
助成総額：1800万円　助成件数：86件

※３ヵ年継続助成対象者　10件（本年度4件）

1　伝統文化振興部門  　 助成額：400万円　22件

団体名称または個人名 代表者 所在地 申請活動名

1 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

2 烏城紬守る会 須本　雅子 岡山市 烏城紬―技術の伝承と広報活動「第6回烏城紬作品展」

3 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顕彰

4 大島まちづくり協議会 大島　博 笠岡市 伝統文化の地域資源を生かして楽しい魅力的なまちづくり

5 岡山県こども備前焼作品展実行委員会 吉村　武司 備前市 備前焼を次代に継承するための作品及びワークショップ

6 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

7 岡山県立高松農業高等学校農業クラブ郷土芸能部最上太鼓 安井　盛 岡山市 和太鼓演奏活動による地域行事への貢献

8 おかやま山陽高等学校マイスタースクール「能」 原田　一成 浅口市 「はじめての能楽大会」(第16回目)

※ 9 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

10 岡山の歴史資料研究会 飯島　章仁 岡山市 引札広告等からわかる明治時代岡山の商業活動の研究と紹介

11 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

12 熊山遺跡群調査・研究会 出宮　徳尚 岡山市 創立15周年記念シンポジウム「熊山遺跡仏塔設をめぐる諸見解」

13 佐方ひがさき踊り保存会 井上　邦弘 浅口市 浅口市指定無形民俗文化財「佐方ひがさき踊り」伝承活動

14 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

15 勝央民話を語る会ちゃんちゃんこ 浅田　あけみ 勝央町 勝央町の民話の採話と冊子製作

16 玉川っ子ふるさと隊長 竹井　節子 高梁市 ふるさとを愛し、生き生きと学び、たくましく生きる玉川っ子の育成

17 玉島茶室群研究会 安原　早苗 倉敷市 玉島茶室群研究会

18 土木コレクション小委員会 島谷　幸宏 岡山市 土木コレクション2015in岡山―図面にみる近世・近代の岡山―(仮称)

19 秦歴史遺産保存協議会 板野　忠司 総社市 秦歴史遺産をテーマとした写真を募集及び総会に併せて、シンポジューム開催

20 備前池田家の伝えた文化遺産を守る会  岡山市 江戸時代に描かれた岡山東照宮御祭礼行列絵巻・菖蒲賦物絵を等身大に描く

21 備中足守竹取物語 杉原　康子 岡山市 足守陣屋案内板制作と陣屋縄張りプロジェクト

22 昔話研究会『日本昔話通観』原資料整理グループ 佐々木　一恵 岡山市 『日本昔話通観』の原資料の整理と保護

2　文化芸術活動部門　①音楽・演劇・舞踏等　 助成額：420万円　19件

団体名称または個人名 代表者 所在地 申請活動名

1 R40 山口　佳子 岡山市 R40　DANCE PROJECT 2015

2 Alto de Campagne 中村　洋乃理 笠岡市 ふるさとで奏でるヴィオラ四重奏vol.2

3 一般社団法人日本パフォーマンス/アート研究所 小沢　康夫 玉野市 宇野PROBREMA―思考と実験のプラットフォーム―

4 Western Pianoムジカクラブ・グループ風 高田　武子 岡山市 Western Pianoによる第40回記念チャリティーコンサート音楽の夕べ

5 NPO法人エマノンミュージック 藤原　憲一 倉敷市 国吉康雄とジョージ・ガーシュインの時代を再現

6 「老いと演劇」OiBokkeShi 菅原　直樹 和気町 「老いと演劇」OiBokkeShiワークショップ公演『老人ハイスクール』

7 岡山大学ダンス部卒業生の会 太田　一枝 岡山市 岡山大学ダンス部卒業公演

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②(劇団「百景社」岡山公演を中心にして)

9 岡山発音楽の風　ハートフルコンサート実行委員会 細谷　祐介 総社市 ピアノdeあしなが支援チャリティーコンサート、東日本大震災復興支援チャリティーコンサート

※ 10 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

11 影絵の会 浦西　朔 岡山市 劇団かかし座の影絵公演と子どもたちと一緒の影絵づくり

12 吉備高原芸術祭ツーソン・レパートリー・オーケストラ招聘音楽祭実行委員会 山崎　誠 吉備中央町 吉備高原音楽祭

13 倉敷市合唱連盟 飯田　永久 倉敷市 第40回記念倉敷合唱フェスティバル

14 島のSARAI協働隊 山本　公彦 笠岡市 第1回北木島国際平和音楽芸術祭、第3回島の音楽祭

15 玉野フィルハーモニー管弦楽団 田之村　眞一 玉野市 玉野フィルハーモニー管弦楽団第20回定期演奏会

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「オズの魔法使い」

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 設立30周年記念公演　鳥の劇場『すてきな三にんぐみ』

18 ⅣOboisten～ドイツ仕込みの岡山オーボエ4人組～ 沼　佳名子 岡山市 ⅣOboistenオーボエアンサンブルコンサート(仮)

19 変調Theatre I`opera実行委員会 安田　久美子 岡山市 総合芸術を創造する舞台発表会「変調テアトルオペラ」の開催

◆平成27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・文学等　 助成額：400万円　20件

団体名称または個人名 代表者 所在地 申請活動名

1 アートオキュパ実行委員会 伊永　和弘 赤磐市 吹屋アートオキュパプロジェクト

2 一般社団法人クリエーターズラウンジ 片山　康之 倉敷市 美術館再生プロジェクト「吹上美術館」

3 牛窓クラフト散歩実行委員会 末藤　功太郎 赤磐市 第2回牛窓クラフト散歩

4 NPO法人灯心会スカイハート灯 藤原　恒雄 真庭市 世界的名画に触れ、親しみ、芸術を身近に感じるワークショップと展覧会「モナリザを描く」

5 OKAYAMAショートムービー祭実行委員会 中田　徹 岡山市 OKAYAMAショートムービー祭

6 岡山創庭塾 坂本　拓也 早島町 未来を拓く日本の庭文化シンポジウム

7 勝山町並み体験クラフト市実行委員会 坂元　信夫 真庭市 勝山町並み体験クラフト市2015

8 具象絵画展丘の会 岸本　修 西粟倉村 第2回具象絵画展

※ 9 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

10 心のひだ・きびの美術実行委員会 岡部　玄 総社市 第2回総社芸術祭2015「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7回坂田一男研究会定期特別講演会

12 谷崎潤一郎を顕彰する会(勝山観光協会) 宮田　守之 真庭市 谷崎文学が薫るまちづくり事業

13 なぎクラ実行委員会 大町　浩介 奈義町 なぎアート・クラフトホリディ

14 渚プロジェクトINかさおか 高木　勇三 笠岡市 大島渚監督映画上映会&小山明子講演会

15 パブリックアートを蘇生する会 池田　靖嗣 岡山市 市中に存在するパブリックアート(今回は主にブロンズ彫刻)のメンテナンス

16 蕨世社 近重　博義 岡山市 陶芸復興運動「蕨世社」

17 備前福岡ART小路実行委員会 三木　裕紀 瀬戸内市 第2回備前福岡ART小路

18 備前焼中世古窯復元「土窯」プロジェクト委員会 平川　忠 備前市 備前焼中世古窯復元inアーカンソーに伴う作品発表

19 フィールドオブクラフト実行委員会 土岐　一嘉 岡山市 作家と共に学生が手仕事の魅力を子供達に伝える野外クラフト展

20 みご　なごみ(岡田和也) 岡山市 地域での詩の朗読とワークショップの活動に関する書籍の発行

4　地域文化創造部門　　 助成額：400万円　19件

団体名称または個人名 代表者 所在地 申請活動名

1 いち実行委員会 高橋　真一 岡山市 おむすびプロジェクト―宴がむすんだ縁むすび―

2 一般社団法人晴れの国長寿文化協会 河田　幸男 岡山市 第4回長寿文化祭実施事業

3 岡山近代遺産研究会 伊東　孝 岡山市 近代化遺産に関するシリーズ講演会

4 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 親子のための音のフェスティバル

5 上之町地区活性化委員会 黒田　誠一 久米南町世界一川柳の町　川柳のれんプロジェクト

6 倉敷ジャズストリート実行委員会 大久保　憲作 倉敷市 町家でジャズ・美観地区がジャズに染まる2日間・倉敷ジャズストリート

※ 7 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

8 山陽子どもiランド 木村　和昭 赤磐市 山陽地域での子どもの自然を生かした体験型学習と学習活動支援

9 SET-O-UP 吉近　翔大 瀬戸内市 盆踊りでつなぐ地域の輪!!長船夏祭り

10 高梁地域活性化会議 小林　朝雄 高梁市 地域活性化プロジェクト―FCシャルムとの交流を通して―

11 玉野しおさい狂言会 斉藤　章夫 玉野市 「しおさとまつり」の開催

12 津山市上横野上町内会 落合　信雄 津山市 津山市上横野上地域における自然・モノづくり・アートの融合による交流推進事業

13 中野吹屋青年団 金元　崇浩 高梁市 広兼邸花めぐり

14 日限の縁日実行委員會 時宗　正幸 岡山市 日限の縁日　秋の大縁日

15 福岡醤油建物プロジェクト実行委員会 山本　賢昌 岡山市 福岡醤油建物ロゴを使用した商品の開発とたまりBARの開催

16 まちかどライブin早島実行委員会 溝手　洋哲 早島町 まちかどライブin早島

17 「みさき桃太郎会」文化部会 玉木　陽一 美咲町 紙芝居「みさき桃太郎伝説」の制作と上演活動

18 矢掛街並みこども連合 川上　公一 矢掛町 持続発展可能な街並みをつなぐ地域おこしプロジェクト

19 「和気町暮らしのガイドブック」作成プロジェクト 田中　真佐美 和気町 「和気町暮らしのガイドブック(仮)」作成プロジェクト

３ヵ年継続助成 助成額:180万　6件

※ 1 マービーミュージカルin倉敷 大熊 正喜 倉敷市 第12回公演『まび竹取物語　かぐや秘めの謎(仮)』

※ 2 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2015

※ 3 NPO法人ENNOVA OKAYAMA 岡野 英美 岡山市 「希望のつくりかた」開催に関する活動

※ 4 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)

※ 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31回記念定期演奏会と音楽ワークショップ

※ 6 英田上山達歩団（1000人達歩実行委員会） 郷野 朝生 美作市 棚田で1000人タップダンス


