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平成３０年度 事業報告

１ 文化人材バンク「おかやま子どもみらい塾」・・・定款第 4条(１)に該当 

○学校出前講座の開催（県委託事業、(公財)福武教育文化振興財団の助成）

文化芸術の指導者を学校に派遣し、子どもたちに「本物の文化・芸術」を体

験させ、心豊かに育てる。

  ・登録講師：４３６名

・派遣分野：伝統文化（箏曲、尺八、三味線、和太鼓、鼓、茶道、華道、狂言、

水墨画、陶芸、俳句、川柳、着付け 等) 

一般文化（合唱、合奏、吹奏楽、器楽、多文化理解、話し方、写真

デザイン、絵画、造形、現代詩、作文、対話型鑑賞 等) 

・派遣実績：（５～２月に実施）

伝統文化：１４分野、延べ７８校

一般文化：１４分野、延べ９１校  合計２８分野、延べ１６９校

  ・特別プログラム「高橋秀先生による出前講座」

(公財)マルセンスポーツ･文化振興財団の協賛） 

対象：倉敷市立黒崎中学校２年生

実施日 場  所 内  容

平成３１年

１月１０日(木) 大原美術館

・大原美術館の学校連携プログ

ラムと連携

・生徒と共に美術館本館を見学

平成３１年

１月１５日(火) 
倉敷市立黒崎中学校

・四つ切画用紙に「鑑賞した中

で一番心に残った作品、もしく

は作品を鑑賞した印象や心象

を記憶だけで描き起こす」ワー

クショップを実施

・一人ずつ作品を発表し、高橋

先生からコメントや賛辞をも

らった。
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２ おかやま県民文化祭【県民文化祭実行委員会事業】・・定款第４条(１)(３)該当 

（１） これがＯＫＡＹＡＭＡ！プログラムの推進 

内 容 期間・会場 
参加者数 

（人） 

『町家 de クラス２０１８』 
県内各地に残る町並みや町家にスポットを当て、文化財

クラスの建築物や「蔵・倉」、「商家」、今も暮らしの残

る小さな「町家」の空間で、江戸・明治・大正・昭和から

平成の現代に伝わる（伝えるべき）伝統的な暮らし、楽し

み、遊びなどについて、「衣・食・住・学ぶ・遊ぶ」を切

り口にした生活文化の魅力を五感で体感できる体験プロ

グラムを実施するとともに、地域の皆さんのご案内による

「まちあるき」を行い、町並みと地域の文化を再認識する。 
《体験プログラム》文香作り、投扇興、野草茶つくり、紋

切り遊び、藍染め、金継ぎ、はたき作り、きな粉づく

り、吊るし柿作り、桐箱作り など 64プログラム 

《まち歩き》20プログラム 

【開催地市町村】11市 3町 1 村：新見市、高梁市、総社市、

矢掛町、笠岡市、浅口市、早島町、倉敷市、岡山市、瀬

戸内市、勝央町、美作市、新庄村、津山市、真庭市 

11月 1日(木) 

～25日(日) 

新見／吹屋／総社／

山手宿／矢掛／金浦

地区／鴨方／金光大

谷／早島／玉島／児

島／茶屋町／阿知地

区／鶴形地区／中央

地区／美観地区／出

石／足守／西大寺／

備前福岡／牛窓／勝

間田／大原古町／新

庄／城西地区／城東

地区／勝山／久世

1,926 

 

（

我が家のむらすずめ

まち歩き(備前福岡) 後楽園の竹で茶杓作り

きな粉づくり(新庄) まち歩き(勝間田) 

まち歩き(倉敷) 
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（２）文化がまちにある！プログラムの支援

地

域
内   容 期間・会場

参加者数

（人）

備

前

『文化がまちにある！プログラム in備前』 

主催：文化がまちにある！ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ in 備前実行委員会 
事業：まちかどコンサート／マチノブブンカサイ 2018 

／国吉祭 2018 ／音活始発駅／まちのすきまカフェ 

／ニューオリンズ・ビートがやってくる 2018／出石

灯 2018／おとうさんが歌う「大中恩のこどものう 
た」／ときめきのコンサート～湧き上がる名場面／

ルネスミュージックカフェ

【開催地】4市：岡山市、玉野市、赤磐市、瀬戸内市

9月 9日(日) 

～12月 25日(火) 

上之町アムスメール

／牛窓オリーブ園／

ドイツの森／旧内山

下小学校／玉野ショ

ッピングモールメル

カ／岡山駅西口／蔭

凉寺／ルネスホール

／後楽園／出石町・石

関町界隈／岡山市民

文化ホール

34,586 

備

中

『高梁川マルシェ～流域時間の過ごし方～』 

主催：高梁川マルシェ実行委員会 

事業：地域の食文化・モノづくり文化発信マルシェ／ 

国指定重要文化財大橋家住宅とアートのコラボレ 

ーション／食とアートでまちをつなぐフットパス 

10月 20日(土) 

～21日(日)

大橋家住宅／阿知二

丁目ひろば

2,100 

『村芝居 熊田恰』 

主催：備中甕江座実行委員会 

事業：市民公募演者による村芝居上演／高梁仕組み踊 

り／市民団体によるコーラス 

11月 25日(日) 

羽黒神社境内特設舞

台
302 

『ＭＩＺＵＳＨＩＭＡ将棋ストリート事業』 

主催：MIZUSHIMA将棋ストリート事業実行委員会 

事業：手作り縁台を使用した将棋大会／プロ棋士によ 

る将棋道場 

10月 8日(月) 

水島栄町商店街
2,578 

『あさくち文化祭』 

主催：浅口市総合文化祭実行委員会

事業：こども体験コーナー（茶道・華道・陶芸・水墨

画・俳句・筝曲・日舞等）／展示・発表

10 月 20 日(土)・21

日(日)、27 日(土)・

28日(日) 

金光公民館・金光保健

センター／中央公民

館・健康福祉センター

／ふれあい交流館サ

ンパレア 

4,700 

『矢掛まちあるき文化祭～音楽の散歩道～』 

主催：矢掛まちあるき文化祭実行委員会

事業：音楽アーティスト×地元音楽愛好家リレーコン

サート／やかげまちうたライブ

9 月 2 日(日)～11 月

25日(日)の日曜日 

やかげ町家交流館（谷

山サロン・屋外特設ス

テージ）

2,061 

小計（2市 1町：倉敷市、浅口市、矢掛町） 11,741 
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美

作

『おかやま県民文化祭「文化がまちにある！プログラ 

ム」地域フェスティバル in勝英 音呼地新～音の輪～』 

主催：おかやま県民文化祭地域フェスティバル in 勝

英実行委員会 

事業：星空ミュージックカフェ／第 7回街道祭／第 25 

回奈義 MOCA観月会／むかし倉敷ふれあい祭り／童 

謡 100年「みんなのうたコンサート」／ 

NISHIAWAKULIVE／横仙歌舞伎大公演／はたらくく 

るま大集合 書道パフォーマンス／乗松恵美アウト 

リーチ＆コンサート／早稲田桜子ヴァイオリンコ 

ンサート 

【開催地】1市 2町 1村：美作市、勝央町、奈義町、 

西粟倉村 

8月 25日(土) 

～12月 2日(日) 

大原公民館駐車場／

旧出雲街道勝間田宿

／奈義町現代美術館

／県立林野高等学校

／勝央文化ホール／

あわくら会館／奈義

町文化センター／武

蔵武道館駐車場／勝

間田小学校／勝央北

小学校／西粟倉小学

校など 

8,443 

計（11 市町村・26事業） 54,770 

将棋ストリート(水島) 

まちかどコンサート(表町) まちかどコンサート(牛窓) 

矢掛まちあるき文化祭

星空ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾌｪ むかし倉敷ふれあい祭り
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（３）君たちの未来へ！プログラム 

○県レベル文化団体開催事業への支援（上限 300 千円）

団 体 名 事 業 名 日 時 会 場 
助成額

（千円） 
参加者数

（人）

岡山県少年少女合

唱連盟 

第 43 回岡山県少年

少女合唱連盟演奏

会高梁大会 

8 月 26日(日) 

13:00～16:00 

高梁総合文化会

館 
187 1,250 

岡山県和太鼓連盟 
第 23 回晴れの国和

太鼓まつり 

9 月 2 日(日) 

13:00～16:00 

倉敷市玉島文化

センター 
250 648 

岡山県吹奏楽連盟 

第 37 回岡山県小学

校バンドフェステ

ィバル/第 31回岡山

県マーチングコン

テスト 

9月17日(月・祝) 

13:00～17:00 

岡山県総合グラ

ウ ン ド 体 育 館

(ジップアリー

ナ） 

290 2,450 

岡山県マーチング

バンド協会/岡山

県バトン協会 

第 17 回マーチング

バンド・バトントワ

ーリング岡山県大

会 

9月24日(月・振) 

13:00～17:00 

岡山市総合文化

体育館 
300 1,750 

岡山県現代舞踊連

盟 

Dance 

Performancs2018 

9 月 29日(土) 

18:30～19:30 
Ｊテラスカフェ 214 107 

岡山三曲協会 岡山三曲演奏会 
10月 8日(日) 

12:00～16:00 
岡山市民会館 250 768 

岡山県アマチュア

囲碁連盟 

第 13 回連盟秋の囲

碁まつり 

10月 21日(日) 

9:00～17:00 

岡山市勤労者福

祉センター 
112 258 

岡山県エッセイス

トクラブ 

エッセイでふるさ

と再発見/恐竜に会

いに行こう 

10月 27日(土) 

10:00～15:00 
恐竜学博物館 98 100 

岡山県歌人会 
第 110回岡山県短歌

大会 

10月 27日(土) 

9:00～16:00 

岡山国際交流セ

ンター 
178 166 

岡山県俳人協会 
第 39 回岡山県俳人

協会俳句大会 

10月 28日(日) 

11:30～17:00 

岡山国際交流セ

ンター 
187 255 

岡山県川柳協会 
第 12 回岡山県川柳

大会 

11月 3日(土) 

9:30～16:00 

西大寺ふれあい

センター 
165 491 

一般社団法人岡山

県美術家協会 

第 13 回岡山県美術

家協会展 

11月 13日(火) 

～18日(日) 

9:00～17:00 

岡山県天神山文

化プラザ 
214 2,593 

岡山県詩人協会 

詩の朗読会№11「聞

いてください岡山

の現代詩」 

11月 17日(土) 

13:00～16:00 

ピュアリティま

きび 
154 114 

財団公認岡山県吟

剣詩舞道総連盟 

第 63 回岡山県吟剣

詩舞道大会 

11月 25日(日) 

9:30～16:00 

倉敷市玉島文化

センター 
201 563 

計（15団体・14事業） 2,800 11,513 
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少年少女合唱連盟演奏会

詩の朗読会 吟剣詩舞道大会

秋の囲碁まつり 美術家協会展ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

Dance Performance2018 
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（４）「元気」にチャレンジ！プログラム】 

文化パワーアップ・アクション助成金事業（１／２助成、上限２００千円） 

① ジュニア育成支援：２団体

団 体 名 事 業 名 日 時 会 場 
助成額 

（千円） 

参加者数 

（人） 

岡山県吟剣詩舞道

総連盟 

第 29 回岡山県吟剣

詩舞青少年大会 

8 月 19日（土） 

13:00～16:30 

就実学園高等学

校なでしこﾎｰﾙ 
50 410 

橘流剣詩舞 

倉敷連共 剣詩舞体験講座※ 

（予定 

9 月 30日） 

勝北文化 

センター 
(100) － 

勝央美術文学館 すごい！ORIGAMI展 
7 月 21日(土)～ 

9月9日(日) 
勝央美術文学館 200 5,201 

② 文化団体育成強化：１団体

団 体 名 事 業 名 日 時 会 場 
助成額 

（千円） 

参加者数 

（人） 

中国二期会 

オペレッタ「こうも

り」（セミ・ステー

ジ形式／日本語上

演） 

11月 25日(日) 

15:00～17:00 
倉敷市民会館 100 950 

③ 地域文化創造支援：５団体

団 体 名 事 業 名 日 時 会 場 
助成額 

（千円） 

参加者数 

（人） 

茶屋町の鬼保存会 茶屋町の鬼まつり 
11月 18日(日) 

9:00～15:00 

茶屋町タウンス

クエア 
100 1,811 

(公財)岡山市スポ

ーツ・文化振興財

団 

ダンス・インキュベ

ーション・フィール

ド岡山 特別公演 

1 月 13日(日)・

14 日(月・祝) 

計 3回公演 

岡山市立市民文

化ホール 
100 924 

NPO 法人アートフ

ァーム 

文化芸術による創

造 都 市 セ ミ ナ ー

2018「アクセス・コ

ーディネーターと

共生社会」 

10月 27日(土)

～28日(日) 
岡山市民会館 200 35 

GOOD BUBBLE FES 

実行委員会 
GOOD BUBBLE FES'18 

9 月 18日(土) 

11:00～17:00 
蔭凉寺 200 100 

あそび屋。おせと 

子どもの外遊び及

び地域のコミュニ

ティの場づくり 

4 月 15日(日) 

ほか 計 4日間 
瀬戸下公園 30 175 

計（8 団体） 980 9,606 

※剣詩舞体験講座は、参加希望者が少なかったため中止となった。 
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（５） 第５３回岡山県文学選奨の募集：県民の文芸創作活動奨励 

・公募期間：６月～８月末日まで 

・表 彰 式：１１月２８日 、岡山県庁で開催 

・受賞作品は、作品集「岡山の文学」（平成３１年３月刊行）に掲載 

部 門 応募規定 受賞者・題 名 審査員 応募数 

小説Ａ 
原稿用紙 

80枚以内 
該当なし 

早坂 杏 

横田 賢一 
20 

小説Ｂ 
原稿用紙 

30枚以内 
該当なし 

有木 恭子 

古井らじか 
29 

随 筆 
原稿用紙 

30枚以内 

佳作：鷲見 京子「五百円札の記憶」 

佳作：三村 和明「あはれ花びらな 

がれ～達治をたずねて」 

小野雲母子 

柳生 尚志 
28 

現代詩 ３編一組 入選：田中 享子「蟻／棘／泡」 
河邉由紀恵 

日笠芙美子 
35 

短 歌 10首一組 
佳作：雨坂 円「丸い夜」 

佳作：宮本 加代子「鬼押し出し」 

井関古都路 

村上 章子 
87 

俳 句 10句一組 入選：妹尾 光洋「大出水」 
柴田 奈美 

永禮 宣子 
103 

川 柳 10句一組 入選：しばたかずみ「島時間」 
北川 拓治 

前田 一石 
86 

童 話 
原稿用紙 30枚

以内 
該当なし 

神﨑八重子 

森本 弘子 
16 

計 ７名 

総合審査 

瀬崎  祐 

山本 森平 

404 

（６）その他 

平成３０年７月の豪雨災害に対し、「がんばろう 岡山！～復興へ心つなげて～」を

共通メッセージとして、関係実施団体の皆様に支援への協力をお願いした。 

＜各団体の対応状況＞ 

・共通メッセージのパンフレット・チラシ等への掲出：４０団体 

・募金箱設置等の義援金支援：２２団体 

・その他の取り組み 

・被災地でのボランティア演奏会の開催 

・被災された方の特別招待 

・チャリティーイベントの同時開催 

・地元住民によるボランティア活動の状況をパネル展示 

・豪雨のため参加事業の中止：２団体 
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３ 文化芸術アソシエイツ事業・・・定款第 4条(１)に該当 

  （１）文化芸術交流実験室：文化芸術資源や人材を発掘して、分野横断的なテー

マによる講演とワークショップを開催し、出会いやネットワークの構築を目指

した。

・プログラム・コーディネーター：大月ヒロ子氏

（倉敷市玉島在住、ﾐｭｰｼﾞｱﾑ ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ) 

回 テーマ 開催日 開催場所 
参加

者数

６ 画材から見る日本の絵画 4月 28日(土) 岡山県立美術館 47人 

７ 糸紡ぎから広がる世界 5月 19日(土) 岡山県立大学(総社市) 54 人 

８ 文化芸術の仕事で生きる 6月 2日(土) J ﾃﾗｽｶﾌｪ(岡山市津島) 41人 

９ 音楽と絵と映像と 1月 13日(日) 

※７月を延期 
倉敷市立美術館 42人 

10 建築探偵団 其の壱「会館」 8月 25日(土) 岡山市民会館 36人 

11 文化を伝えるｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ 9月 29日(土) IDEA R LAB(倉敷市玉島) 34人 

12 海から見える岡山 10月 20日(土) 松島分校美術館 

(倉敷市下津井沖) 
33人 

13 岡山の中の異文化ｺﾐｭﾆﾃｨ 10月 28日(日) きよね夢てらす 36人 

14 建築探偵団 其の弐「団地」 11月 3日(土) 倉敷市老松団地他 21人 

15 価値を紡ぐﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱｰｶｲﾌﾞ 11月 16日(金) 東山ビル(玉野市宇野) 35人 

16 ｱｰﾃｨｽﾄ が作った料理 作家が作

った料理
12月 1日(土) クレド岡山(岡山市) 28人 

17 芸術文化の今 ソウルと岡山 12月 24日(月) 岡山後楽園 鶴鳴館 27人 

（２）多様な文化芸術活動の相談受付

・官民合同資金調達説明会＆相談会の当連盟ブースでの対応

第１回： ９月２４日：岡山県立図書館、―

第２回：１０月１８日：倉敷市立美術館、１件

第３回：１０月２４日：津山市総合福祉会館、２件

・(公財)福武教育文化振興財団主催の交流会での対応 

９月１日：岡山プラザホテル、１０件

  ・文化団体等からの相談への対応

４～３月末：合計９１件
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（３） 文化人材育成研修会等の開催(アートマネジメント研修)

・県内文化芸術関係公益法人等情報交換会

(公財)福武教育文化振興財団と共催 

第１回

講演：「地域の課題、アートの可能性と評価」

講師：大澤 寅雄 氏((株)ニッセイ基礎研究所 芸術文化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室) 

（５月１８日：県立美術館 講義室、１９団体、３７人）

第２回

講演：「価値を紡ぐアーカイブ」

講師：橋本 誠 氏（ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ、（一社）ﾉﾏﾄﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ代表理事) 

（２月１９日：岡山映像ライブラリーセンター、１６団体、２７人）

（４）文化プログラム(beyond2020)の認証受付･情報発信 

岡山県分：４９３件（平成２９年１１月～平成３１年３月末までの累計） 

このうち、当連盟受付は累計分３９９件、今年度分３２１件

なお、全国の認証件数は、１０，６６７件（同) 

４ まちなかアート発見・再生事業・・定款第 4条(１) に該当 

○平成２７年度の１０周年記念事業チャリティ収益金で、県内のパブリックアート

を再生した。：平成３０年度 １作品（これまでに合計７５作品を再生）
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５ その他各種芸術・文化事業の実施・・・定款第 4条(２) に該当 

（１）自主・受託・支援事業の展開

① 文化のつどい開催

・県展彫刻ギャラリー・トーク：上田 久利 氏（岡山大学名誉教授） 

（９月６日：県立美術館､４０人）

② 各種コンクールの開催

・瀬戸大橋開通３０周年記念絵画コンクールの開催

【本州四国連絡高速道路(株)委託事業】 

＊募集・審査は平成２９年 12 月～3 月に実施 

応募数：1,444 作品(岡山・香川県内の小･中学生から) 

審査会：3 月 10 日(入賞作品：10 点、入選作品：30 点) 

表彰式：4 月 8 日 

巡回展：4 月 8 日～4 月 15 日：瀬戸大橋与島パーキングエリア 

4 月 23 日～4 月 27 日：香川県庁 

5 月 1 日～5 月 6 日：岡山県天神山文化プラザ 

5 月９日～5 月 15 日：イオン坂出店 

5 月 21 日～5 月 25 日：岡山県庁 

・おかやま全国高校生邦楽コンクール：立上げ支援事業

【おかやま全国高校生邦楽コンクール実行委員会事業】 

開催日：7 月 28 日、天神山文化プラザ ホール 

参加者：全国１４都府県から２４人(申し込みは２５人） 

(うち岡山県からは６人が参加) 

（２）情報発信機能の充実等

① 機関誌の編集・発行

・「さんび」第４９号(7/15)、第５０号(1/25)を発刊（各 2,000 部） 

② ホームページ、パンフレット等の情報発信機能の充実

③ 後援名義等の貸与（７１件）
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６ 岡山県天神山文化プラザの管理運営・・定款第 4条(５) に該当 

・指定管理期間：平成２８年４月１日～令和３年３月３１日（５年間）

  ・利 用 者 数 ：２１９，８２４人

(平成３０年４月～平成３１年３月末までの利用者数、以下同じ) 

（１）貸館事業：各施設の貸出及び維持管理業務

・展示室（  ５室：１５３，５４４人）

・ホール（２７０席： １９，９４５人）

・練習室（  ５室： ２３，５８８人）

・会議室（  ２室：  ５，３８３人）

（２）主催事業

・展示室、ホール等を活用する自主企画事業開催（別紙のとおり）

（３）文化情報センター事業

・県内文化団体情報や事業情報の収集及び公開（１７，３６４人）

７ 法人の運営 

（１）会員数（平成３１年３月３１日現在）

正 会 員：１１５団体

賛助会員：個人２６７人、団体９５団体

（２）総 会：６月２６日（火）開催

（３）理事会：５月２２日（水）、６月２６日（水）、１０月３０日（火）、

３月２６日（火）の計４回開催

（４）幹事会：２月７日（木）開催

 平成３０年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規

則」第３２条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」

が存在しないので作成しない。
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 平成３０年度 天神山文化プラザ自主企画事業 (別紙) 

(１)展示室を使う事業

事 業 名 内 容 

①アートの今・岡山2018
「CALL&RESPONSE：呼応」

    11/7～11/18(第3・４）

（無料） 

岡山における様々な現代美術表現の「今」を紹介
する継続事業 
今回は、現代美術界における「アーティスト」と

その身近な応援者「サラリーマン・コレクター」の
関係性に注目。コレクターが作家にオーダーして所
蔵した作品と、アーティストの自薦作品で展示構成
し、現代の作家支援のあり方等を考察した。 
<巡回開催> 高梁市歴史美術館、華鴒大塚美術館 

 (天神山文化プラザ入場者数：947人) 

②天プラ・セレクション

4/24～4/29(第3・4) 
7/24～7/29(第3) 
8/14～8/19(第3・4) 
9/25～9/30(第3・4) 

    10/2～10/7(第3・4) 
    1/29～2/3(第4) （無料） 

岡山県ゆかりの美術作家を個展形式で紹介する継
続事業。公募（１人）と推薦委員推薦（５人）による６人の
個展を開催 
秋山基夫(詩) (404人) 
長原 啓(立体・写真） (320人) 
山下真未(ｱﾆﾒｰｼｮﾝｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝ） (521人) 
福井一尊(彫刻・現代美術） (204人) 
久山淑夫(彫刻(木彫)） (818人) 
加藤 萌(漆芸） (918人) 

(入場者数計：3,185人) 

③特別企画展
「天神山迷図－見えない物語」

8/11～8/26
ﾋﾟﾛﾃｨ、2Fﾛﾋﾞｰ、展示室等 

（無料） 

 ギャラリーやホールといった「箱」を超え、天神
山文化プラザという「場」そのものを、新たな感覚
で発信する企画展「天神山迷図」の第２弾。今回は、
映像表現やパフォーミングアーツにより、プラザが
まるごと劇場になったような不思議な時空間を、世
代を超えて多くの方々に体験してもらった。 

（入場者数：3,373人） 

④テン・コレ2018
～野平上が描いた郷土～

    12/11～16(第1小)
（無料） 

天神山文化プラザの収蔵作品展 
岡山の洋画壇で活躍した画家 野平上の作品（風景

画を中心に自画像、愛用品等約３０点）を展示 
（入場者数：469人） 

(２)ホールを使う事業

事 業 名 内 容 

① 土曜劇場

 5/26･27  
    6/2･3 
    6/9･10 
    7/14･15 

公募選考により県内アマチュア団体の創作活動を
支援(会場費・設備使用料を全額免除)する継続事業

TEAM  ボンッ！DEリング             (299人) 
岡山県高等学校演劇協議会 岡山西地区 （400人） 
岡山県高等学校演劇協議会 岡山東地区  (385人) 
岡山手話劇団「夢二」                 (235人) 
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    11/24･25
    1/26･27 
    3/23･24 

（有料（高校演劇は無料）） 

  劇団ひびき （318人） 
KDF HAPPY プロジェクト （324人） 
岡山大学演劇部 （366人） 

（入場者計：2,327人） 

② 天プラ・ホールセレクション 岡山で鑑賞機会の少ない優れた舞台芸術を提供
する継続事業 

ａ  県外からの招待公演 
  5/30

(有料） 

C/Ompany 談スシリーズvol.3 『凸し凹る』 
出演：大植真太郎・ 森山未來・平原慎太郎 

（入場者数：267人） 

ｂ  スペインのダンスカンパニー
「ラ・ファルマコ」公演
10/12

（有料）

演目：カスパー・ハウザー／ヨーロッパの孤児
振付・出演：ルス・アルカス 
音楽：カルロス・ゴンザレス 

（入場者数：147人） 

ｃ  岡山市子どもセンター共催 
演劇 

    10/27 (有料) 

演目：「あの夏の絵」 
作・演出：福山啓子 
出演：青年劇場 （入場者数：216人） 

ｄ  日本名作映画鑑賞会 
    2/2

(有料) 

国立映画アーカイブフィルムを借用しての上映 
文化庁 優秀映画鑑賞推進事業 
黒澤明監督 ４作品 （入場者数：624人） 

③ 天プラ文化祭2018
9/16

  （参加団体から負担金徴収） 

 天神山文化プラザの練習室利用団体の発表の場と
して開催。今回は１９団体が参加。チャリティバザ
ーも同時開催              （入場者数：405人） 

(３)練習室等の講座・ワークショップ

事 業 名 内 容 

①美術関係ワークショップ

11/10 (無料） 

    8/18 (無料) 
    8/25 (無料) 
    8/26 (無料) 

主催展示企画にあわせて開催 
１アートの今・岡山2018 
コレクター×作家による対談 （150人） 

２特別企画展「天神山迷図」 
①対話型鑑賞会 (15人) 
②語り作品発表会 (25人) 
③クロストーク (20人) 

(参加者計：210人) 

②天神山シアターオブユース

    4/12～15(春)
    8/22～25(夏)
    10/13･14,20･21(秋)
    12/15･16 (冬)

(有料) 

小学４年生～高校３年生を対象に、春夏秋冬の季
節ごとに演劇・ダンス・音楽・古典芸能などの上演
芸術を体験する講座 
＜春＞なるほど！ダンス作品のつくり方    (94人) 
＜夏＞“伝わる”表現って？語り作品発表  (28人) 
＜秋＞日本の文化を知ろう！日本舞踊体験  (36人) 
＜冬＞殺陣・アクション入門 (26人) 

（参加者数：184人） 
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③スプリング近藤塾2018
    4/12～15
    8/18

（有料） 

ダンスカンパニー「コンドルズ」主宰の近藤良平
氏による４日間のダンスワークショップ。８月に天
神山迷図で作品を発表した。 
対象：小学４年生～一般、経験不問

(参加者数：169人) 

④忍者、街をあそぶ ⑩
    5/5

（有料） 

 天神山文化プラザと上之町會館を会場にして、忍
者に扮した子どもたちに文化施設等に親しんでもら
う企画  

(参加者数：52人) 

⑤地域創造リージョナルシアター
事業 演劇ワークショップ 

    7/31～8/5

（有料） 

公共ホールの活性化と創造性豊かな芸術活動のた
めの環境づくりを目的として、(一財)地域創造が、
演出家(多田淳之介氏)等を公共ホールに派遣し、演
劇の手法を使ったワークショップを開催した。真庭
市へのアウトリーチも実施    (参加者数：79人) 

⑥舞台照明・音響講座
    8/7～9

（有料） 

初心者から経験者まで、舞台照明・音響を学ぶ実
践型講座 
 講師：大塚和眞、池田正則    (参加者数：56人) 

⑦佐々木英代の日本のうた講座
    8/10･11

（有料） 

佐々木英代氏の解説による日本歌曲の歴史を学ぶ
コンサート形式の講座 
「湯山 昭」編              (参加者数：159人) 

⑧天プラ・メインレリーフ『鳥柱』
アートプロジェクト

    12/15
(無料） 

天神山文化プラザのシンボルレリーフ『鳥柱』に
向けて、生の演奏音からインタラクティブに生成さ
れる映像をプロジェクション投影し、光と音のアー
ト作品を作りあげた。          (参加者数：50人) 

⑨劇場避難体験
    2/23

（有料） 

劇場公演中の災害を想定した講座。観客、上演団

体、施設スタッフが災害時の心構えや行動を学ぶ訓

練となった。        (参加者数：146人)

⑩西日本豪雨災害『大切なもの』
応急処置活動支援

    2/1～4/30
(無料） 

西日本豪雨災害被災者の「大切なもの」を無償で
応急処置する活動を続けているボランティアチーム
の活動を支援するため、応急処置技術を多くの人々
に体験してもらうワークショップと活動報告展を共
催で開催した。
・応急処置体験：2月～4月(計27回) (283人) 
・活動報告展 ：3/26～3/31 (333人)

 (参加者計：616人) 

⑪「クラシックへのお誘い」
レコード･コンサート
4･6･8･10･12･2月開催 (無料） 

 あまり知られていない魅力的な曲の紹介等、クラ
シック音楽を様々な切り口で味わう企画 
ＳＰとＬＰコンサートを交互に開催

(参加者数：287人) 




