
認定番号 事　　　業　　　名 主　催　者 実施期間 実施時間 会　　　　　場 内　　　　　　　　　　容

第30-1 岡山赤十字フェスティバル
日本赤十字社岡山県支部ほ
か

平成30年5月12日（土） 10：00～15：00
岡山赤十字病院
岡山市北区青江二丁目1-1

キッズ救護員体験、非常食炊き出し体験、災害救護用資機材倉庫公開、パネル展示、緊急車両
公開等のイベント。

第30-2 碧山荘まつり 特別養護老人ホーム碧山荘 平成30年9月1日（土） 17:00～20:00
特別養護老人ホーム　碧山荘
倉敷市林1140

施設入居者やその家族、また地域の方々を招待してまつりを開催。

第30-3 第５６回　岡山市芸術祭
岡山市、岡山市芸術祭実行
委員会、（公財）岡山市ス
ポーツ・文化振興財団

平成30年9月29日
　～平成30年12月31日

事業により異なる 岡山市内各所 岡山市芸術祭

第30-4 おかやま国際音楽祭２０１８ 岡山市長　大森　雅夫
平成30年9月29日
　～平成30年10月14日

事業により異なる 岡山市内各所
毎年9月～10月にかけて岡山市内各所で開催される音楽の祭典
ホールだけではなく、野外、街角などあらゆる場所で開催

第30-5
第36回　大人ソフトボール大会（横井学
区）

横井学区体育協会 平成30年5月13日（日） 8：00～15：00 岡山市立横井小学校運動場
横井学区内の町内対抗ソフトボール大会
12チーム　約180人が参加

第30-6
第4回　子どもディスコン大会（横井学
区）

横井学区体育協会 平成30年10月6日（土） 8：00～13：00 岡山市立横井小学校体育館
横井学区内の小学生のディスコン大会
約150人が参加予定

第30-7 第45回　バレーボール大会（横井学区） 横井学区体育協会 平成30年6月17日（日） 8：00～15：00 岡山市立横井小学校体育館
横井学区内の町内対抗婦人バレーボール大会
10チーム　約120人が参加予定

第30-8 第47回　横井学区大運動会 横井学区体育協会 平成30年9月30日（日） 9：00～15：00 岡山市立横井小学校運動場
横井学区内の町内対抗運動会
10町内　約700人が参加予定

第30-9 「晴れの国ラン」大会応援活動 まちだこうぞう
平成30年4月19日
～平成30年11月11日

適時
各ライブ会場にて
(花・緑ハーモニーフェスタin西川など)

楽曲「晴れの国ラン」を各種イベントにて演奏し、大会を盛り上げる

第30-10
さわやか片鉄ロマン街道！自転車散歩
サイクリング大会

NPO法人　吉井スポレククラ
ブ

平成30年10月28日（日） 9:30～14：00 赤磐市福田　　（株）キャットアイ 秋晴れのサイクリングロードを自転車で走ろう！

第30-11
つくろう・のばそう！スポーツプロジェク
ト
レッツチャレンジ！競技体験事業

NPO法人岡山県水泳連盟・
NPO法人岡山県セーリング連
盟・岡山県カヌー協会、岡山
県スキー連盟、岡山県トライ
アスロン協会

平成30年4月1日から
　　平成31年3月31日まで

調整中 調整中
小学生を対象に小学校の体育授業や学級活動・特別活動のほか、総合型地域スポーツクラブ
における活動等へ、専門の指導者を派遣し、小学校期の子どもたちが運動やスポーツを実践す
る機会を提供する。

第30-12 市民のための救命講習会
岡山県医師会・特定非営利
活動法人NPO救命おかやま
事務局

平成30年11月10日（土） 14：00～15：30
岡山市北区いずみ町2-1-3
ｼﾞｯﾌﾟｱﾘｰﾅ岡山「ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ」

心肺蘇生法とAEDの使い方を学ぶ救命講習会

■おかやまマラソン2018協働事業一覧
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第30-13 リフレッシュ瀬戸内
瀬戸内・海の路ネットワーク
推進協議会

平成30年7月1日（日） 7：30～8：30
岡山市東区宝伝
宝伝海水浴場

美しい瀬戸内海を守るため、また文化・観光・海洋レクリエーションの拠点及び快適な生活の場
として発展させることを目的に、瀬戸内海沿岸の海岸と海域で一斉清掃を実施

第30-14
‐岡山市体育協会創設70周年記念事業
‐
第７６回 岡山市民体育大会

一般財団法人岡山市体育協
会 平成30年10月8日（月祝） 9：00～

岡山県陸上競技場
（ｼﾃｨﾗｲﾄｽﾀｼﾞｱﾑ）他

岡山市民が一堂に会する体育大会を開催することによって、市民一人ひとりにスポーツに親し
む機会を提供し、生涯スポーツの推進を図るとともに、市民相互の親睦を深め、健康で生きがい
のある市民生活を創造する。

第30-15
アマチュア無線を使用してのおかやまﾏ
ﾗｿﾝＰＲ

ももたろうAMCﾘﾊﾞﾃｨｰﾌｧﾐﾘｰｸ
ﾗﾌﾞ

平成30年9月1日
　～平成30年11月30日

岡山県内 アマチュア無線を活用しておかやまマラソンをPR

第30-16
岡山市地域づくりクラブパワーピープル
２１
星空まつりin西川

岡山市地域づくりクラブパ
ワーピープル２１

平成30年7月27日（金） 17:00～21:00
下石井公園
岡山市北区幸町

本イベントは、ごみゼロ、補助金ゼロ、子どもとまちづくり、他団体とのネットワークなどをテーマ
として平成11年から毎年開催している。
昨年に引き続き、イベントの中でおかやまマラソンのPRを積極的に行う。

第30-17
届け！ARTに込めたこの想い！！
16,300人のランナーに贈る応援イラスト
メッセージ＆Okayama’s Best！

公益財団法人岡山市スポー
ツ・文化振興財団

平成30年7月上旬
　～11月上旬

過去3回のおかやまマラソンに引き続き、大会参加者に、開催地岡山市内の小学生が制作した
「応援イラストメッセージカード」を記念品としてプレゼントします。子どもたちの温かく力強い応援
メッセージでランナーを鼓舞するとともに、子どもたち一人ひとりが考える「わたしが好きな岡山」
「紹介したい岡山」を記載し、次年度以降の再出場「リピーター」の確保や、将来に向けた市内誘
客
も期待しています。
カードの裏面には、「おかやまマラソン」や「岡山市」、「岡山県」の紹介につながるイメージ写真
等を
掲載し、県外や国外ランナーに岡山をPR します。

第30-18 「晴れの国おかやま　かわら版」の発行
日本政策金融公庫　岡山支
店

平成30年6月～平成30年
11月までの発行分

「晴れの国おかやま　かわら版」を岡山県内の関係機関、商工業者・農林漁業者の皆様に配布

第30-19
第66回岡山県青年祭兼
第67回全国青年大会岡山県予選

岡山県青年団協議会
平成30年7月29日（日）、
　8月19日（日）、26日
（日）

9:00～17時
真備総合公園軟式野球場、岡山武道
館

県下の勤労青年がつどい、地域を舞台に取り組んでいるスポーツ活動の成果を競い合うことに
よって友好親善の情を深め、健康で豊かな地域社会の創造を目指し開催する。

第30-20
平成30年度岡山県生涯スポーツ研究
大会兼岡山県スポーツ推進委員研修
会

岡山県スポーツ推進委員協
議会

平成30年7月28日（土）～
29日（日）

7月28日12:30～16：45
7月29日 9：10～11：
50

ロマン高原かよう総合会館ほか
吉備中央町豊野1-2

生涯スポーツの一層の振興・充実を図るため、スポーツ推進委員等生涯スポーツ関係者が地域
のスポーツ振興に関する諸問題について、研究・協議するとともに専門知識や実技について研
修し、指導者の資質向上に資する。

第30-21 One Step Dance Company One Step Dance Company
平成30年8月4日（土）
　　　　　　　　 5日（日）

10：00～17：00 うらじゃ演舞場 うらじゃ演舞場にて、おかやまマラソンをPR

第30-22
岡山駅前商店街
土曜夜市・桃太郎市

桃太郎プロジェクト実行委員
会

土曜夜市：7/28
桃太郎市：6/10,7/8,
8/5,9/9,10/14,11/11

土曜夜市：16～20時
桃太郎市：11～16時
11/11のみ12～18時

岡山市北区駅前町
岡山駅前商店街アーケード内

土曜夜市、桃太郎市（子ども向け体験会、音楽ライブ、飲食ブース）

第30-23 西大寺ふれあいまつり
（公財）岡山市ふれあい公社
西大寺ふれあいセンター

平成30年7月29日（日） 10：00～15：00頃
西大寺ふれあいセンター
岡山市東区西大寺中二丁目16-33

幼児から高齢者・障害者まで誰もが楽しめる催しを企画し、市民の福祉・健康・生涯学習に関す
る啓発・広報を行い、一層の市民へのふれあいセンターの認知度の向上、事業内容の周知を図
るもの。
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第30-24 招き猫美術館　無料開放 招き猫美術館 平成30年11月11日（日） 10：00～17：00
招き猫美術館
岡山市北区金山寺865-1

おかやまマラソン当日に限り、全員無料で入館できる。
（通常は一般600円、小中学生300円）

第30-25 倉敷文化芸能祭（第５回） 倉敷文化芸能祭実行委員会 平成30年10月7日（日） 12：00～17：00 倉敷健康福祉プラザ 倉敷文化芸能祭

第30-26
北ふれあいまつり～２０年の感謝をこめ
て～

（公財）岡山市ふれあい公社
北ふれあいセンター

平成30年7月1日（日） 10：00～15：00
北ふれあいセンター
岡山市北区谷万成二丁目6-33

岡山市社会福祉協議会と連携し、健康づくりや地域福祉の向上等を目的として、子どもから高
齢者・障害者まで幅広い多くの市民の交流の場となるよう、北ふれあいセンターを会場に各種催
しを実施するもの。

第30-27 第３７回蒜山高原マラソン大会
蒜山高原マラソン全国大会実
行委員会

平成30年10月21日（日） 7：00～13：30
蒜山高原スポーツ公園
岡山県真庭市蒜山上長田2300-1

大会当日におかやまマラソンPRのテントブースを設ける。

第30-28 第４１回大元公民館文化祭
大元公民館文化祭実行委員
会

平成30年10月20日（土）
　　　　　　　　　21日（日）

10月21日
　10：00～17：00
10月22日
　10：00～15：00

岡山市立大元公民館
岡山市北区大元上町10-31

地域の文化向上と地域住民の交流を図る。

第30-29 西川フォークミーティング 宗包　仁
平成30年5月13日、
　　　6月10日、7月8日、
　　　9月9日、10月14日

12：00～14：30
岡山市北区
西川緑道公園、野殿橋ステージ

アコースティック楽器の演奏、歌唱

第30-30 オカリナ・フレンズ　ミニミニコンサート オカリナ・フレンズ 平成30年10月31日（水） 12：00～16：30
ルネスホール
岡山市北区内山下1-6-20

「楽しく、仲良く、元気よく」続ける。を合言葉に県南の公民館、カルチャーでオカリナを通して地
域活動をしています。「めざせ85才！過ぎても！」が目標です。
当日は22グループが色んな種類のオカリナで、色んな曲を演奏します。参加者全員で企画運営
に参加し、ポスター、プログラムなど全て手作りです。日頃の練習の成果を発表し、見聞を高め
ます。

第30-31 文化がまちにある！プログラムin備前
文化がまちにある！プログラ
ムin備前実行委員会

平成30年9月～12月 ルネスホールほか
第16回おかやま県民文化祭の開催期間中、備前地域で県民が主役となって企画・実施する文
化芸術活動で、人々が行き交う「まち」に文化芸術の輪を広げ、地域を元気にしていく事業。

第30-32
瀬戸内市長杯・牛窓オリーブカップヨッ
トレース

牛窓ヨットクラブ、NPO法人岡
山県セーリング連盟

平成30年10月6日（土）
　　　　　　　　　7日（日）

6日　15：00～20：00
7日　 7：00～20：00

牛窓ヨットハーバー、牛窓湾内及び牛
窓諸島周辺海域
瀬戸内市牛窓町牛窓5414-7

岡山県をはじめ近隣県からの多くの参加者を集めオールドからジュニアまで誰もが楽しめるヨッ
トレースを行うことで、牛窓ヨットハーバー及び牛窓地区の賑わい活性化、観光発展等に貢献す
るもの。

第30-33 津島やよいまつり
岡山県古代吉備文化財セン
ター

平成30年10月27日（土）
　　　　　　　　　28日（日）

10：00～15：00

津島やよい広場・遺跡＆ｽﾎﾟｰﾂﾐｭｰｼﾞ
ｱﾑ
岡山市北区いずみ町
岡山県総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ内

岡山県総合グラウンドを発着点とするおかやまマラソンの開催に合わせて、これを応援する幟
旗を作成・設置することにより、参加者等の史跡津島遺跡及び津島やよい広場への関心を高め
る。

第30-34 ウェルポートまつり
（公財）岡山市ふれあい公社
岡山市ウェルポートなださき

平成30年8月26日（日） 11：00～15：00
岡山市ウェルポートなださき
岡山市南区片岡159-1

ステージショー、ものづくり、屋台等

第30-35 和文化フェスティバル　園遊会
和文化フェスティバル　園遊
会　実行委員会

平成30年11月10日 10：00～15：00
岡山後楽園
岡山市北区後楽園1-5

岡山後楽園の素晴らしさを全国に発信し、外国人や青少年に紹介し、和文化を啓蒙する人たち
で和文化を楽しみ、発表する機会を設け、岡山きもの文化人の表彰などを開催、岡山の和文化
を発信する。外国人と青少年が交流し、次世代に継承する。
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第30-36 第7回　街道祭 勝央町街道祭実行委員会
平成30年9月8日（土）
　　　　　　　　 9日（日）

10：00～15：00
（両日）

出雲街道勝間田宿
岡山県勝田郡勝央町勝間田地区

出雲街道を利用し、アーティストによる手作り作品の展示・販売やワークショップの実施、食のお
もてなしとして地元農産品の販売、街道の歴史・文化に触れるクイズラリー等を行い、街道の賑
わいを創出する。

第30-37 音楽イベントにおける啓発事業
AIURA//DATE
ｱｲｳﾗﾊﾟﾗﾚﾙﾃﾞｰﾄ

平成30年7月29日（日）～ イベントによる
岡山市北区表町三丁目7-15
BE　CRAZAY　　　　ほか

・８月１１日（土）　AIURA//DATEレコ発ツアー　BE　CRAZY
・９月１５日（土）　頭島あかりまつり　あかりの音楽会
・９月２９日（土）　「ジャズイン西川・秋」　14時～野殿橋ステージ　　　　等

第30-38 ふれあいマーケットinサマー
（公財）岡山市ふれあい公社
岡山ふれあいセンター

平成30年9月1日（土） 10：00～15：00頃
岡山ふれあいセンター
岡山市中区桑野715-2

健康づくりや地域福祉の向上等を目的として、子どもから高齢者・障害者まで幅広い多くの市民
の交流の場となるよう、岡山ふれあいセンターを会場に各種催しを実施するもの。
ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、出張！わくわくﾍﾟﾝｷﾞﾝﾗﾝﾄﾞ、工作＆ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、屋台　等

第30-39 ふれあい秋ウォーク
（公財）岡山市ふれあい公社
岡山ふれあいセンター

平成30年9月23日（日・
祝）

9:30～13：00頃
岡山ふれあいセンター
岡山市中区桑野715-2

岡山ふれあいセンター周辺の約6.5ｋｍのコースをウォーキング

第30-40
平成３０年度児島湖ふれあい環境フェ
ア

岡山県、児島湖流域環境保
全対策推進協議会

平成30年9月8日（土） 10：00～14：00
岡山県児島湖流域下水道浄化セン
ター
玉野市東七区453

・児島湖流域環境保全推進ポスターコンクールの入賞作品及び環境保全啓発パネル等の展示
・顕微鏡観察や水質測定などの体験型の環境学習
・児島湖に棲息する魚類等を展示する移動水族館等

第30-41
平成３０年度児島湖流域環境保全推進
ポスター・パネル展

岡山県、児島湖流域環境保
全対策推進協議会

平成30年9月5日～29日
平成30年10月25日～27
日

①9月開催分
10：00～18：00
②10月開催分
9：00～21：00

①アスエコ
　岡山市北区下石井2-2-10
②生涯学習センター
　岡山市北区伊島町三丁目1-1

児島湖流域の小中学校の児童生徒から募集した児島湖流域環境保全推進ポスターコンクール
の入賞・入選作品及び環境保全啓発パネル等の展覧会を開催するもの

第30-42 平成３０年度児島湖流域清掃大作戦
岡山県、児島湖流域環境保
全対策推進協議会

平成30年11月4日（日） 8：30～10：00
締切堤防会場ほか　６会場
岡山市南区築港緑町地内

児島湖及び流入河川等の９箇所で一斉清掃を行う。
（参加予定者数：約　5,000人）

第30-43 ランナーズおもてなし奉還祭 奉還町商店街振興組合
平成30年11月10日（土）
　　　　　　　　　11日（日）

11：00～17：00 奉還町商店街 シャワールーム提供、商品定率割引、商品お買い上げの方にサービス等

第30-44
備前岡山ええじゃないか2018　大誓文
払い

岡山市商店会連合会
平成30年11月2日（金）
　　　　　　　　～4日（日）

10：00～19：00
表町・駅前・奉還町商店街・市商連加
盟大型商業施設

表町・駅前・奉還町商店街・市商連加盟大型商業施設にて、マルシェやワゴンセール、音楽ライ
ブといった商業イベントを行う。

第30-45 高松中学校ＰＴＡバザー 高松中学校ＰＴＡ 平成30年9月9日（日） 9：30～9：50
岡山市立高松中学校
岡山市北区高松原古才30

高松中学校ＰＴＡバザーにて、ダンスのステージで口頭でおかやまマラソンのPRをし、おかやま
マラソンを盛り上げる。


