査し、広く紹介する

18 哲西っ子わくわく体験するンジャー 佐伯　雅輝 新見市
地域の子どもに「豊かな自然体験」「動植物とのかかわり」「友達との遊び」「地域活動」「家族行事」「家事手伝い」などの体
験力をつける活動

19 特定非営利活動法人国際協力研究所・岡山 池田　時夫 岡山市 地元の自然環境と経済的観光活動を両立するエコツーリズムの普及と推進活動

20 特定非営利活動法人たまのの企画 伊達　元英 玉野市 玉野4コマまんが祭り

21 永瀬清子生家保存会 井奥　行彦 総社市 永瀬清子の詩と詩作の背景となった風土を理解する活動

22 中津井やまびこ会 植田　満夫 真庭市 地域文化の継承と魅力ある地域づくり活動

23 夏休みこどもまつりinルネスⅢ実行委員会 中嶋　徳美 岡山市 夏休みこどもまつりinルネスⅢ

24 東粟倉おもちゃ村 彦根　泰男 美作市 東粟倉おもちゃ村の企画・運営全般

25 備前商工会議所 吉村　武司 備前市 『論語かるた』を用いた「かるた大会」の、備前市、岡山県内各市町村ならびに他都道府県での実施ならびにそのための準備活動

26 芳明っ子文庫 岡村　真美 岡山市 子どもたちのための地域子ども教室

27 まちてんプロジェクト実行委員会 桑田　奈美枝 岡山市 岡山駅西側エリアで現代アートを楽しみ、街歩きを楽しんでもらう活動

28 美作の歴史文化を愉しむ会 中川　正彦 美作市 「美作ふるさと検定」及び地域の歴史的・文化的資産を楽しみながら学び・広める活動

29 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

30 吉川地域づくりの会 辻田　明 吉備中央町 郷土の偉人「重森三玲の少年期」

31 読み聞かせボランティアグループおひさま文庫 貝原　博子 奈義町 おはなし小道具で地域の昔話を伝え親しむ活動

３ヵ年継続助成 助成金額  210万円(7件)

※ 1 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

※ 2 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

※ 3 ｃｉｎｅ／ｍａｎｉｗａ 山崎　樹一郎 真庭市 真庭から映画を発進！

※ 4 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

※ 5 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

※ 6 湯郷温泉青年部 安廣　清二 美作市 湯郷温泉地域活性化

※ 7 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)
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