
◆平成25年度　文化活動助成　対象者一覧 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：390万円　21件

1 大島まちづくり協議会 大島　博 笠岡市 名勝・史跡を活かした観光振興と地域活性化活動のための「大島歴史散歩ガイド」を発刊

2 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

3 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・伝統芸能普及振興活動)

4 岡山民俗学会 次田　圭介 岡山市 干拓地沖新田政田地区の民俗調査

5 勝山古文書の会 橋本　惣司 津山市 近世庄屋文書の翻刻と地域の歴史を学び、地域の人々に伝える活動

6 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

7 西大寺愛郷会 中村　美佐雄 岡山市 郷土の歴史探訪記の出版普及活動

8 佐井田ゲンキ会 武久　和正 瀬戸内市 佐井田のいまむかしを語る

9 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

10 城下町・高梁PR推進委員会 小林　朝雄 高梁市 城下町・高梁の史跡の魅力を幅広く伝え、地域を活性化する活動

11 勝北歴史研究会 平田　安男 津山市 八幡神社古文書により地域文化の伝承

12 玉川っ子ふるさと隊 山本　和江 高梁市 ふるさとを愛し、生き生きと学び、世界でたくましく生きる玉川っ子の育成

13 玉島文化振興会 上田　拓也 倉敷市 『乙島祭り読本』発行

14 百々人形保存会 福井　正 美咲町 郷土玩具「百々人形」の伝承、普及の推進活動

15 徳山弓道場380周年記念射会実行委員会 徳山　英則 岡山市 岡山古来の弓術「日置當流
へきとうりゅう

」の保存と継承

16 秦歴史遺産保存協議会 板野　忠司 総社市 地元民の協働により秦歴史遺産を保存・研究・情報発信する活動

17 備前獅子舞中原社中 谷本　雄太 岡山市 備前獅子舞による中原と牧石学区の活性化～誇りをもてる伝統文化の創造～

18 福谷おもしれぇ～マップ実行委員会 田口　琢磨 岡山市 福谷八十八カ所巡りの復活と地域文化を継承する活動

19 方谷研究会 太田　健一 岡山市 備中聖人・山田方谷及びその周辺に関する歴史楽的研究とその普及活動

20 ミツマタP 東馬場　洋 西粟倉村 これまでのミツマタ・これからのミツマタ

21 「美作音頭」中尾四つ拍子保存会 久安　三樹子 美作市 地域に伝わる「四つ拍子」の地踊りと「美作音頭」の唄、太鼓を継承し、次世代に伝えていく活動

2　文化芸術活動部門　①音楽・演劇・舞踏等　 助成額：410万円　18件

1 アートとダンスのワークショップ実行委員会（coloridance） 平井　優子 倉敷市 ノアム カルメリ氏　コンタクトインプロヴィゼーションワークショップおかやま開催

2 R40 山口　佳子 岡山市 R40 DANCE PROJECT2013 4コマダンスワークショップ

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

4 おかやまバトン 石川　美里 岡山市 福島県で日本舞踊を学ぶ子ども達の受け入れプロジェクト

5 音楽がきこえてくる街をつくる会 中山　治美 美作市 異文化の音楽を奏で、学んで、未来にはばたく子どもを地域で育て、みんながつながる街つくり

6 木村　善明 倉敷市 ドイツリート・ドイツオペラコンサート

7 倉敷エイコーン音楽教育研究会 岡田　恵子 倉敷市 黒川侑&ナーヂャ・ピサレヴァDuoコンサート　演奏とトーク

8 (劇)アリクイロケット 田後　寛嗣 岡山市 演劇公演シアターラッシュ!

9 社団法人現代舞踊協会中国支部岡山実行委員会 ワケ　ユリ 岡山市 平成26年度現代舞踊フェスティバルin岡山への「Perparation1～4」

10 声楽グループ「piacere」 大森　友美子 早島町 piacere設立10周年記念演奏会

11 瀬戸内市アマチュア人形劇協議会 西浦　千万太 瀬戸内市 瀬戸内市アマチュア人形劇団育成事業

12 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 ゛届け「元気」「笑顔」「勇気」～子どもたちが創るプロジェクト第6回定期公演～

13 沼　佳名子 岡山市 ダブルリード室内楽コンサート

14 NEXT GENERATION NYC Carr,Terry Brian 岡山市 音楽、ダンス、展示の総合コンサート「FELABRARION」

15 ブルーシャトーコンサートプロジェクト 石原　憲司 赤磐市 ブルーシャトーコンサート(森と泉に囲まれた青いドーム屋根の公民館で催す音楽会)

※ 16 マービーミュージカルin倉敷 井伊　五朗 倉敷市 マービーミュージカルin倉敷第11回公演『金田一耕助ものがたり』(仮題)上演

17 美作ジョイフルバンド 角南　康夫 美作市 美作国1300年を契機に音楽活動を通して地域を活性化する

18 ワールド・カルチャー・パーク(世界の文化広場) 細谷　祐介 総社市 遊牧の民の調べコンサート～馬頭琴&ドンブラの音色～

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：310万円　16件

1 池田　靖嗣 岡山市 公共彫刻蘇生会(仮称)

2 エゴン・シーレ没後100年宮崎郁子展in kurumauプロジェクト 宮崎　郁子 岡山市 「宮崎郁子作品集」制作

※ 3 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2013

4 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

5 Creators Lounge 片山　康之 倉敷市 Creators Lounge2013

6 この指とまれネットワーク委員会とゆかいな仲間たち 長安　顕義 笠岡市 「自然」「暮らし」「芸術」で結ぶ空間が生み出す地域の交流

7 財団法人新見美術振興財団 新中　淑弘 新見市 郷土作家シリーズⅦ－I氏賞大賞受賞記念－凱旋帰国特別展　加藤竜展

8 齋藤　春佳 長野市 港のレジデンス

9 里村欣三顕彰会 田原　隆雄 備前市 郷土の作家里村欣三の顕彰活動

10 瀬戸内市フォトプロジェクト 島　隆諦 岡山市 記録写真に秘められた力を検証するとともの後継者を育成する活動

11 世良　利和 岡山市
旧金光町およびその隣接エリアを中心とした地域映画史を集中的に調査し、
観光・文化資源の開発と地域交流の活性化をめざす

12 徳永柳洲顕彰会 藤本　道生 和気町 徳永仁臣(柳洲)展

13 備前焼作家集団けらもす 澁田　寿昭 備前市 窖窯de備前inチュイルリー・デ・プリニー

14 美つくりの里・旅するアート実行委員会 太田　三郎 津山市 美つくりの里・旅するアート

15 Mimucus 小山　淳志 瀬戸内市 「言伝」(ことづて)朗読詩人の会2013　オカヤマケン・ポエトリー・カフェ

16 朗読グループ「木の実」 曽和　敏明 岡山市 朗読グループ「木の実」創立10周年記念　第15回言葉のおくりもの

4　地域文化創造部門　　 助成額：520万円　23件

1 あかいわアートラリー実行委員会 伊永　和弘 赤磐市 あかいわART RALLY 2013

2 「イーハトーブinルネスⅢ」実行委員会 長崎　司 岡山市 イーハトーブinルネスⅢ

3 出雲街道勝山宿の会 石川　日出夫 真庭市 旧出雲街道ー「道しるべ」の石碑を設置する

4 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

※ 5 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

6 NPO法人タブララサ 河上　直美 岡山市 岡山のまちづくりの事例を世界にむけ発信する

7 廻遊－海から山から－実行委員会 伊永　和弘 赤磐市 廻遊－海から山へ－

8 亀島山地下工場を語りつぐ会 立石　憲利 倉敷市 戦争遺跡保存全国シンポジウム・岡山県倉敷大会の開催

9 顔晴れOKAYAMA 檜垣　ナホ 岡山市 点字ブロック誕生物語のDVD制作

10 倉敷生活デザイン展実行委員会 鈴木　まどか 倉敷市 児島の繊維産業文化を地域資源にするための展覧会及び調査研究報告書の作成

11 神目ほたるの里づくり実行委員会 近行　守 久米南町 神目ホタルの里づくり活動

12 佐良山未来ビジョン研究会 近藤　清 津山市 さら山アートinカキ谷古墳

13 ジャコウアゲハ見守り隊 堀口　映子 矢掛町 希少種ジャコウアゲハを保護する活動

14 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～

15 第8回はあとふるコンサート実行委員会 大月　永子 岡山市 はあとふるコンサート・地域の障がい児者と住民との音楽を通した交流と共感

16 つやま芸術推進委員会 中田　稔 津山市 つやま芸術祭「えとあーと」記録集刊行事業

17 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 青少年アートプログラム3「アートでつながるアートでひろがる」

18 中野吹屋青年団 金元　崇浩 高梁市 吹屋ベンガラ灯り　灯籠祭

19 農のある暮らし地域協議会 黒瀬　正義 津山市 食とアートの集い(四季イベント)

20 備前福岡古民家活用プロジェクト 浅井　克俊 瀬戸内市 備前福岡「仲崎邸」再生プロジェクト(仮)－ジャズ・コンサート

21 マチノブンカサイ実行委員会 白川　久美 岡山市 マチノブンカサイ

22 横田　葉子 高知市 犬島天満宮アート行灯プロジェクト

23 Laft 明石　めぐみ 岡山市 駅東創庫・ミナトドラマ

３ヵ年継続助成 助成額：170万円　6件

※ 1 アンサンブルFlug　(23年度) 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 湯郷温泉青年部　(23年度) 安廣　清二 美作市 湯郷温泉地域活性化　

※ 3 きび工房　(23年度) 平田　勉 総社市 人と自然にやさしい暮らしをめざして

※ 4 1945年の夏を語りつぐ会　(24年度) 白髪　守也 岡山市 朗読や演劇等の文化的な取り組みで戦争や被爆体験を語り継ぐ

※ 5 犬飼恭平研究会　(24年度) 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

※ 6 うのずくり実行委員会　(24年度) 森　美樹 玉野市 うのず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)
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