
助成総額:1800万円　助成件数:84件
※３ヵ年継続助成対象者　9件（本年度3件）

1　伝統文化振興部門  　 助成額：350万円　18件

1 江川三郎八研究会 難波　好幸 岡山市 建築家・江川三郎八と江川建築の研究とその顕彰

2 大島まちづくり協議会 大島　博 笠岡市 子供達が大島の文化・歴史・自然環境を学べる副読本「大島の伝説と昔ばなし」発行事業

3 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

4 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

5 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

6 作州絣保存会 日名川　茂美 美咲町 地域の伝統工芸手織り作州絣を後世につなげるための活動

7 寒風ボランティア協議会 廣畑　周子 瀬戸内市 黙水さんまつり

8 玉島茶室群研究会 安原　早苗 倉敷市 玉島茶室群研究会

9 玉島文化協会 西井　弘人 倉敷市 こども未来塾

10 誕生寺おひな会 弓狩　久子 久米南町 誕生寺門前おひな祭り

※ 11 特定非営利活動法人　岡山の和文化を楽しむ会 大河原　喬 岡山市 和の学校(伝統文化・伝統芸能普及進行活動)

12 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

13 秦歴史遺産保存協議会 板野　忠司 総社市 大学と連携した秦歴史遺産に関する図書の出版及びシンポジューム

14 東作州地歌舞伎保存協議会 花房　昭夫 奈義町 東作州地歌舞伎の活性化事業

15 備前池田家の伝えた文化遺産を守る会 神原　邦男 岡山市 ダンジリ集合―岡山<まち>の再生を願って

16 備中足守藩木下家資料展実行委員会(仮称) 小野田　伸 岡山市 特別展「備中足守藩木下家資料」(仮称)の開催にともなう図録の制作

17 方谷研究会 太田　健一 岡山市 山田方谷関連史料の発掘プロジェクト

18 山田方谷研究会 平野　正樹 岡山市 活動成果の公開のために、会誌3号「現代に活かす山田方谷の知恵」の発行

2　文化芸術活動部門　①音楽・演劇・舞踏等　 助成額：530万円　23件

1 安藤恵美バレエ・ド・エトワール 安藤　恵美子 倉敷市 安藤恵美子バレエ・ド・エトワール30周年記念コンサート「ピリカ・モシリ」他

2 I GALATTICI OPERA CONCERTO 小野　裕正 倉敷市 玉島でつくる声楽コンサート

3 牛窓シーサイドホール会 服部　弘平 瀬戸内市 音楽の蔵シーサイドホールで生演奏コンサートに参加する

4 NPO法人　エマノン・ミュージック 藤原　憲一 倉敷市 テッド・ローゼンタール・ピアノトリオコンサート

※ 5 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 第30回記念定期演奏会

6 老いと演劇OiBokkeShi 菅原　直樹 和気町 ～年をとるから楽しい。「老い」を地域で楽しもう～

7 岡山市民会館コンソーシアム 大嶋　欣也 岡山市 若手ピアニスト支援育成事業参加者による岡山市民会館ピアノフェスティバル2014

8 岡山ドラマスクール 岡村　薫 岡山市 岡山ドラマスクール特別講義+劇団「おぼんろ」岡山公演

9 岡山邦楽振興会 星島　淑子 岡山市 第24回全国高校生邦楽コンクール

10 音の絵本制作委員会 須々木　竜紀 岡山市 家族そろって楽しめる朗読と音楽による「音の絵本」コンサート

11 かよう浪漫太鼓 瀬尾　由利子 吉備中央町 かよう浪漫太鼓出演活動

12 草間台エコミュージアム推進協議会 堀江　利明 新見市 「羅生門太鼓」の作曲

辞退 13 倉敷シティバレエ 後藤田　恵子 倉敷市 「ギャラクシーコンサート」(仮)若い芽を育てるバレエコンサート

14 コロリンダンス「Dance in Rseidence Okayama」プロジェクト 平井　優子 倉敷市 ダンス作品岡山県内滞在制作シリーズの第1回目として基盤づくりをする

15 ズンチャチャ 須原　由光 倉敷市 ズンチャチャダンスパフォーマンス10th ヒューマンネイチャー

16 瀬戸内混声合唱団 山本　まさみ 倉敷市 瀬戸内混声合唱団創立30周年記念演奏会

17 瀬戸内市アマチュア人形劇団協議会 西浦　千万太 瀬戸内市 糸あやつり人形劇「黒田官兵衛ゆかりの地　備前福岡を訪ねて」の制作と定期公演

18 第34回全日本少年少女合唱祭全国大会「岡山大会」実行委員会 高山　雅之 岡山市 第34回全日本少年少女合唱祭全国大会「岡山大会」

19 高屋町子守唄の里音楽祭実行委員会 高村　誠二 井原市 高屋町子守唄の里音楽祭

20 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 ベートーヴェンピアノ・ソナタ全曲連続演奏会

21 PNM×PPPパーカッションスペシャルコンサート実行委員会 日玉　裕 岡山市 PNM×PPPパーカッションスペシャルコンサート

22 山猫団in岡山実行委員会 岡野　英美 岡山市 「山猫団、岡山にあらわる」

23 Laft 明石　めぐみ 岡山市 駅東倉庫・ミナトドラマ2
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3　文化芸術活動部門　②美術・文学　　 助成額：370万円　採択目安：19件

1 あかいわ美土里の和 白石　斉 赤磐市 自然から学び表現を試みるワークショップ

2 浅井　克俊 瀬戸内市 備前福岡古民家活用プロジェクト

3 岡山映画祭実行委員会 岡本　隆 岡山市 岡山映画祭2014「動く」

4 おかやまデザインミーティング 桑野　哲夫 総社市 デザインクリニック2014の開催

5 聞き書き人の会 文屋　泉 矢掛町 聞き書きを通して、地域の人々の記録を残し、地域づくりに役立てる

6 現代詩画展2014実行委員会 尾崎　博志 岡山市 第10回現代詩画展2014(特別展)-現代美術作家(抽象作品)と現代詩人とのコラボレーション-

7 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)岡山地区 田中　雄一郎 岡山市 岡山県学生ポスターデザインコンペティション2014

8 言の葉二人会 沖田　喜一 倉敷市 竹久夢二生誕130年記念弦の響きにのせてつづる立体朗読「大正さすらい人竹久夢二」

9 坂田一男研究会 妹尾　克己 岡山市 第6回坂田一男研究会定期講演会

10 詩の会・ネビューラ 壷阪　輝代 岡山市 朗読会「午後のポエム」NO.7

11 SEI ART PROJECT 山形　忠正 東京都 「SEI　アートプロジェクト」備前岡山ルネサンス-「アートする池田家」企画展示

12 全国造形フォーラムin総社実行委員会 角田　みどり 岡山市 全国造形フォーラムin総社「地域で咲かす　いのちのチカラ」

13 たまログ実行委員会 安原　梨乃 倉敷市 たまログ―玉島地域写真デジタルアーカイブ化プロジェクト

14 茶究楽会 よしもと　正人 岡山市 「五大：空風火水地　現代和空間の創造」展

15 特定非営利活動法人　FOT 延原　誠 岡山市 可能性の芸術～岡山エイブルアート作品集

16 なぎ昔話語りの会 入澤　知子 奈義町 昔話語りを通じて温もりあるまちづくり、ひとづくり

17 保田扶佐子美術館 保田　扶佐子 津山市 ルイスペッサと保田扶佐子の版画+ホアキンパジャレスのセラミカ展

18 遊美工房 安原　早苗 倉敷市 アルテ・ダ・玉島-玉島から日本とイタリア美術の交流-

19 朗読塾 曽和　敏明 岡山市 第18回公演(特別公演)「周の世界」

4　地域文化創造部門　　 助成額：400万円　18件

※ 1 英田上山達歩団（1000人達歩実行委員会） 郷野　朝生 美作市 棚田
たなだ

で1000人
にん

タップダンス

2 出石アートワールド 御領園　美耶子 岡山市 出石七夕夏祭りと出石灯(いずしともし)

3 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 瀬戸内市地域文化創造のための古民家再生、アートイベントの開催、郷土史誌のデジタル化

4 NPO法人文化探偵社 世良　利和 岡山市 岡山県産本フェアの開催と郷土の再発見

5 ecole 花田　洋通 岡山市 子育て中の親子と地域のアートで結ぶワークショップと活動報告展覧会

6 岡山大学大学院教育学研究科早川研究室「子どもと音楽」研究チーム 早川　倫子 岡山市 親子のための音フェスティバル

7 聞き書き実行委員会 平田　勉 総社市 高校生による゛備中で暮らすまち匠(先人)への聞き書き゛

8 倉敷生活デザイン展実行委員会 鈴木　まどか 倉敷市 倉敷の繊維産業文化財を地域資源にするための展覧会の開催及び調査研究報告書の作成

9 公益社団法人　玉野市観光協会 三宅　照正 玉野市 ｵﾝﾘｰﾜﾝの作品展示による旅行者への付加価値の創造と地域文化の向上

10 産業考古学2014年全国大会(岡山市)実行委員会 小西　伸彦 高梁市 産業考古学会2014年度全国大会(岡山市)

11 せとうち食文化研究会 馬場　初根 瀬戸内市 瀬戸内市を盛り上げよう!夢二おもてなし隊

12 玉島文化協会国際部会 村田　征夫 倉敷市 倉敷市玉島近郊在住の外国人の日本語会話学習支援と日本の文化的な生活様式の伝達

13 ツナギテ 米山　彰彦 津山市 ワークショップを通
とお

して岡山
おかやま

と気仙沼
けせんぬま

の小学生
しょうがくせい

をつなぐ

14 特定非営利活動法人　倭文の郷 筒塩　泰崇 津山市 食とアートの集い(四季イベント)

15 特定非営利活動法人　総社商店街筋の古民家を活用する会 金丸　由記子 総社市 「人と歴史と文化と出会う旧総社商店街、まちカフェin堀和平邸」

16 特定非営利活動法人　まちづかい塾 藤本　真理子 岡山市 だれでもつながるコミュニティカフェ

17 ピュア・イースト 鈴岡　陽子 総社市 音楽・演芸活動を通じて地域の活性化を図る活動

18 美作大学短期大学部幼児教育学科イルミネーション実行委員会 中田　稔 津山市 アーティストとともに地域の子どもたちの夢を育むイルミネーション点灯式

３ヵ年継続助成 助成額:150万　6件

※ 1 1945年の夏をつり継ぐ会 白髪　守也 岡山市 朗読劇「きずな-戦場から妻への絵手紙-」公演

※ 2 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

※ 3 うのずくり実行委員会 森　美樹 玉野市 宇野港界隈をめぐり楽しむ、街歩き「うのめぐり」

※ 4 マービーミュージカルin倉敷 大熊　正喜 倉敷市 舞台の上でもうひとりの自分を表現しよう!ミュージカルで表現力向上ワークショップ

※ 5 岡野屋旅館プロジェクト 高本　敦基 真庭市 岡野屋旅館プロジェクト2014

※ 6 NPO法人ENNOVA OKAYAMA 打谷　直樹 岡山市 「希望のつくりかた」開催に関する活動
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