
平成29年度文化活動助成対象者一覧

◆平成29年度　文化活動助成　対象者一覧 助成総額：1635万円　助成件数：76件

※3ヵ年継続助成対象者　10件（本年度3件含む）

1　伝統文化振興部門  　 助成額：295万円　13件

団体名称または個人名 代表者 所在地 申請活動名

1 一般社団法人岡山県建築士会岡山ヘリテージマネージャー機構 洗井　健一 岡山市 本山寺実測調査と境内整備

2 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

3 応神太鼓保存会・童 平井　千春 笠岡市 和太鼓をとおして地域の発展に貢献

4 岡山近代化遺産研究会 伊東　孝 岡山市 「近代化遺産」シリーズ講演会

5 岡山県子ども備前焼作品展実行委員会 伊勢﨑　淳 備前市 備前焼を次世代に継承するための作品展及びワークショップ

6 薄田泣菫顕彰会 山田　錦造 倉敷市 薄田泣菫を詩う

7 豊原地区円張の今昔編集委員会 小林　利輔 瀬戸内市 邑久町豊原地区円張地域の歴史・文化掘り起し冊子作成事業

8 中津井やまびこ会 池田　安夫 真庭市 「雛の文化まつり」、「いやしの里カラクリ祭り」等地域づくり活動

9 西粟倉村郷土史探訪クラブ 井上　義徳 西粟倉村 地域に誇りを！「集落の史跡、文化財を知り、守って行こう！」

10 早川太鼓 窪山　博之 真庭市 早川太鼓結成３０周年特別公演　木山神社公演～神々の刻印（仮）

11 備中足守竹取物語 杉原　康子 岡山市 絵図・古写真から足守陣屋と大名庭園（近水園）の「記憶集」作成

12 方谷研究会 朝森　要 岡山市 山田方谷関連資料の調査研究・公開及びゆかりの人物発掘・紹介

13 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」の開催

2　文化芸術活動部門　①音楽・演劇・舞踏等　 助成額：470万円　23件

団体名称または個人名 代表者 所在地 申請活動名

1 ＥＮ劇集団さんたばっぐ 荒井　良太郎 岡山市 ２０１７年サマープレゼント『曖昧の合間にある今』

2 演劇ユニットｃｏｉｃｏｉ 福田　史子 岡山市 劇団ユニットｃｏｉｃｏｉ　第５回公演「贋作　罪と罰」

3 岡山楷の木少年少女合唱団 朝松　煌 瀬戸内市岡山楷の木少年少女合唱団主催ミュージカル「ラプンツェル」の企画開催

4 岡山県演奏家協会 港　菜都子 瀬戸内市 バロックコンサート～今よみがえる　バロックの輝き～　ワークショップ「覗いてみよう　バロックダンス」

5 岡山県現代舞踊ジュニア育成実行委員会 間野　和美 岡山市 第３回おかやま現代舞踊フェステイバル

6 オペラ劇団　トロヴァトーリ 加治　郷子 岡山市 オペラ劇団トロヴァトーリ第２回公演　松井和彦書き下ろし新作　落語オペラシリーズその弐「宿屋の仇討ち」

7 笠岡音楽祭実行委員会 山本　聡 笠岡市 笠岡音楽祭2017　メインフェスティバル

※ 8 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10周年記念

9 倉敷シティバレエ 後藤田　恵子 倉敷市 倉敷シティバレエ　バレエコンサート2017

10 劇団公民館京山 根木　伸介 岡山市 演劇「まいしるべ」公演～岡山和気町で紡ぐ　鶴をテーマにした作品を上演～

11 劇団こすもす 山田　代子 浅口市 劇団こすもす第１８回公演「ら・ら・ら」

12 劇団ひびき 居郷　毅 岡山市 劇団ひびき創立５５周年記念/第９５回公演「日暮町風土記」

13 箏・尺八アンサンブルくらしき１９８８ 六ツ森　宏朗 倉敷市 第３０回六ツ森ケイ子＆クリスタルサウンドコンサート

14 ジュクン・ミュージック 小谷野　哲郎 真庭市 jukung music presents アイヌの音楽

15 創作ダンス普及団体こみゅちるだんす 吉村　利佐子 岡山市 岡山を中心とする文化芸術資源を利用した創作ダンス

16 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「ピーターパンのぼうけん」

17 新見市文化連盟 杉井　幸正 新見市 新見市文化連盟10周年記念「にいみっ子　美術・芸能育成で文化向上」

18 日本ウインドアンサンブル《桃太郎バンド》 鈴木　英史 早島町 ミッド・オカヤマ２０１７吹奏楽クリニック

19 プラネタリウムで爆音クラシック！実行委員会 安田　久美子 岡山市 プラネタリウムで爆音クラシック！音楽と映像の新たなる体感系

20 山地　真美 東京都 岡山でつくろう！世界にひとつの１００人オーケストラ（仮名称）

21 Laft 明石　めぐみ 岡山市 駅東創庫での子どものワークショップとダンスパフォーマンスの実施「ミナトドラマ　ホーサー」

22 ＬＯＯＰ⑩　 藤原　康典 岡山市 THE OKAYAMA SHIBAI 2017　（複数の演劇公演、ワークショップ）

23 Ｗｏｒｋｓ-Ｍ　 三浦　宏之 岡山市 Works-M Dance Workshop and Performance



平成29年度文化活動助成対象者一覧

3　文化芸術活動部門　②美術・文学・写真・映像等　　 助成額：335万円　19件

団体名称または個人名 代表者 所在地 申請活動名

1 在本　桂子 岡山市 アートの島犬島を作成して犬島を活性化に寄与する活動

2 一般社団法人クリエイターズラウンジ 片山　康之 倉敷市 吹上美術館～リノベーションワークショップ～

3 「いのちと暮らしの映画祭」実行委員会 田中　正之 岡山市 いのちと暮らしの映画祭2017(第2回)

4 猪風来 新見市 縄文竪穴住居建設と縄文体験を通して古代の心と技を学ぶ

5 牛窓クラフト散歩実行委員会 末藤　功太郎 赤磐市 第3回牛窓クラフト散歩

6 ＮＰＯ法人　地域文化研究所 世良　利和 岡山市 日本アニメーションの原点・幸内純一（こううち・すみかず）の顕彰

7 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2017』

8 共同研究「現代日本陶芸のデザインと技法」 久保田　厚子 総社市 共同研究「現代日本陶芸のデザインと技法」

9 公益財団法人寒風陶芸の里 武久　顕也 瀬戸内市 「須恵器を作ろう！」須恵器制作・焼成プロジェクト

10 心のひだ・きびの美術実行委員会 岡部　玄 総社市 第3回総社市芸術祭2017「心のひだ・きびの美術」―遠との共鳴

11 坂田一男研究会 妹尾　克己 岡山市 第９回坂田一男研究会講演会

12 「さくらの里のものがたり」を記録する有志の会 坪井　あき子 岡山市 小冊子「さくらの里のものがたり」の作製

13 閑谷学校展実行委員会 富井　雄太郎 東京都 国宝・閑谷学校展

※ 14 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テーマとした地域に開かれた本のイベント

15 つやま城東まちかつ。 藤田　文子 津山市 つやま城東まち歩き2017春　アート＆クラフト展+手仕事体験

16 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(主に彫刻の再生)

17 フィールドオブクラフト実行委員会 宮井　宏 岡山市 第１２回フィールドオブクラフト倉敷

18 福島みらいプロジェクト岡山応援隊 細谷　祐介 総社市 東日本大震災及び福島原発事故を風化させないための映画上映会

19 朗読塾 曽和　敏明 岡山市 朗読塾第21回公演朗読「吉原新話」

4　地域文化創造部門　　 助成額：325万円　14件

団体名称または個人名 代表者 所在地 申請活動名

1 出石アートワールド 御領園　美耶子 岡山市 出石灯～いずしともし～(備前焼灯篭とステンドグラス展)

2 犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム 遠部　慎 岡山市 犬島貝塚調査保護プロジェクト（ガイドブック作成）

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 瀬戸内市古い町並みを活かしたアートイベント「牛窓しおまちアート」開催

4 KOJIMA　BLUE　アートプロジェクト実行委員会 真鍋　寿男 倉敷市 倉敷市児島のデニムカードル（額縁）を使用した美術作品展示

5 コンシーデレ山手 山本　祐一 美咲町 山手フォトコンテスト

6 三蟠鉄道の歴史編集委員会 内田　武宏 岡山市 三蟠鉄道の歴史を末永く後世に伝承する為に、「三蟠鉄道の歴史」編纂に向けて活動する。

7 「SEI∞ART Project」実行委員会 山形　忠正 備前市 「SEI∞備前遊観No.3」―水物語in大ケ池―2017

8 特定非営利活動法人倭文の郷 爲貞　祐二 津山市 ２０１７「食とアートの集い/バンブーミュージックフェスタ」

9 備前福岡ＡＲＴ小路実行委員会 三木　裕紀 瀬戸内市 第４回備前福岡ＡＲＴ小路

※ 10 美咲芸術世界実行委員会 板垣　正寿 美咲町 大垪和（おおはが）昔話演劇「アマンジャクの星とり」

11 「美咲桃太郎の会」文化部会 玉木　陽一 美咲町 「美咲桃太郎伝説」の伝承活動および「美咲歴史かるた」の制作

12 もん☆へす実行委員会 森脇　幹信 岡山市 したまちポップカルチャーもん☆へす

13 アートポスト(旧：やかげ芸術街道実行委員会) 奥村　美恵 矢掛町 やかげ芸術街道２０１７

14 ヲクツポイント実行委員会 安藤　辰正 鏡野町 ヲクツポイント２０１７

３ヶ年継続助成 助成額：210万円　7件

※ 1 岡山能楽研究会 林　宗一郎 岡山市 能「吉備津宮」復曲上演を通した岡山の歴史文化再発見プロジェクト

※ 2 オペラプラザ岡山 広瀬　千加子 岡山市 誰もが参加し輝けるユニヴァーサルデザインオペラ「魔笛」の上演

※ 3 Green FabLab Tamashima β 大月　ヒロ子 倉敷市 マテリアルライブラリーのためのアーカイブ登録ツール構築

※ 4 北木ノースデザインプロジェクト実行委員会 鳴本　浩二 笠岡市 アートイベントで見えた北木島の魅力を、みんなが語れる化しよう

※ 5 「老いと演劇」OiBokkeShi 菅原　直樹 奈義町 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

※ 6 みる楽しむ!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ワークショップ等の支援、人材育成のための活動

※ 7 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


