
熱海に若手のアートコミュニティをつくるこ
とで、熱海の魅力を地域内外に発信するこ
とをめざし、今回は舞踏公演をメインとした
アートイベントと、熱海で自生している植物
で制作したインスタレーション展示、熱海在
住のアーティスト作品の展示を実施。会場と
なるのは熱海市内のアートスペースです。

●地域はじまり支援

young熱海 （熱海市）
young熱海アートプロジェクト

■ アートイベント「巡る」
日　程 ：
会　場 ：
入場料 ：
出　演 ：

10/2(土)～10/4(月)
Article Atelier & Gallery
無料
カナキティ(舞踏家)、
さとうなつみ（インスタレーション）

活動スケジュール
•5～7月
•7月
•7～10月
•１２月

お茶染め体験ワークショップ（小学校、高校での出前授業）
小中学生とデザイナーとのロゴマークについてのディスカッション
高校生とデザイナーとの商品開発のディスカッション
お茶染め商品の試作品お披露目会
（中川根第一小、中川根南部小、中川根中央小、中川根中、川根高校と連携）
お茶染め講師／鷲巣恭一郎、　デザイナー／平林凌雅

問合せ 【Mail】 aj.info.aw@gmail.com　【Instagram】 young_atami

問合せ　
【Mail】 yaizumarket@gmail.com　【URL】 https://www.yaizu1.com

問合せ　
【Mail】 m.and.art.2021@gmail.com　【URL】 https://www.music-and-art.com

■ 港まち文化プログラム 詳細は公式サイトにて発表

■ クラシック専用webサイト OTOMORI　 2022年１月公開 ！

屋台を引いて静岡市街地を歩き、街の人と「秘密にしておきたいほど大切
な静岡の情報（しずおかのひみつ）」を交換します。その場で生まれる対話
を通して市民の地域愛を呼び覚まし、 関わった人々がまちへの新しい視点
を得られる機会を生み出します。

シズオカオーケストラ （静岡市）
しずおかのひみつ交換所

焼津市民の皆様を中心に古写真を集め、写真にまつわるエピソードを聞き
取り、ウェブ上で公開するほか、フォトブックを作成し市内の店舗などに
配布することを通じて、地域の歴史を新旧世代で共有し、港町・焼津の
新しい文化創出のきっかけをつくります。

焼市YAI-CHI （焼津市） 
港まち文化プログラムVol２．
　　　　　　　　～焼津ノスタルジア～

地域で活動する演奏家へのインタビューやコンサート情報を掲載するweb
サイトを、高校生が中心となり制作・運営するプロジェクト。演奏シーンの配信
のみならず、演奏家の個性や顔の見えるプロモーションを行い、音楽ファンと
演奏家との交流を生み出します。

MUSIC&ART Support （掛川市）
クラシック専用webサイト　―音楽の森に人は集うー

川根本町の主要産業・
川根茶の製造工程で
出る廃棄茶葉を活用した
「お茶染め」を、地域の
新たな文化として提案す
るプロジェクト。地元教
育機関等と連携し、小中
学生とのディスカッション
を経てロゴマークを制
作、高校生とお茶染め商
品を試作し、地域のブラ
ンディングに繋ぎます。

川根本町お茶染め実行委員会 （榛原郡川根本町）
川根本町お茶染め文化創出プロジェクト

①第１回 しずおかのひみつ交換所
　5/2（日）～5/5（水・祝）
②第２回 しずおかのひみつ交換所
　10～12月頃
③第３回 しずおかのひみつ交換所
　２０２２年 ２～３月頃
会　場 ：

参加費 ：

①「ふじのくに⇄せかい
　演劇祭2021」会場周辺
②～③静岡の街中を予定
（詳細は公式サイトへ）
無料※事前予約不要

問合せ
【Mail】 info@shizuoka-orchestra.com
【URL】 http://shizuoka-orchestra.com/

問合せ 【TEL】  0547-58-7018（カフェ グランマ・西條）

2021年度
文化芸術による
地域振興プログラム

のご紹介

アーツカウンシルしずおか 
（公益財団法人静岡県文化財団内）

〒422-8019 
静岡市駿河区東静岡 二丁目３番１号 グランシップ1F
TEL 054-204-0059　FAX 054-288-8180
Mail｜info@artscouncil-shizuoka.jp
Web｜https://artscouncil-shizuoka.jp  

高校生から80代まで職業もさまざまな担い手たちが、自ら未来を創ろうと始めたアートプロジェクトが
各地で芽吹いています。 「文化芸術による地域振興プログラム」とは？

【相談窓口のご案内】

アーツカウンシルしずおかによる、2021年度の助成制度です。
地域資源の活用や社会課題への対応を目指し、2021年度に実施す
る先駆的な取組(アートプロジェクト)について経費の一部を助成する
とともに、アートマネジメントの専門家であるプログラム・ディレクター
やコーディネーターが、実施団体のニーズに応じた助言等を行ってい
ます。(2022年度は２０２１年１２月を目途に実施事業の公募を予定)

アーツカウンシルしずおかでは、プログラム・ディレクター、コーディ
ネーターが随時ご相談に応じるほか、文化芸術を軸に活動を行う方を
サポートする無料相談窓口を開設しています。

「アーツカウンシルしずおか」とは？
東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした静岡県文化プロ
グラムのレガシーとして、2021年1月に公益財団法人静岡県文化
財団内に設置された組織です。まちづくりや観光、国際交流、福祉、
教育、産業など、社会の様々な分野と文化芸術を結び付け、社会課題
への対応や地域の活性化を目指す住民主体の創造的な活動を支援し
ます。

アート活動の仲間が欲しい、アーティストを紹介してほしい、申請でき
る補助金を知りたい、確定申告の仕方や著作権の管理方法を教えて
ほしい等のご相談にお応えします。相談窓口には、弁護士、税理士、中
小企業診断士も名を連ねるほか、平野雅彦特別相談員(静岡大学人
文社会科学部客員教授)による月1回の相談日もご用意しています。
電話、対面、zoom等での相談も可能ですので、右記連絡先よりお気
軽にお問い合わせください。

「2021年度 文化芸術による地域振興プログラム」は、
３つの区分により支援しています。
○地域はばたき支援（助成金額上限：500万円）
　他地域や当該分野のモデルとなる、
　静岡県内外に発信するアートプロジェクト

ホームページ

○地域かがやき支援（助成金額上限：200万円）
　地域の未来をひらくアートプロジェクト
○地域はじまり支援（助成金額上限：30万円）
　アートプロジェクトの実施に向けた試行的な取組

詳しくはこちら

またはこちらから

©bozzo



公募により採択された様々な担い手による22のアートプロジェクトが、静岡県内各地で展開されています。
一般参加OKのワークショップも多数！ ぜひチェックしてみてください。

掛川市最北部の中山間地にある原泉地区で、国内外から現代アーティストを招聘し、地域の協力を得な
がらアーティスト・イン・レジデンス(AIR)を行う現代アートの展覧会。旧茶工場などの地域内の空き施設
を活用したAIRの環境整備を進め、最高傑作を生み出すアーティストの制作支援強化に取り組みます。

原泉アートプロジェクト （掛川市） 原泉アートデイズ ！ 2021 ～相互作用～

アーツカウンシルしずおか「2021年度 文化芸術による地域振興プログラム」のご紹介

※支援区分ごとに静岡県東部→中部→西部の順で掲載しています。

●地域かがやき支援

伊豆地域の郷土芸能と海外の舞踊を掛け合わせて広く県民に紹介し、ワーク
ショップや鑑賞を通して、人々が世界へ目を向け文化の多様性を知る機会
を創出。国際的な視野をもった郷土芸能が、地域活性の一翼を担います。

特定非営利活動法人 ACT.JT静岡支部 （伊東市）
伊豆のODORIKOフェスティバル ～第２章
ODORIKOプロジェクト２０２１

問合せ　
【Mail】 ito.daidengaku2020@gmailcom（事前予約）
【URL】 https://www.facebook.com/daidengaku/

怪獣映画と縁のある熱海で、「怪獣の聖地・熱海」のブランド化をはかり開催
する映画祭。今年は映画祭に先駆けた怪獣絵画コンクールなど、市民参加
可能なプログラムも展開していきます。

一般社団法人 熱海怪獣映画祭 （熱海市）
第４回 熱海怪獣映画祭

■ 新怪獣・お絵かきコンクール
　 作品募集 5～8月
■ 第４回 熱海怪獣映画祭　

①京劇ワークショップ
　10/24（日） 13:00～15:00
②バリ舞踊ワークショップ
　12/4（土）   12:00～14:00
③タイ舞踊ワークショップ
　12/4（土）   15:00～17:00
④伊豆のODORIKO
　フェスティバル第2章 12/5（日）

会　期 ：
会　場 ：

入場料 ：

11/21（日）～23（火・祝）
国際観光専門学校
熱海校ほか
１日券3,000円ほか

会　場 ：

参加費 ：

①～③東海館
④伊東市観光会館
①～③1,000円
④2,000円

■ つながり醸造プログラム「森のねんどワークショップ」
日　程 ：
会　場 ：

（一人参加、親子参加どちらも可）

■ 明治屋醤油の本づくり クラウドファンディング実施（10月中旬公開） 

11/27(土)または28(日) 
明治屋醤油 店舗奥 (浜松市浜北区小松2276)

参加費 ：1,000円  

問合せ
【Mail】 info@atamikaiju.com
【URL】 https://atamikaiju.com

 （上映会など）

※詳細は公式サイトへ

大井川鉄道無人駅を核とし、アーティストと地域住民が密に関わりながら、
作品制作から発表までを行う地域芸術祭。 ５年目の今回は、まちづくり
NPOとしての蓄積と強みをより一層発揮し、集落に息づく「記憶」「風景」
「営み」を掘り起こしていきます。

特定非営利活動法人 クロスメディアしまだ （島田市）
UNMANNED無人駅の芸術祭／大井川２０２２

問合せ　
【Mail】 seminar@cms.or.jp
【URL】 http://unmanned.jp/

地域にゆかりあるオ
ペラ歌手・三浦環を
題材とした音楽県
民劇の創作・上演。
創作過程から 地元
への愛着と連携を
高め、 国内外の歴
史認識と文化の向
上に寄与します。

劇団静岡県史 （菊川市）
音楽劇『マダム・バタフライ ～三浦環ものがたり～』

■ 『マダム・バタフライ ～三浦環ものがたり～』公演
日　程 ：
会　場 ：
入場料 ：

２０２２年３/２７（日）
菊川文化会館アエル 大ホール
一般 ２，５００ 円

■ 原泉アートデイズ ！ 2021 ～相互作用～
日　程 ：
会　場 ：

参加費・入場料 ：

10/14（木）～11/28（日） 10：０0～16：00 ※月火水は休み
掛川市原泉地区全域
【受付】 ①旧原泉第２製茶工場（掛川市萩間702）　②旧田中屋(掛川市黒俣545-1)
※展示会場は受付時にご案内します。必ず受付(①または②)にお立寄りください。
        自由(完全ドネーション制)　※ワークショップ等は一部有料

問合せ
【Mail】 info@kenshi.cava.jp　【URL】 http://kenshi.cava.jp/

問合せ
【Mail】 haraizumiart@gmail.com　【URL】 http://haraizumiart.com

熱海在住の世界的音楽家・巻上公一プロデュースのもと、国内外のアーティストが熱海に集い「即興」をテーマにライブやワークショップを展開します。
先の見えない不安な時代だからこそ、試されるのは即興の力。“今、ここ”にしかない表現と、熱海の新たな魅力に遭遇できる音楽祭です。　

熱海未来音楽祭 （熱海市） 第３回熱海未来音楽祭 2021

■ 第３回 熱海未来音楽祭
日　程 ：
会　場 ：
参加費・入場料 ：

10/16（土）、17（日）
起雲閣、熱海銀座、熱海サンビーチほか
　　  一般観覧チケット(１プログラム)3,500円
        配信チケット(１プログラム)２,500円ほか

問合せ 【Mail】 makigamioffice@gmail.com　【URL】 http://www.makigami.com/atamimirai.html

「茶」と「アート」を融合させたまちづくり芸術祭。 地域資源の
可能性を広げ価値を高め、観光・産業・シティプロモーション
に繋げます。 令和２年度はコロナ禍で延期となりましたが、
新しい視点や技術を＋１（プラスワン）に込めて開催します。

かけがわ茶エンナーレ実行委員会 （掛川市） かけがわ茶エンナーレ2020+1
■ かけがわ茶エンナーレ2020+1
会　期 ：
会　場 ：
参加費・入場料 ：

10/16（土）～11/14（日）
掛川市内全域
　　  プログラムによる

問合せ
【Mail】 chaennale@city.kakegawa.shizuoka.jp　【URL】 https://www.chaennale.jp

※公演申込およびアンサンブルキャスト
　募集の詳細は団体ホームページへ

■ Usamiフェス ２０２１
日　程 ：

会　場 ：

入場料 ：

11/14(日)
11：00～19：00
宇佐美留田浜辺公園
Usamiフェス会場
無料

■ UNMANNED無人駅の
　 芸術祭／大井川 2022
会　期 ：

会　場 ：

参加費・入場料 ：

２０２２年
２/２５（金）～3/21（月・祝）
大井川鉄道 無人駅周辺
（静岡県島田市・川根本町）
　　  プログラムによる

※詳細は公式サイトへ

学校の文化部活動を地域で展開させた、全国初の文化系「地域部活」です。
創部4年目となる今年は、高校生の部活を創部、藤枝市での活動を支援す
るなど、全国展開に向
けて歩みを強めていき
ます。また１０～１１月
は、地域の芸術祭『か
けがわ茶エンナーレ
2020＋1』のプログラ
ムに参画。中学生、高
校生のメンバーが、企
画制作、出演、運営等
に携わります。

特定非営利活動法人 日本地域部活動文化部推進本部 （掛川市）
新時代の「課外活動」への挑戦 ！  第２章
     ～NPOが参画する文化系・地域部活動の全国展開～

問合せ 【Mail】 office@pocca.jp　【URL】 http://pocca.jp

浜松中心市街地周辺の団体と連携しながら、市民一人一人にある自分を表す力や
行為を、その人固有の「表現」ととらえ大切にしていく文化活動「表現未満、」を展
開します。さらに、雑多な音楽の祭典「スタ☆タン!!」は今年も全国、世界に広がり
ます。（「スタ☆タン!!」とは、誰かの大切にしている音の表現、音とも言い切れぬ
現象、さまざまなことを対象にした
オーディション型音楽イベントです）

認定NPO法人 クリエイティブサポートレッツ （浜松市）
「表現未満、」プロジェクト

一般市民の企画によるプログラム
『アートプラット大井川』も同時開催 ！ 

■ 「表現未満、」文化祭

■ 雑多な音楽の祭典 スタ☆タン!! Z

会　期 ：
会　場 ：

10～11月
松菱デパート跡地、浜松中心市
街地オルタナティブスペース、
たけし文化センター連尺町ほか

問合せ
【Mail】 lets-arsnova@nifty.com
【URL】 http://cslets.net/

問合せ 【Mail】 kokoronomama.art@gmail.com　【URL】 https://kokoronomama.wixsite.com/iroin-art

  （パフォーマンス、ライブ、上映など）

※詳細は団体ホームページへ

スタ☆タン!!の要素を体感できるグッズを
詰め込んだキット「スタ☆タン!!スターター」
を使って、全国＆世界各地で通年開催。

県無形民俗文化財指定「三島囃子」のうち、江戸時代に発祥したとされる
祭り囃子「しゃぎり」の永続発展に向けたフェスティバル。子どもたちをはじ
め多くの人に「しゃぎり」の魅力を伝え、地域文化の未来の担い手育成へと
繋げます。「しゃぎり」を活用したお土産の開発企画も進行中。

しゃぎりフェスティバル実行委員会 （三島市）
第５回 しゃぎりフェスティバル

■ 第５回 しゃぎりフェスティバル
日　程 ：

会　場 ：

入場料 ：

２０２２年1/10（月・祝）
13:00‐17:00
三島市文化会館
大ホール
無料(要整理券)

問合せ 【Mail】 shagiri_fes@yahoo.co.jp　【URL】 https://www.facebook.com/shagiri.fes/

※新型コロナウイルス感染症対策の
　一環として入場制限を行います。

活動スケジュール
•10/23（土）

•11～12月

屋外壁画アート制作イベント
（沼津港外港） ※予備日10/24(日)

屋内ウィンドウアート制作イベント
（沼津港大型展望水門びゅうお）
※活動の詳細および公開については団体
　ホームページへ

活動スケジュール
•10/8(金) 

•11/12(金)、13(土) 共同製作会 
•12/15(水) 完成作品発表会

プロジェクト関係者による
工場部品集め

※共同製作会と発表会は一般公開を予定。
   (一部オンラインの可能性あり)
   詳細はFUSE公式サイトにて発表します。 

地元在住アーティストや住民らの交流の機会を創出する、地域密着フェス
ティバルイベント。 10年目の今年は『ジオラマプロジェクト』や『打楽器プロ
ジェクト』などの新しい表現にも挑戦。さらに、宇佐美の様々な情報を網羅
するポータルサイトの作成も進めます。

Usamiフェス実行委員会 （伊東市）
Usami フェス 2021

問合せ
【Mail】 usami.fes@gmail.com
【URL】 http://usamifes.jp/

今年で９年目となる、伊豆地域の子どもたちとプロのクリエイターが共に創る地域
情報誌『KURURA（くるら）』の制作活動。「デザインの力で地域を元気に」が合言
葉です。 取材などを通して子どもた
ちが地域の魅力に気づき、地域愛
が深まっていくことをめざします。

KURURA制作実行委員会 （伊豆市）
子どもローカルマガジンプロジェクト
COLOMAGA伊豆市版KURURA（くるら）制作活動

活動スケジュール
•7～8月
•8～9月
•11/13（土）、14（日）　

•12月

プロから学ぶ講座
子どもたちによる取材、原稿作成

『KURURA vol.9』 完成発表会

問合せ
【Mail】 izukurura@gmail.com　【URL】 https://www.izukurura.com/

※内部イベントのため一般公開はしません

※詳細は公式サイトへ

明治から続く醤油醸造所（浜
北・小松地区）の醤油蔵を地
域に根ざした心の拠り所にす
べく、５年計画で私設公民館
化をめざすプロジェクト。今
年度は、つながり醸造プロ
グラムとして、古い街並みを
再現する『森のねんどワーク
ショップ』を開催し、人々の
交流の機会を創出しながら地域の魅力を伝えていきます。

小松つながり醸造所 （浜松市）
人をつなげる地域をつなげる醸造プロジェクト

問合せ
【Mail】 komatsu.tsunagari@gmail.com　【URL】 https://komatsu-tsunagari.jimdofree.com/

発達がゆっくりな乳幼児の療育施設・根洗学園にて、演劇家・柏木陽や
俳優たちがアーティスト・イン・レジデンスを行い、現場の職員たちとの
コラボレーションを通して「療育の技」を探る映像作品を制作。
また、福祉×アートの実践を福祉業界と共有するため、対談企画や冊子
制作にも取り組みます。

社会福祉法人ひかりの園［浜松市根洗学園］ （浜松市）
「福祉」と「アート」の豊かな関係をシェアするための対話

映像作品は
浜松市根洗学園

YouTubeチャンネルで

対談の内容と冊子は
社会福祉法人ひかりの園
ホームページ で

2022年3月公開予定
問合せ
【Mail】 （根洗学園）nearai@ruby.ocn.ne.jp
【URL】 （ひかりの園）https://www.hikarinosono.or.jp/infant/

【プログラム】　
•ダンス、ボイス、口琴ワークショップ（巻上公一ほか）
•熱海未来音楽祭名物「未来の扉」（長峰麻貴）
•ダンスと町の風景のコラボレーションイベント（LAND FES）
•「声」と「不思議な音」と「祈りと物語」をテーマにしたコンサート                   　

こころのまま （沼津市）
心のままアートプロジェクト
様々な理由で社会参加しにくい人たちや、その家族が地域とのつながりを
持ち、地域における多様な属性の人同士のつながりが強くなることをめざし
て実施する、壁画などの共同制作プロジェクト。 「アートを通じて地域とつな
がる・地域をつなげる」がモットーです。

問合せ
【Mail】 office@tsunagaru-fujieda.org　【URL】 https://tsunagaru-fujieda.org/ts1964/

浜松いわた信用金庫 （浜松市）
FUSEコラボレーション 1.0
～様々な出会いが新しい価値を創造する～

日　程 ：
２０２２年
3/5（土）、6（日）

藤枝市旧東海道エリア、
茶町、蓮華寺池周辺

問合せ
【Mail】 info@fuse-hamamatsu.jp
【URL】 https://hamamatsu-iwata.jp/business/sogyo/fusehamamatsu/

■ 藤枝ノ演劇祭

※詳細は公式サイトにて
　10 月以降発表

※各プログラムの詳細は公式サイトへ

藤枝宿世代をつなぐ商店街づくり実行委員会 （藤枝市）
藤枝ノ演劇祭
「すでにそこにあるものに気づいてみる」をキーワードに、石の蔵や茶工場な
どを劇場に見立てて開催する周遊型の演劇祭。初めて藤枝を訪れる人も、
藤枝に暮らす人も、共に地域の魅力に気づき、世代を超えたコミュニケー
ションが生まれることをめざします。

コロマガサミット
子どもたちによる地域情報誌
制作活動「COLOMAGA」に加盟する
全国６地域の交流イベント

●地域はばたき支援

会　場 ：

※詳細は公式サイトへ

企業が取り組む異業種連携、子どもたちによる地域情報誌づくりなど、アートでコミュニティを紡ぐ
プロジェクトが多彩に展開しています。

共生社会のあり方を提案する福祉施設の事業から、地域に密着した芸術祭まで、県外からも注目を
集めるアートプロジェクトです。

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、イベント等の実施予定に変更が生じることがあります。
詳細はアーツカウンシルしずおかホームページ、各実施団体ホームページ等でご確認ください。

地元金融機関が運営するイノベーションハブ拠点「FUSE」において、浜松
の製造 /IT系/建築・まちづくりに関わる人々が協働し、製造業の不用品を
素材として 活かした什器を制作します。コミュニティの融合と、業種を超え
た新たな価値の創出をめざすプロジェクトです。

（ ）

2020年度ふじのくに大田楽

ニシダヒデミ『境界の遊び場Ⅱちゃばらのカーテン』

外部講師によるオンラインプログラムの様子


