
地域文化活動賞受賞団体一覧

田子浦公民館文庫「パンの笛」（富士市）

４１８こちら情報部（富士宮市）

《地域文化活動努力賞》

アマチュア人形劇「ハリケーン」（函南町）

相良史蹟調査会（相良町）

湖西歌舞伎保存会（湖西市）

（昭和６３年度）

人形劇団「あらぐさ」（浜岡町）

みくりや文化の会（御殿場市）

村松の地域づくりグループ鳴沢の会（袋井市）

第６回

（平成４年度）

（平成３年度）

（平成元年度）

第５回

第４回

（平成２年度）

おかあさん人形劇団「星の子」（静岡市）

伊豆史談会（三島市）

「富士の型染」グループ（富士市）

水窪の文化を守る会（水窪町）

《地域文化活動努力賞》

御殿場市立図書館古文書を読む会（御殿場市）

赤石太鼓保存会（本川根町）

袋井市地方史研究会（袋井市）

御前崎町カツオ釣り体操保存会（御前崎町）

引佐町歴史と文化を守る会（引佐町）

彩光会（相良町）

なぎさ会（浜松市）

ＪＲ東海浜松工場映画部

浅羽町文化財研究会（浅羽町）

三ヶ日町郷土を語る会（三ヶ日町）

《地域文化活動努力賞》

　　シネマ宅急便（浜松市）

かんなみ猫おどり実行委員会（函南町）

石田文庫（静岡市）

川根ペンクラブ（川根町）

コール・あかとんぼ（浜松市）

翁雅楽会（静岡市）

創作グループ「アラジン」（静岡市）

相良古美術鑑賞会（相良町）

山名歴史研究会（袋井市）

豊田町郷土を研究する会（豊田町）

《地域文化活動努力賞》

熱海囃子保存会笛伶会（熱海市）

曳馬地方郷土史研究会（浜松市）

浜北郷土クラブ（浜北市）

佐野美術館友の会（三島市）

富士宮重須孝行太鼓保存会（富士宮市）

藤枝文学舎を育てる会（藤枝市）

グローバル文化交流協会（ＧＩＡ）（三島市）

静岡県俳諧史研究会（富士市）

静岡県詩をつくる会（静岡市）

掛川歴史教室（掛川市）

小山町歴史を学ぶ会（小山町）

矢倉太鼓保存会（清水市）

湖西文化研究協議会（湖西市）

浜松１６ミリ映写技術協会（浜松市）

中区　神明社（西伊豆町）

第３回

該当なし

該当なし

日本雪だるまの会（静岡市）

表彰回

（年度）

第１回

第２回

（昭和６２年度）

地域文化活動賞 地域文化活動奨励賞 その他

「富士の型染」グループ（富士市）

団体名（事務局所在地）

猿っ子踊保存会（賀茂村）

あひるの会（水窪町）

遠州横須賀倶楽部（大須賀町）

八洋会（由比町）

若芝俳句会（榛原町）

相良町民俗芸能研究会（相良町）



地域文化活動賞受賞団体一覧

表彰回

（年度） 地域文化活動賞 地域文化活動奨励賞 その他

団体名（事務局所在地）

人形劇団　ふもと（富士宮市）

佐久間町吹奏楽クラブ

　＜ﾑｼﾞｰｸ･ｶﾍﾟﾚ･ﾃﾞｱ･ｼｭﾀｯﾄさくま＞（佐久間町）

光明遺跡保存会（天竜市）

第１２回

（平成１０年度）

第１１回

（平成９年度）

第１０回

（平成８年度）

第９回

（平成７年度）

第８回

（平成６年度）

第７回

（平成５年度）

浜松スペースハンタークラブ（浜松市）

湖西歌舞伎保存会（湖西市）

三島ゆうすい会（三島市）

該当なし

磐田ミュージカル制作実行委員会（磐田市）

富士市少年少女合唱団（富士市）

丸子獅子保存会（静岡市）

佐久間町民話の語り部

　　　「やまんばの会」（佐久間町）

大東ふるさと太鼓の会（大東町）

上阿多古草ぶえ会（天竜市）

寺尾武家凧保存会（龍山村）

《地域文化活動努力賞》

《地域文化活動努力賞》

田京式三番叟保存会（大仁町）

大井川町野鳥観察グループ（大井川町）

静岡史迹同攷会（静岡市）

ふるさとの文化を守る会（細江町）

三遠南信文化交流会「風の櫂」（天竜市）

榛原町民話収集グループ（榛原町）

島田紙わざ探検隊（島田市）

浜松発明研究会（浜松市）

伊豆フィルハーモニー管弦楽団（伊東市）

多賀紙人形（富士市）

上阿多古草ぶえ会（天竜市）

駿河の裂織倶楽部（蒲原町）

親子おたのしみ劇場（西伊豆町）

富士宮自然観察の会（富士宮市）

さみどり合唱団（磐田市）

浜松交響吹奏楽団（浜松市）

富岳太鼓保存会（御殿場市）

笹間神楽保存会（川根町）

水窪草木染（水窪町）

子供によいお話を語る会

しずおか演劇祭実行委員会（静岡市）

和太鼓集団　藤枝太鼓（藤枝市）

　　　おはなしろうそく（静岡市）

かざぐるま（焼津市）

焼津短歌会（焼津市）

久野城址保存会（袋井市）

袋井丸凧保存会（袋井市）

つれづれの会（裾野市）

北上くらしのサロン（三島市）

天間太鼓保存会（富士市）

羽衣の舞保存会（清水市）

橋下区かりがね護所太鼓保存会（富士市）

劇団　静芸（静岡市）

川根ペンクラブ（川根町）

フラウェンコール・菊川（菊川町）

南伊豆陶芸クラブ（南伊豆町）

沼津交響楽団（沼津市）



地域文化活動賞受賞団体一覧

表彰回

（年度） 地域文化活動賞 地域文化活動奨励賞 その他

団体名（事務局所在地）

わかしお会(沼津市) 浜松凧の会（浜松市）

浜松絵本クラブ“チャイルドママ”(浜松市) 《地域文化活動特別賞》

見高三番叟保存会(河津町) 中川根ふる里通信（中川根町）

《地域文化活動努力賞》

（平成１６年度） 下田コールフロイデ（下田市) 静岡バンブーオーケストラ岡部宿竹の合奏団（岡部町）

和紙絵画グループ　ふじ輝和会（富士市）

豊田歴史と文化を学ぶ会（焼津市）

三遠南信文化研究同好会（浜松市）

小泉八雲顕彰会(焼津市) 浜松音楽友の会(浜松市) 《地域文化活動努力賞》

富士市花の会（富士市）

《地域文化活動特別賞》

松の会（浜松市）

静岡パパさんコーラス（静岡市）

《地域文化活動賞特別賞》

浜松１６ミリ映写技術協会（浜松市）

《地域文化活動特別賞》

翁雅楽会（静岡市）

Ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ編集室〈富士市）

着装倶楽部（長泉町）

《地域文化活動特別賞》

《地域文化活動特別賞》

しずおか寄席を育てる会（静岡市）

掛川歩こう会（掛川市）

特定非営利活動法人

伊東市文化財史蹟保存会（伊東市）

雄踏歌舞伎保存会「万人講」（雄踏町）

文芸フォーラム静岡（静岡市）

富士てがみまつり実行委員会（富士市）

浦川歌舞伎保存会（佐久間町）

第１８回

（平成１５年度）

第１７回

第１６回

（平成１４年度）

第１５回

（平成１３年度）

（平成１２年度）

第１３回

（平成１１年度）

第１４回

影絵劇団　いちばん星（由比町）

ひょうたん池自然を考えよう会（磐田市）

さとうきび栽培研究会（豊岡村）

伊豆市民オペラ協会（韮山町）

富士自然観察の会（富士市）

ノスタルジックロマン

　　　修善寺推進委員会（修善寺町）

裾野五竜太鼓保存会（裾野市）

特定非営利活動法人

　浜松フィルハーモニー管弦楽団協会（浜松市）

劇団　ゆやの里芸術座（豊田町）

三保の松原　羽衣村（清水市）

「ふるさと童話菊川」の会（菊川町）

ストリートギャラリー実行委員会（三島市）

伊東市三曲連盟（伊東市）

東比奈諏訪神社大龍の舞保存会（富士市）

浜松市北部公民館古文書同好会（浜松市）

静岡県能楽鑑賞会（清水市）

原田清流子供太鼓保存会（富士市）

かたつむりの会（浜松市）

熊切おはなしかあさん（春野町）

〈少女和太鼓〉魁鼓／ＫＡＩＫＯ５００

　　　（カイコゴーマルマル）（雄踏町）

特定非営利活動法人ガラ紡愛好会（浜松市）

静岡に文化の風を（静岡市）

静岡長唄鑑賞会（静岡市）

駿州白糸原手筒花火保存会（富士宮市）

金谷大井川　川越し太鼓保存会（金谷町）

静岡市こどもミュージカル（静岡市）

おはなしの会　ぐりとぐら（浅羽町）

クリエイティブ２０２１（福田町）

湖西フロンティア倶楽部（湖西市）

田子ばやし・田子海保存会（西伊豆町）

東海道「蒲原宿」の会（蒲原町）



地域文化活動賞受賞団体一覧

表彰回

（年度） 地域文化活動賞 地域文化活動奨励賞 その他

団体名（事務局所在地）

特定非営利活動法人水の国しずおかフォーラム（静岡市葵区）

特定非営利活動法人文化芸術創造工房カルチャーネット御前崎（御前崎市）

特定非営利活動法人クリエイティブサポート　レッツ（浜松市南区）

特定非営利活動法人伊豆森林夢巧房研究所（伊豆市）

第２３回 静岡混声合唱団TERRA（静岡市葵区） 《地域文化活動努力賞》

特定非営利活動法人芸術文化創造育成センター（磐田市）

三島グロリア合唱団（三島市）

NPO法人フィルム微助人（沼津市）

（平成２０年度）

創作和紙人形　華扇会（浜松市） NPO法人戸田塩の会（沼津市）

西奈図書館友の会“けやき”（静岡市） 静岡県立榛原高等学校郷土史研究部（牧之原市）

しじみの会（浜松市） ≪地域文化活動特別賞≫

《地域文化活動奨励賞》 徳谷神社神楽会（川根本町）

（平成１９年度） 浜松合唱団（浜松市） 葛山城址保存会（裾野市）

第２１回 静岡県現代舞踊協会(磐田市） 《地域文化活動特別奨励賞》 《地域文化活動努力賞》

伊豆新世紀創造祭記念合唱団（伊東市）

静岡ジュニアジャズオーケストラ（三島市）

一色太鼓保存会（小山町）

中川根語り部の会「話楽座」（川根本町）

《地域文化活動奨励賞》 ゆうとう夢ちんどん団（浜松市）

（平成１８年度） 浜松放送劇団（浜松市） 鹿島交流振興会（浜松市）

第２０回 NPO法人駿河裂織倶楽部（静岡市) 《地域文化活動努力賞》

《地域文化活動努力賞》静岡木遣保存会東嘉会(静岡市) 西伊豆町浜連合区第１９回

（平成１７年度）

《地域文化活動特別奨励賞》

　　　　（佐波神社人形三番叟）（西伊豆町) 浜北万葉食研究会「月草の会」（浜松市）

紙芝居グループ「あったとさ」（島田市）

浜松市民オペラ協会(浜松市)

《地域文化活動特別賞》

浜松ライオネット合唱団（浜松市）

磐南文化協会（磐田市）

富士地区地学会（富士市）

第２２回 劇団夢舞’９２（焼津市） 《地域文化活動特別奨励賞》 《地域文化活動努力賞》

静岡浅間木遣保存会（静岡市） 中川根町史研究会（川根本町）

《地域文化活動奨励賞》 《地域文化活動特別賞》

清水日本語交流の会（静岡市）

見付宿を考える会（磐田市） 遠州常民文化談話会（磐田市）

焼津市「光の中」混声合唱団（焼津市） 沼津美術協会（沼津市）

《地域文化活動努力賞》

（平成２１年度）

びくの会（藤枝市）

浜松マンドリンオーケストラ（磐田市）

（平成２２年度）

ＳＯＬＥ（藤枝市）

おぐーんママブラスＦＵＪＩ（富士市）磐田オラトリオ研究会（磐田市）

芝居屋ＮＹA-ＧＯ（榛原郡吉田町）

第２４回 島田鹿島踊保存会（島田市）

御前崎伝統和船保存会（御前崎市）

特定非営利活動法人伊豆学研究会（伊豆の国市）

樂土舎　樂土の森プロジェクト（袋井市）



地域文化活動賞受賞団体一覧

表彰回

（年度） 地域文化活動賞 地域文化活動奨励賞 その他

団体名（事務局所在地）

やなぎ文庫（菊川市）

富士芸術村（富士市） 北部生涯学習ボランティアの会（浜松市中区）

ぶんかさろん・しみず（静岡市清水区）

第２８回 特定非営利活動法人伊豆学研究会 四季を歌う会（静岡市清水区） 《地域文化活動努力賞》

（平成２６年度） （伊豆の国市） 静岡アートドキュメント実行委員会（静岡市葵区） おしゃべりパンダ（静岡市駿河区）

はままつ映画祭実行委員会（浜松市西区）

特定非営利活動法人宇佐美江戸城石丁場遺跡保存会（伊東市）

第２５回 静岡県オペラ協会（静岡市葵区） 《地域文化活動努力賞》

（平成２３年度）

男声合唱団オーロラ（浜松市中区）

延命地蔵尊ZIZO会（静岡市清水区）絡繰機械’S（浜松市中区）

《地域文化活動努力賞》

磐田ジュニアホステリングクラブ（浜松市）

《地域文化活動努力賞》

シーンボイス．浜松（浜松市東区）

清水郷土史研究会（静岡市）

静岡県童謡の会（静岡市）
K's pro.（静岡市）

志太こどもミュージカル実行委員会
（焼津市）
静岡昆虫同好会（静岡市）

第２９回

（平成２７年度）

ごてんばアート・クラフトフェア実行委員会（御殿場市）

島田児童合唱団カナリヤ（島田市）

第３０回

（平成２８年度）

第３１回

（平成２９年度）

梅園ジャカランダ遊歩道を美守る会（熱海市）

日本茶道塾（袋井市）

浜松スイングバンド（浜松市）

静岡浪曲愛好会（静岡市）

駿河半紙技術研究会（富士宮市）

浜松少年少女合唱団（浜松市）

企業組合くれば（島田市）

ＮＰＯ法人アートの里伊豆高原絵本の家（伊東市）

ＡＯＩ・レジデンス・クヮルテット（静岡市葵区）初倉郷土研究会（島田市）

特定非営利活動法人菊川まちなかいきいき倶楽部（菊川市）伊豆の国市能友の会（伊豆の国市）

富士ベートーヴェンコーラス（富士市）

みんなのコンサート実行委員会（静岡市清水区）

第２６回 特定非営利活動法人 《地域文化活動特別賞》

（平成２４年度） 掛川の現代美術研究会（掛川市）

（平成２５年度） （浜松市天竜区）

ＮＰＯ法人きゃべつくらぶ（裾野市）

天間謡泉会（富士市）劇団砂喰社（浜松市南区）

静岡県文学連盟（静岡市葵区）浜松フラウエンコール（浜松市中区）

特定非営利活動法人レッツエンジョイしゃぎり（三島市）

三遠・甲信・伊勢に遊ぶ会（浜松市中区）特定非営利活動法人静岡時代（静岡市葵区）

第２７回 「龍水の都」文化体験プログラム実行委員会 《地域文化活動努力賞》

光友会（下田市）特定非営利活動法人しずおかコンテンツバレー推進コンソーシアム（静岡市葵区）

≪地域文化活動特別賞≫

知半アートプロジェクト委員会（伊豆の国市）

藤枝市民活動団体　似顔絵・ウフフ（藤枝市）


