
平成29年度市民文化活動支援事業　採択一覧

申請者 事業の名称 分野 実施時期・場所等 趣旨・内容

文学

演劇

文学

その他

音楽

美術

〒754-0893
山口県山口市秋穂二島
山口市短歌協会
会長　吉松　弘彰

やまぐち2017・短歌大会（第１１
回山口県総合芸術文化祭　第53
回山口県歌人協会短歌大会）

平成29年11月19日(日)10：00～16：00
山口市民会館小ホール
予定集客数：150人

山口市民の短歌に対する理解を深め、短歌の裾野を広げることを目的とす
る。
あらかじめ一般や小中高生より短歌作品を募り、大会当日には、優秀作品を
顕彰し、講師・選者により選出した作品を中心に講評を行うほかにも、参加者
からの質疑に対応する時間も設ける。

touch the bonnet 10th
Anniversary 演劇公演

平成29年4月～平成30年3月
山口市、防府市を対象にした地域

山口市、防府市を対象に、地域に生きる人の生活と地域の姿を記録し、今の
姿を後生に残す貴重な映像資料を制作し、地域づくりの一翼を担うことを目
的とする。
制作した作品は、山口市立中央図書館や阿東図書館へ寄贈するほか、積極
的に地域での上映会を行っている。

地域を描くビデオ映像の制作

平成30年1月～3月の内、1回
旧県議会議事堂
予定集客数：200人

第65回ミュンヘン国際コンクールに第3位入賞となったアマービレ弦楽四重奏
団によるクラシック音楽の演奏会を開催する。
小規模な会場で至近距離で鑑賞することで、CDやネット配信とは異なる音楽
体験を市民の方へ提供することを目指す。

平成30年3月17日(土)、18日(日)全4回公
演
山口県教育会館
予定集客数：500人

山口市で活動する複数の若手演劇団体と共に演劇公演を開催する。
演劇経験の有無を問わず広くたくさんの人を対象にしたワークショップを月に
１、2回開催し、約1年間かけて参加者と公演を作り上げる。
山口市民が演劇文化に触れる場を提供することだけではなく、若手演劇団体
の育成にも努める。

平成29年10月1日(日)10：00～15：30
カリエンテ山口
予定参加者数
ジュニアの部：800人
一般の部：110人

山口県内の川柳人交流の輪を広げるとともに、山口市内における川柳愛好
家の発掘を目的とする。
また、県及び市町教育委員会を通じて県内全小中学校に参加を呼びかけ、
中でも特に山口市内におけるジュニアの育成に努める。
大会当日は、投句・選考・表彰の他に、山口県指定無形文化財「鷺流狂言」
の披露の場も設ける。

平成29年4月～平成30年3月
前町シマダ邸、山口市菜香亭2F会議室、
山口情報芸術センター2F多目的室ほか
予定集客数：300人

現代芸術の振興、地域の活性化、青少年の健全な育成を目的として活動を
行っており、芸術の持つ意味と可能性を山口市民の地域活動に浸透させてき
た。
設立20周年を迎える平成30年に向け、山口の文化芸術の歴史を振り返るた
め、記録資料を整理し、インターネットや展覧会、ワークショップ等を通して地
域に発信する複合事業を実施する。

〒753-0023
山口県山口市三の宮
山口川柳吟社
会長　宮本　仙舟

第11回山口県総合芸術文化祭/
第65回山口県川柳大会

〒753-0074
山口県山口市中央
甲原　定房

室内楽の演奏会

山口アート・アーカイヴ[ＹＡ
Ａ]2017―さらなる構築と活用へ
Yamaguchi Art Archive 2017：
Developing and Utilizing

〒753-0051
山口県山口市旭通り
touch the bonnnet
代表　岩本　伸也

〒759-1422
山口県山口市阿東地福下
大野　進二

〒753-0057
山口県山口市前町
特定非営利活動法人　山口現代芸術
研究所（YICA）
代表　藤川　哲

1 公益財団法人　山口市文化振興財団
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申請者 事業の名称 分野 実施時期・場所等 趣旨・内容

音楽

演劇

舞踊

文学

映画

音楽

演劇

映画

その他

その他

美術

映画の手法を用いて制作したおばけやしきを、ちょうちんまつりに出店する。
個人的な「怖い話」から山口の「怖い言い伝え/民話」などを、ワークショップ
参加者が多くの山口市民にインタビューして集める。それらを元に映画を制
作し、おばけやしきの形式で上映する。
山口の風土色がより強いおばけやしきを作り出し、夏の風物詩であるちょうち
んまつりで多くの市民が楽しめる機会とすることを目的とする。

〒753-0048
山口県山口市駅通り
Life&eat Club
代表　津田　多江子

DIYメディアカフェ　voice kitchen

・第四回女流芸術家発表交流会
　平成29年6月11日(日)13：30～
・2017市民みんなの文化祭
　平成29年11月23日(木･祝)13：30～
ニューメディアプラザ山口

山口市内で芸術活動している十数団体がジャンルを超えて参加し、春と秋に
共同公演を開催する。
ステージに登場する市民は3才から80代と幅広く、演劇・合唱・日本舞踊・器
楽演奏・朗読・吟詠・さをり織りの装飾など多彩なだしもので構成する。
故郷ゆかりの詩人作家や出来事を題材に取り上げながら、故郷の文化水準
の向上と、意欲あふれる文化活動の活性化を図る。

〒753-0047
山口県山口市道場門前
スタジオイマイチ
代表　大脇　理智

夢を追いかける映画会とピアノ
デュオ特別演奏会

・平成29年10月8日(日)
　ニューメディアプラザ山口
　予定集客数：150人
・平成29年10月10日(火)
　山口県立大学国際文化学科
　予定集客数：300人

山口市出身スイス在住のピアニストと、デュオを組んでいるスイス人ピアニス
トのルーツを探るドキュメンタリー映画鑑賞と監督による舞台挨拶、デュオに
よる特別演奏会を開催する。
世界で活躍するデュオの音楽に対する意気込み・葛藤を追った映画や、世界
レベルの演奏を鑑賞することで、若者たちに夢や希望、将来の目標を立てる
指針、勇気を与えることを目指す。

山口県内の若手写真家と中部イタリアのウンブリア州の写真家の合同写真
展を行う。
互いの故郷の様子を感性豊かに写真で表現し、一同に集めることで、世界観
やお互いの国の違いがわかり、鑑賞者に新たな発見をもたらす。
山口の自然や建造物などの被写体を通して、鑑賞者がますます郷土愛を深
め、作家との交流が深まることを目的とする。
また、作家同士の交流もうまれ、日本人作家が世界的に活動を行う足がかり
になることも期待する。

平成29年10月10日(火)、11月14日(火)、
12月12日(火)、平成30年1月9日(火)、2月
13日(火)、3月13日(火)
中野良寿（山大教授）アトリエ

本事業では、身近な手芸とメディアの特徴を生かし、市民がメディアリテラ
シーについて学ぶ機会を設ける。
参加者は全6回の手芸ワークショップで作品を作り、完成時には発表展示を
する。また、その様子をポッドキャストでアーカイブ・情報発信し、情報伝達の
俊敏さ、語ることによる癒し、音で伝えることのおかしみやカジュアルさなど、
音声メディアならではの可能性を同時に探る。

平成29年7月11日(火)～17日(月)
山口市CS赤れんが
予定集客数：1,200人

ちょうちんまつり／おばけやしき
で上映する映画「山口の怖い話」
をつくるワークショップ（仮題）

・映画制作ワークショップ
　平成29年7月～8月上旬までの毎週末
　予定参加者数：15人
・おばけやしき本番
　平成29年8月6日～7日(ちょうちんまつ
り）
　予定集客数：100人

・第四回女流芸術家発表交流会
・2017市民みんなの文化祭

〒754-0002
山口県山口市小郡下郷
シュルンマーリート
代表　棟久　佳代子

〒753-0083
山口県山口市後河原
日伊協会YOVe'ST山口
代表　ピビリ　ロベルト

〒753-0041
山口県山口市東山
明日を紡ぐ大地の会
代表　福島　光子

Paesi～ふるさと～山口(日本)×
ウンブリア(イタリア)

2 公益財団法人　山口市文化振興財団
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申請者 事業の名称 分野 実施時期・場所等 趣旨・内容

音楽

演劇

美術

音楽

美術

その他

音楽

〒753-0047
山口県山口市道場門前
Yan山口アートネットワーク
代表　曽田　元子

ちょっといっぷくサウンドアート
歌とピアノと現代美術の饗宴

平成29年9月2日(土)14：00～
秋吉台国際芸術村
予定集客数：140人

山口市民の自主性、創造的な文化・芸術活動の推進を図ることを目的とす
る。
本事業では、山口で活動を行っている東京藝術大学出身の3名のアーティス
トそれぞれが特化した、歌とピアノと映像を取り入れた公演を行う。
美術と音楽の同時開催は山口では初の貴重な試みであり、市民に新しい芸
術を提供することができる。

〒753-0861
山口県山口市矢原
山口野点じんじんチーム
代表　野村　真生

きむらとしろうじんじん「野点」in
山口

平成29年秋に山口市内1か所
予定集客数：150人

「野点」とは、きむらとしろうじんじんが様々な場所でおこなっている、移動式カ
フェと楽焼絵付けワークショップを行う旅回りのお茶会のこと。
会場に集まった人たちが野点の時間や場を共有することで生まれる会話を通
じ、新たな街の魅力を発見するなど、コミュニケーションを誘発する「場」を作
り出すことを目的に開催する。

山口県内のヨーロッパ関係の国際交流団体が共同で芸術祭を開催し、山口
の芸術体験、芸術家の育成の場の端緒とする。併せて、山口における国際
的視野に立った地域文化創造に寄与することを目的とする。
コンサート出演者は、山口で音楽活動を行っている大学生や一般市民で、指
揮はプロの指揮者を招聘し、芸術的に高いレベルを目指すと共に参加者の
能力向上にも役立てる。

〒753-0056
山口県山口市湯田温泉
劇団演劇街
代表　柳沢　悟

第2回トラデショナルシアター「不
条理劇」の世界

平成29年11月11日(土)、12日(日)計3回公
演
演劇研究所lab21
予定集客数：130人

舞台作品の企画上演、演劇ワークショップなどを通じ演劇文化の普及を着実
に前進させる活動を行っている。特に近年では、地域で要望の高い子供劇を
積極的に児童厚生施設や小学校で企画上演している。
本公演では、古典の戯曲をとりあげその面白さを紐解き、多様な演劇文化を
山口市民へ届けることを目標とする。

〒753-0083
山口県山口市後河原
山口国際交流芸術祭実行委員会
代表　上原　久生

第15回山口国際交流芸術祭～
ヨーロッパ芸術祭
「西洋音楽発祥の地山口～ヨー
ロッパ特集コンサート」

平成29年7月8日(土)15：00～18：00
山口県立大学講堂
予定集客数：500人

〒753-0211
山口県山口市大内長野
助産院赤ちゃんのほっぺ
代表　江藤　美知子

第2回母と子のためのピアノコン
サート

平成29年6月3日(土)14：00～15：30
山口県教育会館
予定集客数：200人

｢豊かな感性は豊かな芸術に触れることによって育まれる。母親も子どもと一
緒に楽しむことができて、文化教養の向上・心の癒しになる企画を」との思い
で親子で楽しめる演奏会を開催する。
出演者は、山口市出身でスイス在住の国際ピアニスト棟久木綿佳氏と、東京
で活躍中の作・編曲家の長山善洋氏、山口市に拠点を置くハンドベル隊の
シュルンマーリートベルオーケストラ。
世界や日本の中心部で活躍する音楽家の生演奏を山口という地方都市で鑑
賞できる貴重な機会を提供する。

3 公益財団法人　山口市文化振興財団



平成29年度市民文化活動支援事業　採択一覧

申請者 事業の名称 分野 実施時期・場所等 趣旨・内容

美術〒753-0086
山口県山口市中市町
山口商工会議所
会頭　河野　康志

雪舟を学ぶ
・あなたも雪舟～絵手紙展
・あなたも雪舟～水墨画模写
競技大会
・現代水墨画家濱中応彦氏席
画会並びに水墨画体験会
・山口県立美術館「特別展
奈良西大寺展」及び「雪舟と
雪舟流」に合わせた絵手紙作
品展示
・小中学校への出前事業の実
施

＜絵手紙展＞
募集期間：平成29年7月～9月末
展示会：平成29年10月下旬
中市コミュニティホールNac
展示会；平成29年10月20日(金)～12月
10日(日)
山口県立美術館
＜水墨画模写競技大会＞
平成29年10月下旬
予定集客数：100人
＜席画会並びに水墨体験会＞
山口県立美術館
予定集客数：100人

山口市民へ雪舟と水墨画をより身近に感じる機会を提供し、雪舟を通じて山
口市のさらなる文化振興を目的とする。
絵手紙展や水墨画模写競技大会、山口市出身の現代水墨画家・濱中応彦
氏による席画会並びに水墨画体験会を実施する。
本年度は新たに、濱中氏を講師に招き小中学校へ水墨画体験と雪舟につい
て解説する出前授業を実施し、若い世代へ水墨画に触れる機会を積極的に
創出する事業を行う。

4 公益財団法人　山口市文化振興財団


