リエイティブ支援
地域ク
県外からも注目を集める 19 のアートプロジェクト。
しなやかな発想で、まちづくりや観光、福祉、教育など
社会の様々な分野に新しい風を起こします。

松崎まちかど花飾り

松崎まちかど花飾り実行委員会（松崎町）

静岡発祥の
「子どもローカルマガジンプロジェクト COLOMAGA」を全国に！
KURURA 制作実行委員会
（伊豆市）

歴史・文化など地域の特性を活かした花のイベント
「まちかど花飾り」
。なまこ壁の街並みを舞台に、
町民とアーティストの協働による花と街並み芸術を
創作します。
izumatsuzakinet.com
web@izumatsuzakinet.com

小中学生がプロのクリエイターか
ら学びながら地域情報誌を作りま
す。伊豆市で始動し、
「子ども達の
創造力や地域への愛着が育つ」と、
現在 7 地域に拡大。今年度はさら
に他地域への波及を目指します。
izukurura.com
izukurura@gmail.com

PROJECT ATAMI：
「アート思考による地域課題の解決」を
めざした研修・フィールドワーク
PROJECT ATAMI
実行委員会（熱海市）

「アート思考による地域課題の解
決」をめざした研修・フィールド

地域コミュニティ活性化に向け、三島の祭り囃子

ケーション等を行う都内近郊企

「しゃぎり」を事例に、伝統芸能の活用を試行する

業に対して行い、新たなアイデア

プロジェクト。同時に現代における伝統芸能の新

が創出される場をつくります。

たな継承の形も模索します。

第4 回熱海未来音楽祭

熱海未来音楽祭（熱海市）
｢即興」を通して、ジャンルに当てはまらない、
その場でしか生まれない音
楽を街と共に作り上げる音楽祭。気付きと躓きをテーマに、ぶっ飛んだ
makigami.com/atamimirai.html
makigamioffice@gmail.com

しゃぎりフェスティバル実行委員会（三島市）

ワークを地元企業や熱海でワー

projectatami.com
info@projectatami.com

観光に誘う、熱海ならではの沸騰イベント !!

地域コミュニティ活性化に向けた
伝統芸能活用プロジェクト

facebook.com/shagiri.fes
shagiri_fes@yahoo.co.jp

第５回熱海怪獣映画祭

一般社団法人熱海怪獣映画祭（熱海市）
新旧の怪獣映画上映をはじめ怪獣グッズの展示・販売、新怪獣お絵
かきコンクール、コラボメニューなどの企画を実施。怪獣ファンや
映画製作者と市民や企業との交流を図り、地域振興に寄与します。
atamikaiju.com

info@atamikaiju.com

とけあう境界 〇〇×パフォーミングアーツ スケラボ（Scale Laboratory）
（函南町）

世の中のさまざまな境界線を

Cliff Edge Project
うぶすなの水文学リサーチ
プログラム

ぼかすように、ジャンルを越境
して、いろいろな知覚を刺激す
る鑑賞体験の場をオフライン／
オンラインでつくります。長泉町
のクレマチスの丘とコラボ！
scalelabo.jp
info@scalelabo.jp

心のままアートプロジェクト
こころのまま（沼津市）

Cliff Edge Project（三島市）

障害を抱える人たちの将来の仕事づく
りを目的とした、表現活動・サポーター
の育成・協賛企業の巡回展示・障害者
雇用に関する講演会を行います。
kokoronomama.wixsite.com/artproject
kokoronomama.art@gmail.com

cliff-edge.org
cliffedgeproject@gmail.com

竹林劇場プロジェクト
～タテにのびるダンス～

ひかり市民センター事務局（静岡市）
全国的な課題である里山の竹林を、参加者と
ともにパフォーマンス会場として生まれ変わ
らせます。天然の大聖堂のような空間、高く
のびた竹を活用した、タテにのびるダンスを
お見せします。ダンスグループ素我螺部によ
る新作公演。
hikarishizuoka.wixsite.com/center
hara0987poiulkjh@icloud.com

御殿場文化発信プロジェクト
文化継承～芸能と食文化～

株式会社虎玄（東山旧岸邸）
（御殿場市）
御殿場には多くの魅力がありますが、
「芸能」と「食」
に焦点を当て地域住民が御殿場の文化の魅力を発信
します。今年度は神楽と雅楽を比較検証し、また地
元食材を使用したお食事を提供します。
kyu-kishitei.jp

info@kyu-kishitei.jp

UNMANNED 無人駅の芸術祭／大井川 2023
NPO 法人クロスメディアしまだ（島田市）
「無人駅がひらくと地域がひらく」
大井川鐵道無人駅とそこからひろがる集落を舞台とした芸術祭。
無人と呼ばれる場所でアーティストが新たな風景を作ることで人
の営み、風景を掘り起こします。2023年２～3月開催予定。
unmanned.jp

info.unmanned@gmail.com

原泉における
アーティスト・イン・レジデンスの
取り組みとその実践による
地域振興事業
原泉アートプロジェクト
（掛川市）

掛川市北部の原泉地区でアーティスト・イン・
レジデンスを開き、国内外アーティスト達の制
作プロセスにおいて様々なプログラムを企画。
展覧会「原泉アートデイズ！」を含む年間を通
じた取り組みです。
haraizumiart.com
haraizumiart@gmail.com

SHIZUOKA 舞伝プロジェクト
ダンスグループ M・K（磐田市）

静岡に伝わる昔話をテーマにした作劇や表現ワーク
ショップを通して、地域の歴史や伝承を “ 身体 ” で味
わい、舞台公演を通じて発信する、舞台芸術県静岡な
らではの新しい伝承のカタチです。
wbs70694@cy.tnc.ne.jp

ブックフェスタしずおか

一般社団法人トリナス（焼津市）
「ブックフェスタしずおか」では、
県立中央図書館の移転予定地の東
静岡エリアを中心に本に関わるイ
ベントの企画や、県内各地の古本
市や読書会などをネットワーク化し
たフェスを開催します。
torinasu.info
bookfesta.shizuoka@gmail.com

藤枝ノ演劇祭２

月見の里学遊館開館 20周年記念 市民音楽劇プロジェクト

袋井市文化協会グループ
（袋井市）
音楽劇上演に向け合唱、演技、ダ
ンスの練習や上演で使用する舞台
美術、衣装作りを通して人の繋が
りを作り、関わる人々のデータや

藤枝宿世代をつなぐ商店街づくり実行委員会
（藤枝市）
藤枝宿の旧市街地エリアの複数個所で上演する演
劇祭を開催。プロの劇団のみならず市民が参加し
て行う市民劇や、公演の合間に行うまち歩きなどを
通じ、藤枝のまちを楽しむ演劇祭を目指します。
tsunagaru-fujieda.org/theatre-f
office@tsunagaru-fujieda.org

地域での調査を元に部活動代替の
活動を地域で担えるか検討します。
tsukiminosato.com
info@tsukiminosato.com

アーティストと福祉と地域
～見えないものを見るためのプロジェクト～

社会福祉法人ひかりの園 浜松市根洗学園（浜松市）
note.com/nearai

nearai@ruby.ocn.ne.jp

福祉 施設利用者をはじめ、
広く一般に向けたコミュニ
ケーションワークショップを実

「表現未満、
」プロジェクト
～街を舞台に実装する！～

施。また、当法人の各施設

認定 NPO 法人クリエイティブサポートレッツ
（浜松市）

を巻き込みながら、高齢者・

本人が大切にしていることこそ文化創造の軸であ

障がい者・児童とその家族

る！という「表現未満、
」の考え方を軸に、松菱百貨

らを対象にしたラジオ番組

店跡地でのフェス、スタ☆タン !! 全国ツアー、街の

（YouTube 配信）
をアーティス
トとともに制作します。

あり方を考える「浜松ちまた会議」を開催！
cslets.net

lets-arsnova@nifty.com

地 域はじまり支援
コミュニティの現状や課題をあたたかなまなざしで捉え、
地域の未来へ向けて、
アートとともに踏みだす 12 のプロジェクトです。
しゅ

BOOK TOURISM IZU
(ブックツーリズム伊豆 )
うさみみ（伊東市）

読書の秋にトークライブや古本市など
本を楽しむ街周遊型ブックイベントを
開催。本を媒体にしたコミュニケーション
の場づくりを、伊東市を中心とした伊豆
半島エリアで行います。

げい

わたしの趣みん芸

趣みん芸友の会（伊豆市）
道の駅の手工芸コーナーにある作品は誰がどんな
想いで作っているのか？独創的なセンス、手間の
割に安価と、その実態は謎だらけ。それらの作品
を、趣味の民芸「趣みん芸」と名付け、作者に迫
るプロジェクトです。
shumingei

info@d-saito.com

usamiusamimi333@gmail.com

廃材・端材のクリエイティブな利活用でリデュースな
ライフスタイルを！
Lab Qrio (ラボキュリオ)
（三島市）
企業や商店などの廃材・端材をこど
もとアートの視点で見直しクリエイ
ティブなマテリアルとして利活用。
ワークショップを通じて多様な表現

伊豆文学賞作品舞台化推進事業

の創出やサスティナブルなライフスタ

Lead wiz-art（リード・ウィズ・アート）
（三島市）

イルを目指します。
lab_qrio
labqriows@gmail.com

静岡県の貴重な地域資源である伊豆文学賞作品を
県民と共に舞台化していく過程を通じて、地域住民
が地元に深く関心を寄せ積極的に参加し、静岡県

しずおかのうた〜岡部編〜
Ce-on Music（藤枝市）

地域の子守唄、遊び歌、風景や鉄道の

の魅力の発信と活性化につながる活動を行います。
YouTube：Lead wiz-Art TV
sbr21@subira.net

歌を探り、高齢者と子ども達の世代間交
流を通して当時の暮らしや遊びを考えま
す。編曲や採譜の可能性も探り、資源を
未来に伝えていくことを目指しています。
facebook.com/ceonmusicy
letter.ceon.music@gmail.com

三保松原の美しい景観を 1000年先に繋ぐアート×保全の
「ニュースタイル清掃」
三保松原 3Rings プロジェクト
（静岡市）

世界文化遺産・三保松原の保全活動と

「あるもんで演劇」〜演劇×オルタ
ナティブスクール×オクシズ

NPO 法人静岡あたらしい学校（静岡市）

舞台芸術・アートを組み合わせた新た

オクシズの玄関口 “ 牛妻 ” で、地域に眠る人的・

な清掃イベントを開催。松原保全活動

物的資源＝「あるもん」を活用しながら子どもたち

に価値を付加し、参加に喜びや誇りを

と一緒に演劇作品を創ります。創作過程で役割を

創出します。

担う人たち誰もが主役になれる機会を創出します。

facebook ページあり
info@otono.site

shizuokanewschool.wixsite.com/atasho
shizuokanewschool@gmail.com

「文化芸術による
地域振興プログラム」とは？
アーツカウンシルしずおかによる支援
制度です。公募により選ばれたアート
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、

Give to BABY art
～０歳から育てる豊かな心～

実施団体のニーズに応じた助言等の
支援を行っています。

赤ちゃんと人形のお店河田（浜松市）
赤ちゃんに向けた芸術文化、教育を、五感で感じるこ
とが出来る場の提供を継続的に行っていきます。豊
かな子育てを地域全体で行えるよう努め、地元に密
着した文化芸術の新たな展開を目的とします。
baby-kawada.com
kawada3@orange.ne.jp

浜松凧を揚げよう！

（2023年度実施事業の公募は
2022年12月を予定）

詳しくはこちら

浜学連［はまがくれん］
（浜松市）
浜松祭りの「凧」をテーマに、伝統
的なものづくりとアートと地域の子ど
もをリンクさせながら、新たな地域
活動の展開を模索します。
hama.gakuren
hamagakuren@gmail.com

「アーツカウンシルしずおか」とは？
“ 視点をかえる 発想をひらく” をキャッチ
フレーズに、住民主体のアートプロジェクト
の支援を中心として、物事の見方に変化を
促し、発想を広げるお手伝いをする組織
です。
“すべての県民がつくり手 (表現者)”となる
ことを目指して、誰もが持っている創造力
が活かされる道をひらき、まちづくりや
観光、福祉、教育など社会の様々な分野に
おいてイノベーションが生まれる、創造的
な地域づくりに貢献します。
詳しくはこちら

ふくろい幕の内弁当

ふくろい幕の内弁当実行委員会
（袋井市）
多種多様な食材の入る幕の内弁当の姿

いろりの畑プロジェクト
−そこにフィールドがあったら

相談窓口のご案内

を事業の全体像に見立て、子どもから大

NPO 法人 ESUNE（掛川市）

アーツカウンシルしずおかでは、
プログラム
・

人まで、多様な人たちが文化芸術を軸に

掛川市の西郷地区で、みんながそこをフィールド

ディレクター、コーディネーターが随時ご

創造的な楽しみと学びを体感できるアー

とし、みんながそこでの過ごし方を見つけられる

相談に応じるほか、文化芸術を軸に活動を

「畑」を作るプロジェクト。国際交流もできるタ

行う方をサポートする無料相談窓口を開設

トイベントを袋井市内で開催します。
fukuroi.makunouchi
fukuroi.makunouchi@gmail.com

ネとシカケがあります。
esune-social.jp

info@s-esune.com

しています。
相談窓口の
詳細はこちら

浜名湖のその先へ
Re-flowering
SMS（湖西市）

静岡県の最西端、
湖西市白須賀地区。
東海道 32番目の白須賀宿にあった
旧旅籠の「吾妻屋（白東館）
」を舞
台に、文化が再び花開くことを願う
アートプロジェクトが始まります。
shirasuka.art
sms@shirasuka.art

（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
054-204-0059
054-288-8180
info@artscouncil-shizuoka.jp
https://artscouncil-shizuoka.jp

