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特定非営利活動法人 大分県芸術文化振興会議
通巻第122号　  2007（平成19）年４月３日発行
題字：戸口勝山

　特定非営利活動法人として初めての「文化を

語る夕べ」を平成18年12月20日、大分東洋ホテ

ル２階「二豊の間」に会員約230名が参集、広

瀬大分県知事ほか多数のご来賓、そして県民芸

術文化祭実行委員会委員その他のお客様をお迎

えし、盛大に開催した。

　新たな出発に際し、「文化を語る夕べ」も新

しい趣向として、プログラムに芸振講話、ミニ

コンサートを加え、芸術文化団体らしい交流会

となった。

平成18年12月20日　東洋ホテル

（上左）ゼーレカルテットによるミニコンサート
（上右）大分県歌人クラブ　伊勢方信会長による芸振講話「昴の時代」
（下）大分県文化振興県民会議　豊田寛三会長による万歳三唱
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　芸振では大分県芸術文化基金による補助金を加盟団体の事業に対して補助金を交付しています。

特定非営利活動法人としても、引き続き主要な事業の一つとして実施していきます。

　現在、理事会で今後、加盟団体の活動支援としてより効果的な補助金のあり方を検討中です。

Q 補助金は誰でも受けられますか？

A 芸振に加盟して３年が経過した団体会員であれば、誰でも希望できます。

Q 補助金を受けるには

A 総会時に全会員に配布する「補助事業計画書」を提出。
　平成20年度に実施する事業に補助金を希望する場合

　平成19年度通常総会で受け取る「補助事業計画書」を平成19年度の指定期日（例年10月

31日）までに提出してください。

　「補助事業計画書」には事業の名称、期日、会場（予定）のほか、予算を記入するよう

になっています。早めの準備が必要です。

Q 補助金の決定は

A 提出された「補助事業計画書」を基に理事会で計画、総会で決定。

Q 補助金を受けることが決まったら

A 補助金を受ける年度の通常総会で、内示と補助金関係の提出用紙を受け取ります。
提出期限、記入方法などについて、補助金説明会に出席。

補助金交付申請書を指定期日までに提出。

Q 補助金を受けた事業は終わったら

A 補助事業実績報告書、補助金交付請求書を指定期日までに提出。
このとき、事業実施の証拠書として

　　チラシ、プログラム等の印刷物

　　領収書のコピー

　　写真

　　（新聞掲載記事）

が必要となりますので、心がけておいてください。

提出書類の記入方法などは説明会で説明します。

加盟団体事業補助金について加盟団体事業補助金について加盟団体事業補助金について加盟団体事業補助金について

平成18年度補助事業
大分県俳句連盟発行
「一人二句集」
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　平成19年１月24日　「エイトピアおおの」小ホールにおいて「豊肥地域文化振興懇談会」が大分

県文化振興県民会議・竹田市・豊後大野市の主催で開催された。

　大分県芸術文化振興会議からは地域事業担当の柴田束理事、永見政子理事が出席。芸振の組織運

営、事業などについて説明したほか、豊肥地域で文化活動に携わっている方々の意見を聞くなどの

情報収集に務めた。

　また、地域での文化活動の実態を知り、今後の事業に向けて参考とするため、各市町村文化行政

担当課あてに「地域文化活動調査」を実施した。現在、集計中。

地域事業

2007年春季大分県美術展のご案内

部　門 開催期日 搬入日 備　　考
写　　真 ５月８日㈫～13日㈰ ５月５日㈯ 会員・一般公募
書　　道 ５月15日㈫～20日㈰ ５月11日㈮ 一般公募のみ
日洋彫工 ５月22日㈫～27日㈰ ５月20日㈰ 会員・一般公募

会場…大分市牧緑町　県立芸術会館

※春の大分県美展が始まります。春はどの部門も一般公募をしています。奮って出品して下さい。

また、多くの方々の観覧をお待ちしています。入場料は500円です。詳細はそれぞれの部門の事

務局にお問い合せ下さい。

〈事務局〉
写　　真 大分市金池町2-14-15 大崎スタジオ 097-532-2520
書　　道 大分市上宗方松ヶ丘27-1 山本　雅風 097-541-5964
日洋彫工 大分市小野鶴南2-2-5 山崎哲一郎 090-7290-4943

会員の行事紹介

06春季大分県美術展会場風景
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ア ン ケ ー ト ま と めン ケ ー ト ま とア ン ケ ー ト ま と め

● 編集委員会から文化年鑑執筆のお願い

（06年９月実施　提出51）

　昨年９月のアンケートへのご協力ありがとうございました。多くのご意見をいただきまし

たが、紙面の都合上、以下のようにまとめました。

　寄せられました課題、要望等はほとんどが、芸振が進むべき方向ですので、当然のことな

がらその意に沿うよう努力してまいります。芸振だけではどうにもならない案件も多く、会

員の皆様や関係機関のご協力ご支援は不可欠です。よろしくおねがいします。

　３月17日付で加盟団体宛に今回から新しく「加盟団体活動内容表」をお送りしています。4月16日ま
でに事務局までお送りください。

　各団体のプロフィール、年間（2006年版に限り、平成18年１月から19年3月までの１年３ヶ月）の活

1あなたやあなたの団体について
　お尋ねします。
⑴　これまで活動してきたこと、

　　特定の地域や全県的にしていること

・定期の公演、演奏会、美術展など開催。

・ボランティア活動、小中校、施設等訪

問。

・研究、研鑽、研修会等で作品を向上、充

実させる。

・親睦会、交流会の開催。

・県民、国民文化祭への出演、参加。

⑵　今後、新たに取り組んでいきたいこと、

　　計画していること

・作品の質的向上、充実。　研鑽、研究、

研修。

・会員増、組織強化。

・若い人材、後継者育成、子ども向け演奏

会の実施。

・他分野、他領域との交流。

・芸術文化の全般的研究。

・関連情報の収集、提供。

⑶　若い人や後継者の育成について

・老齢化は何処も同じ、次世代の育成は急

務。

・学校訪問して公演演奏、ボランティア指

導、担当教諭へのレクチャー。

・ジュニア大会、若者講座、講習会等の開

催。

・役員へ若手を起用。

・師範や段位等、資格を取得させる。

・若いグループと連携強化、

・研修会チーム、ソロ発表の場を設定。

⑷　活動をするとき、障害になることや

　　困難なこと

・活動時間の調整。

・活動場所、会場の確保。予約が３ヶ月前

からなので長期計画が立てにくい。

・資金不足、会も個人も。活動費の自己負

担が大きい。
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詳しくは原稿依頼文書に記載しております。

・観客動員。

・高齢化。

・遠隔地居住。

・会員の協力姿勢、活動意識の弱さ。

・事務局員、スタッフ不足。

・行政側の文化活動への認識の希薄さ、担

当者の温度差。

・流派、会派、師弟関係の慣習。

・各種使用規程による制約。音がうるさい

と貸してもらえない。

・地元と演奏者の間に入って、コーディ

ネートする人がいない。

・活動できる場があれば障害や困難はどう

にでもなる。要は意欲である。

⑸　「芸振」に協力していただけること

・可能な範囲で何でも。みんな協力したい

と思っているのではないか。

・パンフへの掲載等、芸振のＰＲをする。

会員にもよく理解させる。

・芸振の行事等を団体会報で広報。

・ワークショップや演奏会企画等。

・簡単な英語通訳。

・芸術文化振興事業（文化キャラバン）は

今後も続けて公演していきたい。

2「芸振」に対する要望
・これまでの活動の延長線上に立って、向

上発展を。

・親しみやすい身近な存在に。もっと県民

へのＰＲを。

・積極的な事業展開による社会的活動の推

進と財政基盤の強化を。

・国庫、県費は、芸術文化活動に対する補

助育成金とビジョンがあまりにも薄い。

各ジャンルを動員して働きかけること。

・大分独自の文化的素地を生かすきっかけ

作りを試みてほしい。

・「教育」との接点を多く持つ。

・補助金の増額。補助額と支給間隔の見直

しも。

・提出書類の簡素化。

・芸術的ニーズに対応できる調整を。

・人材（スタッフ）の派遣を。

・芸館なみの割引を他の会場でもしてくれ

るように。

・県、国、民間などの芸術文化活動に対す

る補助金などの情報提供を。

・文化に対するイメージアピールが継続的

に必要と思う。

・これから少子化、さまざまな文化にふれ

させる場と機会を。

・特定非営利活動法人大分県芸術文化振興

会議は長すぎる、略称を。

　答　通常は「大分県芸術文化振興会議」
　　　でよい。

　　　もっと短く「芸振」、「芸振会議」
　　　でもよい。

動内容をはじめ、お知らせ、PR、写真などで自由に構成。各団体の割当字数内であれば、添付の原稿

用紙、市販の原稿用紙、ワープロ原稿、いずれを使っていただいても結構です。
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１．生い立ち・紹介
　昭和39年に県内の人形劇サークル同士が、お互
いの研修と交流を図る組織として発足。
２．めざすもの
　「子どもに夢を」を合言葉に人形劇を通してよ
り良い児童文化の普及と交流をめざす。
３．そのため日常努力していること
　子どもに紹介したいお話の発掘や人形劇上演技
術向上のための練習・交流・情報交換。
４．活動内容
　芸振の派遣による県内小学校での公演のほか、
毎年の佐伯市、湯布院での公演会を開催。公演
後の子どもたちとの交流も大変喜ばれている。ま
た、毎年九州大会に参加、加盟サークルの活動へ
のバックアップを行うなど、研修に努めている。
５．アピールしたいこと
　子ども達によりよい作品を紹介している。大人
の方にも是非一緒に見てもらいたい。
６．あなたにとって芸振とは？
　公演活動の場を与えていただき、県内の文化活
動情報を届けてくれるありがたい組織。
７．芸振にのぞむこと
　私どもは地道な活動を続けていますがこれから
も情報と資金と両面から支えて戴きたい。
８．芸振は今年からNPO法人となりました
が、そのために加盟団体として変わったこ
とはありますか。

　YES ・ NO
　特に意識しておりません。独立し運営面では大
変でしょうが事務局の方頑張ってください。

１．生い立ち・紹介
　平成15年８月に結成し、現在４年目に入ってま
す。会員10名余。
２．めざすもの
　多くの人に絵画を中心とした芸術を紹介し、芸
術に対し関心を持ってもらうと共に興味を持って
もらう。
３．そのため日常努力していること
　特には無いが、ＨＰでの普及。
４．活動内容
　年間３～４回県内外で出張美術館を開催し、そ
の中でギャラリートーク等を行いながら芸術（絵
画）についての関心を持ってもらいながら、日常
生活の中で「心豊かな時間」を持ってもらうよう
努めている。
５．アピールしたいこと
　「一枚のアートがあなたの心を熱くする」そん
な芸術との出合を期待したい。
６．あなたにとって芸振とは？
　？
７．芸振にのぞむこと
　芸術文化の振興により、明るい社会創造の礎と
なって欲しいし、その役割を担ってもらいたい。

大分県人形劇サークル協議会

代　表　山　元　正　名

会 員 活 動 紹 介

米水津夢美術館友の会

代　表　小　田　昭　夫

公演後の交流風景（佐伯市和楽ホール） 芸振主催 文化キャラバン（コアやまくに）
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大分県民芸術文化祭の行事を募集しています。

　県実行委員会では、平成20年秋に開催される両大会に参加いただけるボランティアを募集しています。

  募集期間　２月１日㈭～６月30日㈯

  内　　容　・おもてなしボランティア（式典受付・会場整理・案内等）・観光ボランティア
  　　　　　・ダンスボランティア・ビデオボランティア

  　　　　　詳細は応募パンフレット（各振興局・市町村に配置）やホームページをご覧下さい。

  問 合 先　大分県国民体育大会・障害者スポーツ大会局　県民運動班まで
  　　　　　TEL097-537-2008　　ホームページアドレス　http://www.mejiron.jp

国民体育大会・全国障害者スポーツ大会ボランティア募集

  募集内容
　平成19年度行事　　①閉幕行事

　　　　　　　　　　②地域文化行事

　　　　　　　　　　③ジャンル別行事（旧共催行事）

　　　　　　　　　　④若者行事

　　　　　　　　　　⑤ジャンル別研修会

　平成20年度行事　　①開幕行事

　　　　　　　　　　②閉幕行事

  応募条件
　①10月１日～11月30日開催のもの。

　②営利を目的としないもの。

　③政治的、宗教的目的を有しないもの。

　④公序良俗に反するものでないこと。

　《締切：平成19年４月28日㈯》

　加盟団体の皆さんには申込み用紙・募集要項を

　お送りしています。詳細は下記まで

  お問い合せ先
　大分県民芸術文化祭実行委員会　TEL097-536-0522

第８回大分県民芸術文化祭記録集

オペラ「白蓮」の台本・スコア
（第９回大分県民芸術文化祭開幕行事）



特定非営利活動法人  大分県芸術文化振興会議
〒870-0035　大分市中央町３丁目６-13　岩尾文具別館２階

TEL：097-536-0522　FAX：097-536-6188　E-mail：info@geishin.jp　URL：http://www.geishin.jp/

新　入　会　員　紹　介

▪正 会 員

・賛助会員

　西村元晴氏ほか216名

＊ご寄付をいただき誠にありがとうございました。

　歌曲の会　１団体　／尾登一信、伊勢方信　個人２名

　その他、設立祝賀会会費より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計：44,000円　累計：2,331,000円

機関紙121号以降ご寄付頂いた会員の皆様です。

団体名 部門 代表者 事務局長 事務局所在地

団　
　
　

体

特定非営利活動法人
「ＮＰＯ法人」
大分県書写書道指導者連合会

美術
理事長
牧　　泰正

佐藤　教明
大分市大分市牧１丁目1-17
西本皆文堂ビル３Ｆ
大字賀来339番地の2

新興美術院大分県支部 美術 鈴木　忠実 筑濱キヨミ 大分市汐見１丁目6-33

豊の国まちづくり狂言会 能楽 緒方　基秀 緒方　基秀 大分市宗方台東8-7

個　

人

大　塚　喜　明 美術

清　原　保　雄 大分合同新聞社

本　田　哲　也 大分県文化スポーツ振興課

会　　員　　募　　集

　芸振では活動に賛同する正会員（団体・個人）のほか、

　芸振の維持発展を支援する賛助会員（個人・団体）を募集しています。

　賛助会員年会費個人１口1000円、団体５口以上（5000円以上）

詳しくは事務局にお問い合わせください。

総 会 の お 知 ら せ

　平成19年度通常総会を６月14日㈭　14：00～16：00

　アイネス大会議室で開催します。

　後日ご案内をお送り致しますので、ご出席をお願いします。


