
市⺠プロジェクト⽀援事業 新世紀岡崎チャレンジ100 採択プロジェクト⼀覧 【⼀般の部】 受付順

No. 団体名 代表者名 プロジェクト名 企画概要

1 梓屯能面の会 坂井 孝
舞台で使用される面をみんなで作って観る

薪能の集い

家康が⼤切にした能をPR。市⺠による能⾯制作体験講座と、その能⾯を使っ

た能楽師による薪能公演（岡崎城二の丸能楽堂にて）

2 鳥川を遊びつくす会 大久保豊子 あるく・あそぶ・まなぶinとっかわ
⿃川の⾃然の資源を活かし、住⺠の⽅々の協⼒を得て⾏う、健康増進ウォー

キングイベントを開催

3 岡崎市制100周年記念CD制作会 天野正彦 岡崎市歌等のＣＤ制作と配付（無償）
岡崎100年の歴史にゆかりある市歌等のCD制作（教育機関への配付）と

学校での演奏事業

4 岡崎市市⺠活動団体AIKIDS 上田愛佳
【⽥伝（でんでん）ヨガ】〜異世代交流で未来に

伝統をつなぐ〜

⽥伝ヨガ（⽥植え作業を取り⼊れたヨガ体操）で六ツ美地区にふさわしい異

世代交流と健康増進

5 岡崎ジビエ協会 浜嶋知由 家庭でできるジビエ料理教室
家庭でできるジビエ料理教室（猟友会、狩猟者、⾷⾁処理業者、販売業

者、調理者の連携で実施）⽇本に誇る岡崎ジビエのアピール

6 ハンドメイドアクセサリー部 エスターテ 浜嶋奈津⼦ 岡崎の石を使ってアクセサリーを作ろう
⽯都・岡崎のPRを⽬的として、⽯の新しい魅⼒を伝えるハンドメイドアクセサ

リーの講座を実施

7 岡崎スクールバンド協議会 鈴⽊聡⼀ 岡崎市制100周年記念 第53回吹奏楽祭
岡崎市制100周年記念吹奏楽祭の開催に合わせて、100周年記念曲（組

曲の序曲）の創作、初演を実施。今後学校で継続して演奏される曲

8 岡崎で「狂言」を楽しむ会 村上政隆 家康のプレゼント、狂⾔再発⾒
家康が岡崎に残した「狂言」を岡崎に定着させることを目指したシンポジウム、

講演会及び狂言鑑賞の実施

9 四字熟語かるた 伊藤ふで 未来につなごう四字熟語プロジェクト 岡崎にちなんだ四字熟語をつかったかるたワークショップの開催

10 アマチュア無線社会貢献委員会 山本隆
岡崎市100周年アマチュア無線局記念局の開設

による全国への情報発信
岡崎市100周年アマチュア無線局記念局の開設による全国への情報発信

11
「連尺あきんどルネサンス」プロジェクト

実⾏委員会
太田陽之 連尺あきんどルネッサンス コスプレフェスタ2016

「連尺あきんどルネッサンス コスプレフェスタ2016」 昔からの商店街ｘ着物

と現代若者ｘコスプレを融合させた、市街地区の活性化イベント企画

12 ホスピス研究会OKAZAKI ⾦⽥亜可根
「若年性がんの会」⽴ち上げのための講演会と交

流会

「若年性がんの会」⽴ち上げのための講演会と交流会。市制100周年を期

に、「がんになっても安心して暮らせる町岡崎」を目標

13 おかざき九条の会 荒川和美
おかざき九条の会

平和フェスティバル

おかざき九条の会 平和フェスティバルの開催。映画「ひまわり」の上映と講演

会を実施

14 岡崎トレラン実⾏委員会 関 浩 トレランフェスinおかざき
『トレランフェスinおかざき』の開催。緑豊かな旧額田地区を舞台としたトレイン

ランニング大会を開催

15 六ツ美中部⽵⾺ギネス実⾏委員会 鈴⽊正義 六ツ美中部 ⽵⾺でギネスに挑戦！
⽵⾺でギネスに挑戦！中部⼩学校で50年続いている⽵⾺⼤会を地域住⺠

を巻き込み練習などを通じて地域の意識を⾼めてギネス記録に挑戦

16 Vivaおかざき!! ⻑尾晴⾹
岡崎の魅⼒を世界に発信！スピーチコンテスト「お

かざきだいすき」

岡崎の魅⼒を世界に発信！スピーチコンテスト「おかざきだいすき」親⼦で学ぶ

日本語教室プロジェクト

17 りぶらサポータークラブ 杉浦仁美 困ったときは図書館へ
「困ったときは図書館へ」 6回の連続講座を開催。これまでの学習講座ではな

く、図書館の役⽴て⽅を提案する新企画

18 「岡崎ふるさとかるた」を親しむ会 本間節子 「岡崎ふるさとかるた」遊び大会
ふるさと岡崎の伝承していきたい文化をカルタの読み札として一般公募し、それ

に合わせた絵札を作成、岡崎ふるさとかるた遊び大会を開催
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19 おかざき匠の会 太田恒司
「江⼾のふるさと 岡崎」匠まつり

江⼾時代からの伝統と、今と昔を技で感じて

「江⼾のふるさと 岡崎」匠まつりの開催。これまで個別に⾏っていた実演・WS

を一堂に会して実施するイベント

20 矢作２区 畔柳昇 やはぎの⾥まつり2016
やはぎの⾥まつり2016の開催。⼆地区合同の⼭⾞の引き回しと、地域の⽂

化財の特別公開を同時開催

21 東康生商店街まちづくりの会 小野修平 化け猫応援隊
化け猫応援隊を結成、三大化け猫伝説のひとつ、岡崎にあやかり、化け猫の

ミュージカル、着ぐるみPR,パワースポット解説などを展開

22 インディアンサマー 梅村篤志 「休⽇プロジェクト」〜共に遊び、共に学ぶ〜
「休⽇学校プロジェクト」 ⽇本で唯⼀のトランポリン療法を取り⼊れた総合レク

レーション、健常児と障がい者との統合レクレーション

23 ⽵⽔鉄砲合戦実⾏委員会 上田達也 竹水鉄砲合戦普及事業
竹水鉄砲合戦普及事業。乙川河川敷での四天王に分かれたチームによる対

抗戦と講習会を開催

24 DOｘDAN 大竹寛子
あんたもどーだんはずかしがらずに踊らん会

〜8時間踊るOKAZAKI

あんたもどーだんはずかしがらずに踊らん会〜8時間踊るOKAZAKI 伊藤秀

志氏による岡崎よさこい曲の創作と総踊りイベントの開催

25 まちドル実⾏委員会 和泉秀明 新世紀・岡崎おどり「百年桜（仮）」の創造
新世紀・岡崎おどり「百年桜」の創造。⼥⼦中⾼⽣を中⼼とした新しい岡崎の

踊り曲の創作とプロモーション

26 農縁コモンズの会 山田浩
家康の⺟於⼤の⽅ゆかりの伝統ある三河の綿の

再発⾒

家康の⺟於⼤の⽅ゆかりの伝統ある三河綿の再発⾒。ガラ紡の講演、三河

綿の栽培、小物作りWS

27 絵手紙「集まろまい」 岩田多恵子 岡崎の街 絵手紙スケッチ会
岡崎の街の魅⼒を絵⼿紙にして、市⺠⼀⼈⼀⼈が、魅⼒発信者。関連して

講演会、スケッチ大会、講評会、展示会を開催

28 キャッスルウインドオーケストラ 鈴⽊琢也
”吹奏楽の街”岡崎 みんなのオリジナル曲作成プ

ロジェクト

岡崎市は全国でも有数の吹奏楽の街、を発信。10回目となる定期演奏会で

は、岡崎のイメージを盛り込んだ楽曲を新規に作成、演奏

29 本町晴明ストリート 内藤征吾
本町清明ストリートイベント「安倍の清明 占いと

星空の宅配便」

阿倍晴明は、岡崎で陰陽道を伝えたという歴史をPR。晴明神社の駐⾞場に

プラネタリウムを設置、晴明占いとして、五⾏陰陽道に関する占いを実施

30
下山学区社会教育委員会地区づく

り部会
杉浦⽴美

下⼭地域の魅⼒を「発掘し」「磨いて」「伝える」プ

ロジェクト

下⼭学区にある城址等の歴史資源、豊かな⾃然、⽣活⽂化をPR。住⺠と外

部の方を巻き込んだイベント（桜の鑑賞、ウオーキング他）を開催

31
ボーイスカウト愛知連盟三河葵地区

協議会
秋野善美 親子で学ぶ 防災体験講座

ボーイスカウトが日頃訓練しているロープワークや野外炊飯体験、応急措置な

ど、防災に役⽴つセミナーを市⺠向けに開催、災害に強いまちづくりに貢献

32 岡崎市難聴・中途失聴者の会 羽田野裕子 第10回”聞こえない悩み解決へinおかざき”
第10回 聞こえない悩み解決へinおかざき。知覚障害を理解しコミュニケーショ

ン対応を知る講座の開催

33 ワンボイス岡崎 高木美彦 Sing!Smile!forLife （仮名）
Sing!Smile!forLife の開催。JAZZの中⼼とした市⺠参加の⾳楽イベント

の開催

34 藤川まちづくり協議会 鈴⽊忠
藤川まちづくり協議会活動年史（むらさき⻨復活

栽培年史含む）の編纂
藤川まちづくり協議会活動年史の編纂

35
三大祭「神明宮大祭」で

OMOTENASHI隊
鈴⽊幹夫

三大祭「神明宮大祭」でO・MO・TE・NA・SHIプ

ロジェクト

三大祭「神明宮大祭」でOMOTENASHIプロジェクト。外部からの方が観覧で

きる場の提供

36 子育ち応援「ポプラの会」 吉田三佳子 チャレンジ10連発！「土曜日みんなで遊ぼう会」
チャレンジ10連発！「土曜日みんなで遊ぼう会」の開催。岡崎色を取り入れた

こどもあそびの提供
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37 岡崎市ぬかた商工会 山内隆一 「ぬかた」についてもっと知ろう
「ぬかた」についてもっと知る。額⽥についての講演会を⾏ってもっと知ってもらう

機会の提供

38 あいち補聴器センター 天野慎介
1⽇丸ごと⽇本語字幕映画祭〜バリアフリーなお

かざきを⽬指して〜
1日丸ごと日本語字幕映画祭。バリアフリーなおかざきを目指しての開催

39 岡崎政経同友会 伊藤隆泰
提言！岡崎の将来を考えるシンポジウム（仮

称）

提言！岡崎の将来を感がえるシンポジウムの開催。これまでの講演会の集大

成としてのシンポジウム開催

40 能⾒神明宮で「能を⾒る」会 伊藤仁志 能⾒神明宮で「能を⾒る」プロジェクト 能⾒神明宮で薪能を開催する。また事前に歴史についてのWSを実施

41
全国相続協会相続支援センター

愛知県三河支部
磯村修司

市⺠がつくる「岡崎市⺠のための相続諸⼿続き⼿

引書」の編纂及び広報・活用のための支援事業

市⺠がつくる「岡崎市⺠のための相続諸⼿続き⼿引書」の編纂及び広報、講

演の実施

42 ぼくら・あそび隊・流 安藤純子 あるこう！100周年の岡崎
あるこう！100周年の岡崎の開催。岡崎の名所をめぐる仮装ウォークラリーの

開催、ゴールでのライブイベント

43 さくら台環境保全活動隊 加藤恵信 ホタル・さくら復活100年プロジェクト
ホタル・さくら復活100年プロジェクトの実施。100年後を⾒据えた桜植樹や環

境保全活動

44 おかざき農遊会 冨田巌 家庭菜園フェスティバル
家庭菜園フェスティバルの開催。家庭菜園お悩み相談会と講習会、家庭菜園

写真コンクール、および著名人の講演会を実施

45 岡崎⼥⼦⼤学⼦ども教育学部 ⽮藤誠慈郎
⼥⼦⼤⽣による「あたたかいまち岡崎づくり」プロ

ジェクトー「笑話浪漫サロン・オカジョ隊」

⼥⼦⼤⽣による「あたたかいまち岡崎づくり」プロジェクト。世代をつなげるサロン

の実施。⾼齢者・⼦ども・⼥⼦⼤⽣の100名サロン

46 神明宮⼭⾞広報委員会 高木康之 神明宮⼭⾞広報委員会
能⾒神明宮⼤祭の広報プロジェクト。りぶら前での⼭⾞展⽰、HPリニューアル、

ポスター掲示などを実施

47 市場町文化財保存の会 粟生正樹 市場町文化財めぐり発信プロジェクト 市場町に残る文化財を巡る観光ルートの整備と啓発

48 岡崎平成納札会 石川光昭 歴史と文化を活かしたまちづくりプロジェクト 100年前の岡崎納札会の活動理念を継承する学習会と体験会の開催

49 AOIの風 五反田智美
岩津の魅⼒を伝えたい、100年先への

「HOP!STEP!JUMP!」

岩津の歴史を伝えるウォークラリー、ものづくり体験ワークショップ、お笑い歴史劇

場の実施

50 グリーンフロント研究所 ⼩串重治
「ふるさとの水（水）と緑（みどり）を守る」でつな

げる森・⾥・海プロジェクト2016

環境貢献型商品として特産物をブランド化し、販売促進を支援するプロジェク

ト

51 BLUE WAVE JAZZ FORUM 柴⽥剛太郎 岡崎市⺠、内⽥修ジャズコレクションで語る
内田修氏による世界的ジャズコレクションを活用して、FMおかざきのバックアップ

をえて全国配信し、ジャズのまち岡崎をPRする企画

52
読み聞かせボランティア こどものため

の絵本活動の手引書をつくる会
⽊⼾玲⼦

4団体が培ってきた読み聞かせに良い本、取り組

みの手引書をつくる

市内4団体の読み聞かせ団体の実践を踏まえて、活動の手引書を作成し、講

習会を開催する他、講演会も実施

53
岡崎三⼗六地蔵巡り・地図づくりの

会
鳥居義久 岡崎三⼗六地蔵巡り・地図づくり

中⼼市街地のPR企画として、三⼗六地蔵巡りがあり、これを促進する地図作

り。体験ツアーや前掛けコンテストの開催

54 三河相撲甚句会 山浦義人 相撲甚句を通じて「明るく楽しく元気よく」
江⼾時代から伝承されてきた相撲甚句をツールに、⾼齢者の⽣き⽅の指針と

なる唄で啓蒙活動、発表会
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55 東海愛知新聞社 大津一夫 おかざきの心の歌 と クラッシックコンサート
岡崎⾳楽家協会チェンバーオーケストラ、市PTAコーラス連盟合唱団の⼒を借

りて、岡崎の情景映像を流しながらクラシックコンサートを開催

56 ウェルフィットネスシステム 鈴⽊恵美 「OKAZAKI 大好きなまち」普及プロジェクト
岡崎市制100周年記念応援ダンスのPR。現⾏のアイドルバージョンに加え、

高齢者向けのお元気バージョンを創作

57 つながる ひろがる 子どもの救急 野村さちい
みんなで育てよう！未来の岡崎チルドレン:0歳〜

100歳100人のメッセージで繋げる子育て支援

安心して子育てできる街 岡崎のブランディング。子育て世代向けメッセージの

冊子化の他、救急、病気の講座を開催

58 NPOブリッジ・フォー・ピース 神直子
家康公の思いを受け継ぐ、現代版・朝鮮通信使

プロジェクト

⽇本と朝鮮両国の関係構築に尽⼒した家康公の功績を知ってもらうイベント

の開催

59 竹千代みこし会 本⽥秀⾏ 竹千代みこし
家康公生誕祭の竹千代まつり、家康公夏祭りの神輿の先導神輿、市制100

周年記念祭のパレードの先導としてみこしを実施

60 岡崎照明文化を考える会 磯部亮次 岡崎あかりプロジェクト2016
岡崎市は宮内庁に灯明油を納める太田油脂、３軒の和ろうそく店があること

から、あかり文化の伝統と革新をPRするイベントを開催

61 一般社団法人 家康と四天王の会 野村弘 地形から⾒た天下取りプロジェクト
社会資本の論客・⽵村公太郎を招き、家康公について深く学ぶ講演会を開

催

62 チームYAMAMOTO.Y 山本豊
岡崎発・まゆプロジェクト 「岡崎大好き！まゆキャ

ラコンテスト：わがまち岡崎・蚕de懐古 家康公」

岡崎の歴史的産業の一つに養蚕業に着目し「岡崎大好き！まゆキャラコンテ

スト」を開催

63 岡崎商⼯会議所⻘年部 植⻄均 「きてみりん！物産展 たのしんできん！岡崎」
岡崎市の物産や名産品を紹介するイベントの開催。東海ブロック商工会議所

⻘年部連合会の⼤会と同⽇開催し、集客⼒を向上

64 千万町・木下ふるさとづくり委員会 荻野嘉美
「岡崎の⼭⾥のお宝（魅⼒）発信・交流プロジェ

クト」

閉校した千万町⼩学校跡地を活⽤し、⽔源の森を楽しむ事業実施、⼭⾥お

宝パンフレットの作成、HP運営、アート展、講演会を開催

65 華然の会 阿部憲子 宴deよせよ 〜華と落語で瀧⼭寺〜
瀧⼭寺を床の間に⾒⽴てて設え、お堂には「⽴て花」。これを市⺠参加で⽣け

花と落語を開催

66 パピーズ子どもミュージカル 三輪夏世
まちの中にでよう！ ふるさと⼤好き 岡崎の⺠話

ミュージカル
岡崎の⺠話ミュージカルに挑戦。テーマは「⽵千代と⻯神さま」

67 岡崎魚仲買組合 魚友会 小嶋敏彦
”魚市場開放！おさかないっぱい夢いっぱい、みん

な集まれ〜”

岡崎の⿂⽂化を発信。⿂のさばき⽅教室や伝統料理を⿂市場を開放して実

施

68 愛恵協会 鈴⽊喜代⼦
家康ゆかりの東海道東部地区を訪ね、自然、歴

史、福祉を知る道中散歩

家康公ゆかりの東海道東部地区を舞台に、自然、歴史、福祉を焦点にあて

たスタンプラリーの開催

69 VASE the social market hub 本⽥良成
VASE the social market hub

（ベイス ザ ソーシャルマーケットハブ）

解体が決まっているリノベーションビルからの情報発信。HPリニューアル、岡崎を

発信するイベントの開催

70 スマートリンク 伊藤尊則 家康公に学ぶ⾃⼰管理術 家康公に学ぶ健康管理術。演劇と歴史を取り⼊れた連続セミナーの実施

71 岡崎JS会 唐木紳二
新世紀岡崎チャレンジ100杯 〜未来に繋げる

〜(仮称)

新世紀岡崎チャレンジ100杯（ソフトボール大会）の開催。同時に日本リー

グ⼥⼦チームによる教室とエキシビジョンの開催

72 NPO法⼈ 四ツ葉の会 京 美喜子
目指せキラキラ介護士！

ワクワクプロジェクト

目指せキラキラ介護士！ワクワクプロジェクトの実施。講演会、疑似介護現場

体験、専門学生との協働
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73 友輪会 岡村健二
友輪会「五万⽯みこし」出陣！

〜市制100周年Ｖｅｒ．〜

五万⽯みこし出陣！五万⽯まつりで巨⼤やぐらを作成し、それとともに⾏進。

祭りを盛り上げ

74
ほのぼのの会（豊かなライフエンディ

ングをつくる会）
⼾⽥暁⼦

豊かなライフエンディングを描こう〜よりよく⽣きる、

よりよく繋ぐ〜

豊かな人生の最後に備えるためのエンディングノートの提案。映画上映会、パ

ネル展示、遺影撮影会の開催

75
新世紀岡崎ポスターコンテスト 実

⾏委員会
山口雅英 新世紀岡崎 ポスターコンテスト

市内中⾼⽣を対象とした岡崎の魅⼒を伝えるポスター展の開催。公募、展覧

会での公開講評会の開催

76
家康時代からの味を次世代に伝え

る会
丹⽻誠次郎 家康時代からの味を次世代に伝える

⼩学⽣への郷⼟料理体験を実施。料亭主⼈を招いた調理実習、と⼋丁味

噌の講習会の開催

77 Nukata Sound Project. 岩月二朗 KURAGARI SOUND FES2016
KURAGARI SOUND FES2016の開催。従来のものに周年記念ステージ

を企画し拡充

78 ねぶた組 香田ともこ
ねぶた組の「新世紀岡崎ねぶた」

制作ワークショップ

市制100周年を祝うねぶらオブジェを、市⺠、学⽣らと⼀緒に作成し、夏祭り

で展示

79 ママンマルシェ 服部未香
Okazaki Living Festa

〜もっと暮らしを楽しもう！〜

約60のハンドメイドアーティストらによる、岡崎市にちなんだハンドメイド作品展

と、岡崎の桧材を使った家づくり展で暮らしと岡崎らしい住まいを提案

80 NPO⽮作川流域で家を造る会 小幡庄司 地産地消 岡崎の木を知ろう!
岡崎の⽊で家をつくる⽂化を⾒直すべく、⼭に⼊って⽊の伐採体験し、その後

製材所で加⼯現場を⾒学いただくイベントを開催

81
発達障害・不登校を育てる会「ゆ

い」
森 誘子

発達障害（アスペルガー）・不登校（ひきこも

り）のサポートについて考え、地域で育てよう！

発達障害（アスペルガー）や不登校（引きこもり）の⼦ども達が社会的に孤

⽴せずに⽣きていける岡崎を実現するのための連続ワークショップ

82
「岡崎は家康の生誕地」を全国に広

め隊
松田広宣

家康でバズらせろ！（※バズるとは世の中でたい

へん話題になること）

無料電話アプリLINEに、年号を覚えられる無料スタンプ「Yeah!ヤスくん」を制

作、配信。家康公のエピソードを若い世代に伝える広告の制作と掲⽰

83 NPOコラボキャンパス三河 浅井朋親
岡崎若者100年会議

-100年後に語られる歴史の1ページをつくろう-

市内外から集まった500名の⾼校⽣、⼤学⽣らにより岡崎若者100年会議を

設置し、これからの岡崎を語り合い、マニフェストを発表

84 コミュニティシンクタンク 太田修
『家康塾』白熱教室岡崎ー講演とセミナーと

「ワークショップ」受講⽣が交流：対話する

家康公の智慧を学び、幅広く教養を⾝につけた市⺠を増やすための市⺠カレッ

ジを全10回開催

85 松應寺横丁まちづくり協議会 春山八廣 まつもトリエンナーレ2016
まつもトリエンナーレ2016の開催。前回のトリエンナーレでの経験を活かし、今

回会場として独自に企画、シティプロモーション事業を実施

86 井田夏祭り 渡邊忠大 井田夏祭り 井田歴史探検スタンプラリー
井田夏まつり・歴史探検スタンプラリーの開催。井田の歴史史跡をめぐるスタン

プラリーを実施、町内の魅⼒を岡崎の魅⼒として発信

87 森、道、市場実⾏委員会 岩瀬⾼⺒ 三河コンシェルジュ／Mikawa Concierge
三河コンシェルジュの実施。三河エリアのまち情報を紹介する「まちの総合情報

ウェブマガジン」の開設
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