
公益信託しまね文化ファンド　２０２１年度後期　決定事業一覧

■地域文化振興（４件）
単位：千円

事業名 団体名 実施地 実施月
助成決定

額

小計 ４件 2,200

■芸術文化振興（２０件）
単位：千円

事業名 団体名 実施地 実施月
助成決定

額

4006
春を呼ぶ調べ　和楽器と石見神
楽の競演

土江子ども神楽団 大田市 1月

『ふるさと久多美再発見の旅』
（仮称）出版

久多美ふるさと再発見の会 出雲市 9月～3月 400

8 １月大田ミュージカル実行委員会

3

大田市

〈県民文化祭共催事業〉
月山富田城　月見の宴

広瀬町文化協会

大田ミュージカルスクール
「フレンズ」

2 稗原弁
　ヒエ　バラ

を語る会 稗原弁を語る会 出雲市

4
演劇「奇跡の邂逅　加納

　カノウ

莞蕾
カン　ライ

物

語」安来公演

奇跡の邂逅　加納
　カノウ

莞蕾
カン　ライ

物語上

演実行委員会

1

7 IWAMI ARTS PROJECT　2021
（仮称）

IWAMI ARTS PROJECT　実行
委員会

大田市 11月

5 島根独立書展 島根県独立書人団 松江市 10月 500

9月～2月 650

900

プロの指導によりミュージカルの要素を短期間で学び、生の舞台を体験するミュージカルスクールを開催
する。参加対象者は子供から大人とし、最終日には大田市に伝わる伝承を題材にしたオリジナル脚本で
発表会を行う。メイクや衣装制作など運営スタッフの育成も図る。

毎年出展している全国規模の書展において、これまでに無い多くの作品が入賞した事を記念し、その出品
作品を中心とした持ち帰り展を開催する。漢字、かな等の伝統的なジャンルに加え、小字数、現代文体、
篆刻など多彩な作品を紹介し、毛筆が生み出す書の奥深さを伝える。

生涯かけて世界平和に取り組んだ安来市出身の画家・加納莞蕾を題材にした演劇を、松江の演劇団体と
市民キャストで上演する。地域の歴史を振り返りつつ安来における演劇文化育成の機会とする。また、国
際交流や国際理解についてあらためて考える契機とする。

出雲市稗原地区の独特の方言「稗原弁」を継承するため、「稗原弁」について紹介する小冊子を作成し、完
成後には講師を招いてシンポジウムを開催する。また、かつて農村演劇活動に携わっていた会員が中心
となり、稗原弁を実際に使って寸劇を披露する。

神楽において重要な役割を担う奏楽の技術向上と後継者育成を図るため、大田市在住の和楽器奏者と子
ども神楽との共演コンサートを開催する。楽器によるアンサンブルのほか、八岐大蛇退治を石見神楽の舞
と奏楽、尺八・筝で上演し、新たな表現方法として発表する。

事　業　概　要

800

安来市 10月 250
広瀬町内の古い寺院を会場に、中世から続く広瀬の風土と山城日本一の歴史的価値を見出して欲しいと
開催する。広瀬の歴史や月山に関する講話を聴くほか、子どもたちが郷土の歌を発表する。また、地元文
化団体が大正琴や詩吟などを披露し、月見らしさを添える。

事　業　概　要

これまで手付かずだった久多美地区内の史跡や自然、歴史建造物などを調査し、後世に残すためデータ
として整理してきた。今回、それらのデータを本としてまとめ出版し、講演会や現地視察会を開催して広く発
信する。他の地域との歴史的関りも明らかにし、久多美の新たな魅力を探る。

安来市

1,400
演劇団体を講師に招き、台本作成から発声、身体の使い方など舞台表現を詳しく学べる演劇ワークショッ
プを実施する。また、デジタルアートの制作者を招き、地元の要素も取り入れた体験型デジタルアート展を
開催する。様々な芸術に触れる機会を創出し、文化活動の活性化を目指す。

11月



公益信託しまね文化ファンド　２０２１年度後期　決定事業一覧

事業名 団体名 実施地 実施月
助成決定

額
事　業　概　要

松江市 2月 1,000

益田市

松江市
しまねカンタート2022実行委員
会

しまねカンタート２０２２15 １月

14

主に医療関係者で構成するオーケストラで、生の音楽に触れることが難しい状況にある療養中の人や被
介護者にも来場してもらえるよう、取り組んでいる。今回はゲストを入れずに団員中心の演奏会とし、交響
曲など３曲を演奏する。

1,000
浜田市出身者が活躍する混声コーラスグループ「フォレスタ」と、県内外で活動する同市出身の音楽家、地
元音楽団体とのジョイントコンサートを「里がえりコンサート」と銘打って開催する。フォレスタとの共演でオ
ペレッタや合唱を披露し、かつて盛んであった浜田の合唱文化復興を目指す。

オーケストラ・コーラスとも県民から公募し、ソリストには島根県出身者を起用して毎年年末に演奏会を開
催している。「第九」演奏後は出演者・来場者で県民歌を大合唱することとしており、県民歌の周知発信に
もつながっている。

益田市出身で現在東京で活躍する若手指揮者・道端大輝氏と、同じく島根県出身で東京都交響楽団で活
躍する若手ヴァイオリン奏者の安達優希氏をソリストに迎え、共演コンサートを開催する。フィルにとって３
０年振りとなる交響曲などを、いつもより練習回数を増やして取り組む。

島根第九をうたう会 松江市

17
松江ウィンターブラスフェスティ
バル2022 350

13
2022「ニューイヤー里がえりクラ
シックコンサート」

2022「ニューイヤー里がえりクラ
シックコンサート」実行委員会

浜田市 １月

10

松江ウィンターブラスフェスティ
バル実行委員会

松江市

スウィングフェニックス結成５０周
年コンサート

第１０回　DNAフィルハーモニッ
ク演奏会

〈県民文化祭共催事業〉
第３０回記念　県民手づくり第九
コンサートin島根

12月 800

スウィングフェニックス

DNAフィルハーモニック 出雲市 9月 750

11
山陰フィルハーモニー管弦楽団
第50回定期演奏会

山陰フィルハーモニー管弦楽団

16

9

2,200

12
島根ふくたまフェスティバル2021
秋

ふくたまフェスティバル実行委員
会

雲南市

令和に新たに拓く石見のステー
ジ

2月 1,100
「令和に新たに拓く石見のス
テージ」実行委員会

1月

10月 750
地元で音楽活動が出来る場を作りたいと益田市内の高校吹奏楽部OBで1970年に結成。50年にわたる
ビッグバンドとしての活動成果をジャズの名曲に乗せて披露する。また、東京からプロのラテンジャズバン
ドを招き、共演を行う。客席からも小型楽器で参加できる時間を作る。

松江の地域音楽を担う中・高生を主体に、学校や学年の枠を越えた交流を目的として合同練習会と合同
演奏に特化した演奏会を開催する。練習では指導者講習会も実施し、吹奏楽の後継者育成と指導・運営
する側の人材育成も目指す。

合唱の素晴らしさを学び共有する祭典として開催する。１日目は作曲家や指揮者、声楽家から日本語合唱
の表現方法を学ぶレクチャーとワークショップを行う。２日目は成果発表の場として県内外のアマチュア合
唱団を募り、交流演奏会を開催する。動画での出演も可とし、国内外に参加を広く呼び掛ける。

トロンボーン奏者とクラリネット奏者を講師に招き、初心者から上級者までを対象とした金管楽器・木簡楽
器全般の技術的ワークショップと、合奏のポイントを学べるワークショップを行う。集大成として演奏会を開
催し、参加者によるアンサンブルや講師との共演で受講成果を発表する。

9月 600

浜田市
石見地域で活動する新旧の演劇団体が一堂に会し、団体の特色を生かした作品を発表する。公演後には
各団体が自ら活動状況や練習の様子を発表し、演劇活動への理解を深めてもらう。公演前には専門家を
招いて誰でも参加できる演劇研修会を開催する。



公益信託しまね文化ファンド　２０２１年度後期　決定事業一覧

事業名 団体名 実施地 実施月
助成決定

額
事　業　概　要

小計 ２０件 16,500

合計 ２４件 18,700 単位：千円

20
リズミックスvol.１１～音の出会い
つながるリズム～

リズミックス 出雲市 2月 400

18 伊藤誠～いのちを歌う～inとんば
ら

伊藤誠～いのちを歌う～inとん
ばら　実行委員会

飯石郡 3月

19 稗原
　ヒエ　バラ

　森のコンサート
「稗原　森のコンサート」実行委
員会

出雲市 9月 500

23

〈県民文化祭共催事業〉
第17回　奥出雲町芸術文化祭
　「おくかるフェスタ」

〈県民文化祭共催事業〉
第11回 雲南市総合芸術文化祭
（仮称）

22

21

〈県民文化祭共催事業〉
サウンドライブしまね　アマチュ
ア・ミュージック・フェスティバル

24
〈県民文化祭共催事業〉
第14回　市民芸術文化祭 浜田市文化協会

奥出雲町文化協会

サウンドライブしまね実行委員
会

県内4カ
所(松江・雲
南・大田・益

田）

奥出雲町

雲南市雲南市文化協会

500

稗原町市森神社の参道広場を会場に、音楽で地域を元気にしたいと手作りコンサートを開催する。実行委
員のメンバーが神楽を上演したのち、出雲市近隣で活動するアーティストや公募出演者、地元の中学校吹
奏楽部が様々な楽曲を演奏する。

展示・舞台それぞれテーマを一つに絞って開催する総合文化祭で、展示部門では「絵画」をテーマに日本
画・洋画問わず絵画団体が作品展を行う。舞台部門では「太鼓」を取り上げ、地元太鼓団体が発表を行う
ほか、江川太鼓をゲストに迎え、共演とワークショップも実施する。動画配信も予定している。

400
東京で活躍する松江市出身のシンガーソングライター伊藤誠氏と県内の管弦楽団とのジョイントコンサート
を、氏と縁のある飯南町で初めて開催する。松江から120年前のチェコ製ピアノを運び、地元の合唱団も出
演して「いのちの大切さ」をテーマに演奏する。

主に文化協会に加盟する舞台部門２２団体と展示部門１１団体が日頃の活動成果を市民に広く発表し、多
彩な文化を軸に交流の場にしたいと隔年で開催している。書と謡曲の団体がホワイエでコラボレーションを
試みるなど、活気ある文化祭を目指す。

浜田市 10月

1,600

1,050

日頃は指導者として音楽を伝えているメンバーが、音楽大学の講師や学生をゲストに迎えて演奏会を開催
し、鍵盤楽器を中心に打楽器や管楽器とのアンサンブルを披露する。多彩な楽器によるステージのほか、
来場者にもリズムパーカッションなどで演奏に参加してもらい、音を楽しむ時間を共有する。

400
「奥出雲町まちじゅう文化祭」をテーマに、各種文化団体による舞台や展示での発表のほか、まちなかで
アートを楽しめる「まちなかアートギャラリー」、加盟団体によるワークショップなどを行う。幅広い世代が集
い、地域の魅力再発見と交流促進につながる文化祭を目指す。

ジャンル問わず県内のアマチュアミュージシャンが自由に発表できる場を提供し、音楽活動の活性化を促
そうと県内４カ所でライブコンサートを開催する。演奏技術の向上を目的とした奏法のワークショップを実施
するほか、子どもを対象としたワークショップも計画する。

10月～11
月

2・3月

12月


