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第９回大分県民芸術文化祭開幕行事
大分県県民オペラ協会創立40周年記念公演

オペラ『白蓮』
　大分県県民オペラ協会40周年記念公演となるオペラ「白
蓮」、今回管弦楽は大分交響楽団の担当で開催される。こ
れまで両団体、別々に練習に取り組んできたが、７月29
日、大分市南部公民館ではじめてのオーケストラとの歌
合わせが行われ、本番へ向けた練習もいよいよ熱を帯び
てきた。関連記事をＰ５に掲載。

指揮の山田啓明 氏
オーケストラと歌合わせ
７月29日　大分市南部公民館

イラスト　朝倉 摂 氏

演出の桂直久 氏と立ち稽古
７月８日　オペラ会館
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通常総会報告
　平成19年６月14日㈭14：00 ～アイネス２階
大会議室において、特定非営利活動法人大分県
芸術文化振興会議平成19年度通常総会を開催し
た。出席者は92名。委任状提出者93名と合わせ
て185名、定款に定める定足数正会員（計295名
（団体会員169、個人会員126名））　の１／２以
上を満たし成立。
　佐藤朱音理事長のあいさつの後、ご来賓の佐
藤健大分県企画振興部長より祝辞を頂いた。
　議事に入る前に、本日の議長として鈴木忠実
氏（大分県美術協会日洋彫工部会日本画部長、
大分県日本画協会会長）を選出、議事録署名人
を選出した。
　第１号議案　平成18年度事業報告及び第２号
議案　平成18年度決算報告及び監査報告につ
いては事務局説明に対し質疑なく、原案どおり
承認された。佐藤教明監事からは「諸帳票につ
いての管理は全く問題ない」との監査報告を受
け、「法人として認められる分、大変責任が重
くなったと思う。まだ不慣れな点もあるが、今
後に期待したい」との所感を頂いた。
　第３号議案平成18年度事業計画（案）並びに
第４号議案　平成19年度予算書（案）について、
これまでの継続事業と新事業について、事務局
より説明し、承認を得る。これに対して、今年
度実施のない海外派遣研修事業の事業成果、今
後の方針への質問意見があり、事務局から今年
度の実施がないのは希望者がないためで、今後
については理事会で検討していきたいと回答。
了解を得た。その他質疑なし。原案どおり承認
された。
　ここで、事務局より会員が事業をする際、印
刷物に「大分県芸術文化振興会議加盟団体」と

入れて、芸振のＰＲに協力をお願いした。予算
案については質疑なく原案どおり承認された。
第５号議案　今後の補助金交付のあり方につい
て　事務局から平成20年度から周年行事、記念
行事に厚くする方向で検討をしていくことを提
案。補助事業の方向として原案どおり承認され
た。
　次に、第６号議案次期役員の選任について、
事務局から役員改選期にあたる平成20年度に向
け、総会の運営を円滑にするために、役員選考
委員会の設置を提案した。選考委員会の委員は
理事長が委嘱する。委員の範囲は運営協議会委
員、学識経験者などを案として考えていること
を付け加え、意見を求めた。さらに４月に安東
理事が亡くなったこと、今回は理事の補充を行
わず、次期役員改選までは現体制でやっていく
ことを説明。質疑なく原案どおり承認され、こ
れを持ってすべての議事を拍手で終了した。
　その他、大分県文化スポーツ振興財団、大分
県立芸術会館の事業のお知らせ、事務局から団
体補助金、団体会員あての平成20年度事業に関
しての文書について説明。新会員の紹介。最後
に今回新しく作った「芸振のリーフレット」を
会に持ち帰って芸振の広報に協力を依頼した。

総会資料及び詳細な議事録はＨＰに掲載。

第23回国民文化祭・いばらき2008への
出演団体(者)募集

　出演希望のある団体（方）は別添の「第１次推薦意向調査表」を事務局までお送りください。
加盟会員の希望を芸振事務局でとりまとめ、大分県文化スポーツ振興課に提出いたします。
提出期限：８月17日㈮FAX可。調査後、詳細な開催要項を希望団体（者）にお送り致します。
　なお、出演（団体）者の決定は後日、開催県と調整のうえ、文化庁が行います。

おしらせ
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　新しい出発をした芸振の初めての自主事業と
して講演会を行うことになりました。
　大分県の芸術文化の振興を図ることを目的と
する組織として芸術や文化が人間の生きる力を
支え、奮い起こす力があるのだという視点に立
ちながら第１回の講師を選定しました。広い視
野に立ち人間として生きるとはどんなことなの
か、現代の日本のいろいろな荒廃現象を根底に
見据え、芸術文化を語っていただくということ
から京都仏教会理事長である有馬頼底管長（相
国寺、金閣寺、銀閣寺管長）に決定しました。
　有馬管長は少年時代を日田市で過ごし大分県
を第二のふるさととしている方でもあります。
学生時代は学習院で天皇陛下のご学友でもあり
ました。一昨年はＯＢＳテレビの新春対談で広
瀬知事と対談もされました。また、今年６月に
は京都相国寺で日本画家伊藤若冲展を開催し、
日本中から愛好者が集まり入館まで３時間もか

講師　有馬 頼底 氏
現代の禅僧。臨済宗相国寺派管長。
東京生まれ。８歳の時、日田市岳林
寺で得度。1995年から現職。相国
寺、金閣寺、銀閣寺の３か寺の住職
を兼ねる。京都仏教会理事長。

初めての自主事業として
講演会を

かるという盛況ぶりでもありました。
　京都仏教会の理事長は日本仏教会全体の中核
をなす立場の方でもあります。いろいろな意味
で今の時代の問題点を抉り出し新しい方向と生
きる力を与えられる講演会になるものと確信し
ています。是非ご期待ください。
　会員の方々のご参加と周りの方々への呼びか
けも後日お願いすることになると思いますので
よろしくお願いします。

講演会は、平成20年１月14日㈪14：00 ～
iichikoグランシアタで開催。入場料等詳細未定。
講演会後レセプションを予定しております。

高文連演劇部日田三隈高校全国大会に出場
　平成18年、鹿児島市（鹿児島市民会館）で行われた九州高校演劇研究大会において、大分県立日
田三隈高校が念願の最優秀賞に選ばれ、全国大会に出場することになりました。この快挙は竹田南
高校が『流氷とけて』で全国大会出場を果たして以来、17年ぶりのことです。
　日田三隈高校の上演作品は安部雅弘作『ラビットアイズ』。ある高校での卒業式の日の人形劇部の
部室での出来事を描いた作品です。作品の魅力を十分に表現した丁寧な舞台づくりは、九州大会で
も高い評価を得ました。
　全国大会は７月31日から８月２日の３日間島根県民会館にて行われます。日田三隈高校の実力が
余すところなく発揮されることを期待しています。ここ数年の大分県の演劇部は上演校が激減して
いましたが、日田三隈高校のこの快挙を良いきっかけに芝居作りに励んでいます。今年の大分県高
文連演劇部中央演劇祭（県大会）は11月３日㈯・４日㈰の２日間、大分県立芸術会館で開催されます。
高校生の熱演をどうぞごらん下さい。

大分県高文連演劇部理事　中原久典

平成19年５月「おおいた演劇の会」発足
　９月に芸振の会議室での交流会をきっかけに生まれました。県内の劇団が、横のつながりをもつこ
とで交流を深め、大分の演劇がもっともっと元気になる様に努力していきたいと思っています。

おおいた演劇の会会長　清末典子

演劇ニュース
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実施時期 事　　業　　名 会　場 主　催　者
８月５日 地歌・箏曲の会 大分市能楽堂 秀絃会
８月５日 滝廉太郎記念コンクール iichiko音の泉ホール 大分音楽研究会
８月22日～26日 第４回高文連・工芸、書道、写真秀作展 大分市アートプラザ 大分県高等学校文化連盟
８月26日 第20回大分県少年少女合唱祭 エイトピアおおの 大分県少年少女合唱連盟
８月29日 第2１回豊っ子夏休みのつどい俳句大会 菊家本社ホール 豊っ子の会
８月28日～９月２日 大分平和美術展（第３8回展） 大分県立芸術会館 大分県文化団体連絡協議会
９月２日～３日 創作舞踊研究会第22回公演 かんたん倶楽部 創作舞踊研究会
９月４日～９日 '0７大分自由美術展 大分県立芸術会館 大分自由美術
９月４日～９日 200７大分二紀展 大分県立芸術会館 大分二紀会
９月６日～１0日 第５0回別府市美術展 別府市総合体育館 別府市美術協会
９月１１日～１７日 第５2回蒼土展 大分県立芸術会館 蒼土会
９月１１日～１７日 第１７回大分の書を求める豊墨会展 大分県立芸術会館 大分の書を求める豊墨会
９月１2日 歌曲の会第１３回演奏会 iichiko音の泉ホール 歌曲の会
９月１6日 みんようフェスタ200７ 大分市能楽堂 萬謡会

９月３0日 大分県吟剣詩舞道総連盟
結成３0周年記念吟剣詩舞道大会 大分県立芸術会館 大分県吟剣詩舞道総連盟

１0月１日～１１月３0日 佐伯市芸術祭 佐伯市文化会館他 佐伯文化振興会
１0月６日～８日 宇佐市民芸術祭 宇佐文化会館 宇佐市文化協会
１0月2７日、28日 第４9回臼杵市秋の文化祭 臼杵市民会館 臼杵市文化連盟
１0月28日 日本歌人クラブ第１１回全九州短歌大会 別府つるみ荘 日本歌人クラブ九州ブロック
１0月28日 大分県児童文化祭 はさま未来館 大分県児童文化研究会
１0月３0日～１１月７日 第３７回国東町総合文化祭 アストくにさき 国東町文化協会
１１月３日 第４１回大分県俳句大会 大分市コンパルホール 大分県俳句連盟
１１月４日 第３8回玖珠町文化祭 くすまちメルサンホール 玖珠町文化振興会
１１月９日～１１日 第４４回杵築市山香町総合文化祭 杵築市山香中央公民館他 杵築市山香町文化連盟
１１月１0日、１１日 第３７回津久見市文化祭 津久見市民会館 津久見市文化協会
１１月１１日 第４７回大分県三曲協会定期演奏会 大分県立芸術会館 大分県三曲協会
１１月１6日～22日 第３0回記念俳画展 レインボービル７階 大分県俳画協会

１１月１8日 第３8回関心流日本興道吟詩会
大分県本部吟詩大会 別府市翠山荘 関心流日本興道吟詩会

大分県本部
１１月20日～2５日 第４2回豊光会展 大分県立芸術会館 豊光会
１１月20日～2５日 第３７回大分県日本画展 大分県立芸術会館 大分県日本画協会
１１月2５日 大分交響楽団第３１回定期演奏会 iichikoグランシアタ 大分交響楽団

１１月１４日～１8日 第１6回キルトinおおいた アートプラザ おおいたパッチワーク
キルト協会

１１月2７日～１2月２日 第１6回創元会大分支部展 大分県立芸術会館 社団法人創元会大分支部

１2月８日 平成１9年度大分大学マンドリンクラブ
第５0回記念定期演奏会 iichiko音の泉ホール 大分大学マンドリンクラブ

１2月2３日 第３３回大分県アンサンブルコンテスト iichiko音の泉ホール 大分県吹奏楽連盟

会員の活動／県外

９月７日～９日 第62回九州合唱コンクール 福岡県アクロス福岡 大分市民合唱団
ｳｨステリアコール

９月１6日 第１2回九州ハンドベルフェステｨバル 北九州市立「響ホール」 別府溝部学園短期大学
ハンドベルリンガーズ

10月１2日～2５日 第１8回日韓現代美術交流展 韓国　仁川市 日韓現代美術交流展実行委員会

詳しくは主催者にお問い合わせください。

８月から12月の文化行事
大分県芸術文化基金事業・大分県芸術文化振興会議後援の事業から
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芸術文化フェスティバル
　開幕行事
　　★大分県県民オペラ協会創立４0周年記念公演　オペラ「白蓮」
　　　　９月３0日㈰　iichikoグランシアタ
　閉幕行事
　　★大分県室内楽協会第１１回定期演奏会
　　　　１１月28日㈬　iichiko音の泉ホール
　県美展
　　★第４３回大分県美術展
　　　　１0月2３日㈫～１１月１１日㈰　大分県立芸術会館
ジャンル別フェスティバル
　ジャンル別行事
　　　民族衣装千人祭り・きものでぶらり＆花魁道中
　　　　１0月６日㈯　大分市若草公園・竹町・中央町商店街・
　　　　　　　　　 縁起横町福地蔵前
　　★演劇公演「たそがれて今、ubaざかり  PART3」“春子の恋”
　　　　１0月１2日㈮　大分県立芸術会館
　　★大分県番傘川柳連合会創立４0周年記念
　　　第３9回大分県川柳大会・第２回ジュニア川柳大会
　　　　１０月１４日㈰　大分文化会館
　　★エリカフラｳェンコール　第１５回定期演奏会
　　　　１０月２１日㈰　iichikoグランシアタ
　　★第１０回総務大臣杯日本太鼓ジュニアコンクール大分県大会
　　　　１１月４日㈰　由布市挟間町はさま未来館
　　★ピアノ演奏グループ「O'未来」第２２回定期演奏会
　　　　１１月８日㈭　iichiko音の泉ホール
　　★第１２回大分県小中学生書道チャンピオン大会
　　　　１１月１５日㈭～１２月１０日㈪　大分県立総合体育館
　　★第３６回グループＵＮＯコンサート
　　　　１１月１５日㈭　iichiko音の泉ホール
　　★淡窓伝光霊流大分詩道会発会５０周年記念吟剣詩舞道大会
　　　　１１月１８日㈰　大分文化会館
　　　第２回大分・歌楽の会「つどい」
　　　　１１月１８日㈰　平和市民公園能楽堂
　　★㈶日本民謡協会大分萬謡會支部結成５周年記念公演「民謡・華・楽・粋」
　　　　１１月２３日㈮　大分県立芸術会館
　　★新潮流’０７
　　　　１１月２７日㈫～１２月２日㈰　大分県立芸術会館
　　★大分オペラアンサンブル　ガラコンサート「歌の饗宴」
　　　　１１月２７日㈫　iichiko音の泉ホール
　若者行事
　　　地球芸術文化祭 vol.2 “ブルーノートおがた”
　　　　1０月８日㈪　豊後大野市緒方町馬場「俚楽の郷」
　　　O.B.F 大分舞台芸術フェステｨバル
　　　　１０月７日㈰・１０月１４日㈰・１０月２１日㈰・１０月２８日㈰　アトホール
　　　演劇集団P-nuts　第２回公演「ＲＩＮＧＥＴＳＵ」
　　　　１０月２８日㈰　別府市中央公民館
　　　子どもたちによるオリジナルミュージカル「ここは生命の星」
　　　　１０月２８日㈰　ビーコンプラザ
　　★第６０回高文連中央演劇祭
　　　　１１月３日㈯・４日㈰　大分県立芸術会館
　　　舞×闘－踏×会
　　　　１１月４日㈰・１１月１１日㈰　大分市ガレリア竹町商店街アーケード内
　　　久住で収穫祭～感謝のココロ
　　　　１1月10日㈯　久住さやか
　　　アートハｳスおおいた Works ２００７
　　　　１１月９日㈮～１１日㈰　アートプラザ
　　★気楽にクラシック
　　　　１１月２２日㈭　iichiko音の泉ホール
　ジャンル別研修会
　　★素十忌法要と定例俳句大会
　　　　１０月４日㈭　赤レンガ館
　　　音楽おもしろ講座～九州交響楽団の今村晃事務局長をお迎えして～
　　　　１１月５日㈪　iichiko総合文化センターB1Fリハーサル室
　　★これからも受け継ぎたいもの
　　　～歌舞伎と共に育った「長唄・三味線」の素晴らしさ！～
　　　　１１月１１日㈰　ＮＨＫスタジオホール「キャンパス」
　　　ワークショップ～未来に残すわたしの化石～
　　　　１１月１７日㈯　朝倉文夫記念文化ホール
地域文化フェスティバル
　地域文化行事
　　★宇佐市民芸術祭
　　　　１０月６日㈯～８日㈪　宇佐文化会館
　　　ギター四重奏の夕べ
　　　　１０月１１日㈭　エイトピアおおの
　　★演劇「星の国から来た少女」奇跡の起きる日
　　　　１０月１４日㈰　九重文化センター
　　　アート・フェステｨバル・レポート2007
　　　～文化ボランテｨアが支える大型フェステｨバル～
　　　　１１月１０日㈯　B-CONプラザ　
　　★第３７回津久見市文化祭
　　　　１１月１０日㈯～１１日㈰　津久見市民会館
　　★第３６回佐伯市芸術文化祭
　　　　1１月１０日㈯ ～１１日㈰　佐伯市文化会館
　　　第４回宇佐ん音まつり
　　　　１１月１１日㈰　宇佐文化会館
　　　大分県祇園囃子フェステｨバル
　　　　１１月１７日㈯　日田市民会館
　　　全国子守唄フェスタ‘０７in佐伯
　　　　１１月１８日㈰　佐伯文化会館
　　　日本舞踊各流派大会
　　　　１１月１８日㈰　中津文化会館

主催・共催行事が決定しました。★は芸振加盟団体の行事です。

　大分県県民オペラ協会の40周年記念
公演として、林真理子著「白蓮れんれ
ん」を原作に作成。今回も台本作曲の
原　嘉壽子氏、演出の桂直久氏、美術
の朝倉　摂氏の制作スタッフが揃い、
山田啓明氏の指揮で、大分交響楽団が
管弦楽を担当する。
入場料　全席自由　　5,000円
　　　　高校生以下　3,000円
問い合わせ　大分県県民オペラ協会
　公演に先立ち、－赤銅御殿と白蓮の
物語－と題してワークショップを開催
する。

開幕行事オペラ『白蓮』

―あらすじ―
　大正天皇のいとこに生まれ、九州の
炭坑王、伊藤伝右衛門に嫁いだ美しき
歌人、柳原白蓮（燁子）は、別府の別
荘「赤銅御殿」で運命の人、宮崎龍介
と出会う。大正10年白蓮は龍介の元へ
走り、伊藤伝右衛門にあてた絶縁状は
新聞に掲載され『白蓮事件』として、
日本中に一大センセーションを巻き起
こした。
　命がけで愛を貫き、龍介と正式に結
婚した白蓮は長男を戦争で失うという
不幸におそわれるが、龍介に支えられ
ながら歌を詠み続け、昭和42年波乱に
富んだその生涯を閉じた。

オペラ『白蓮』  ワークショップ
―赤銅御殿と白蓮の物語―
（別府温泉と柳原白蓮）

◆開催日時　平成19年９月２日㈰
　　　　　　14：00 ～ 16：30
◆場　　所　大分県立生涯教育セン
　　　　　　ター多目的ホール
　　　　　　（別府市野口原ビーコン
　　　　　　 プラザ前）
◆参　加　費　500円

　文化祭実行委員会ではプログラムを作成し
ています。８月末頃団体会員の皆さんにお送
り致します。団体会員以外でプログラムをご
希望の方は大分県民芸術文化祭実行委員会事
務局（芸振事務局）にご連絡ください。
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理事長　今回から機関紙の新しいシリーズとし
て、私がいろいろな方とお会いしてお話を伺
うことになりました。

　　そこで、ＮＰＯ法人に大変お詳しい佐藤教
明監事にお話を伺うことに致しました。よろ
しくお願いいたします。

　　さっそくですが、芸振はＮＰＯ法人になっ
て１年経ちます。これからの運営にあたって
の心構えなどからお話いただけますか。

佐藤監事　ＮＰＯ法人になったということは、
基本的に社会的な信用を得るということなの
で、責任、義務についても一般の会社など、
他の法人と同様のことが生じてきます。つま
り、特定非営利活動促進法という特別法に加
えて、民法の準用もあるということです。

　　まず、総会をはじめ会議の持ちかた、定期
的な県への報告などの形式が必要になってき
ます。総会資料の監査報告に捨て印をしてい
ますが、公の文書の文字訂正等の正式なやり
方ということであえて残しました。総会、理
事会等、その他の会議も同様で、とにかく正
確な議事録を残さねばなりません。

　　また、経理の面では正式には複式簿記で処
理する事が必要でしょう。理事さんも定期的
に会計報告を受けてもらいますから、財務諸
表の様式に慣れて頂くことも必要です。ちな
みに私の所属する会では一部収益事業も含ま
れているので、青色申告※までしています。
※青色申告とは毎日の収支を帳簿に正確に記録している事

業者に課税上の特典を与える制度。

理事長　会議、経理事務が任意団体に比べて厳
しくなったということですね。これは１年間
で身をもって感じました。実際、私どもの活

動の内容、事業についてはどうでしょうか？
佐藤監事　これまでＮＰＯ法人というのは県下
でも300くらい設立されていると聞いていま
すが、内容、規模も様々で自腹を切って、
ボランティアでやっているところが非常に多
い。

　　そのなかでは芸振は県の補助金もあり、他
のＮＰＯ法人と比べて資金が豊かな印象を受
けますね。

　　とはいえ一般の企業なら、財産を漫然と
食いつぶしていくことはあり得ないのと同じ
で、芸振も特別な事業や特に今年はこの分野
に力を入れようといった具合に、計画に応じ
て使うようにしていくべきではないか、と私
は思います。

理事長　“特別な事業”を考えて行くとき、ＮＰ
Ｏ法人として、どういうことを心がけなけれ
ばならないでしょうか？

佐藤監事　これまで芸振は、補助金を配分する
という役割が大きかったと思います。これは
芸振の事業として重要なことですが、これか
らは会員にお金の繋がり以上の魅力を提供で
きる事業を考えていってほしい。会員同士の
横のつながりが重要だと思います。それぞれ
の団体が横断的に活動するために協力、助成
するという方向への発展が必要ですね。

　　まずは理事の皆さんから、会員の行事にど
んどん出かけて行くぐらいの積極性を持って
いきましょう。

理事長　人と人がつながる芸振をつくるという
ことですね。ありがとうございました。

（平成19年７月24日15:00 ～　芸振事務局にて）

芸振監事
佐藤 教明さん
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
事務局長

芸振理事長　
佐藤 朱音

理事長  
が聞く

文化庁 平成20年度新進芸術家海外留学制度 募集

概　　　要：美術、音楽、舞踊、演劇、映画、舞台美術等、メディア芸術の各分野における新
進の芸術家、技術者、プロデューサー、評論家等が、海外の大学や芸術団体等で
実地に研修する際の渡航費・滞在費を支援。

申込み期限：平成19年８月17日㈮まで
問い合せ先：大分県文化スポーツ振興課文化企画班／℡.506－2054まで

おしらせ

vol.1
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大分県吟剣詩舞道総連盟　　　
　

代表者：理事長　師岡祐学

１．生い立ち・紹介
　昭和52年４月に、㈶日本吟剣詩舞振興会か
ら第５号で公認証をいただいた。

２．めざすもの
　日本の伝統芸術である吟剣詩舞の振興を図
り、優れた国民芸術として発展させる。

３．そのため日常努力していること
　吟剣詩舞を普及し、その技能向上を図る。

４．活動内容
　毎年、定期的にコンクールを開催。特に今
年は、８月19日に九州地区吟剣詩舞指導者特
別研修会を大分文化会館、大分県総連結成30
周年記念吟剣詩舞道大会を大分県立芸術会館
で９月30日開催、11月11日には第40回全国吟
剣詩舞道大会全国吟詠合吟コンクールに女子
55名出場。11月18日には大分詩道会が50周年
記念大会を大分文化会館で開催。

５．アピールしたいこと
　吟剣詩舞は、近代的な創造性があり、日本
人の特性を生かせる。剣詩舞は舞踊独自の特
色を持つが、吟詠を地とし、吟詠の創造的変
化や吟者の個性により、その多様性・創造性
が拡大する。

６．芸振にのぞむこと
　加盟団体が大変多く、内容も多岐にわたり、
その目的もさまざまだ。現状で出来る限りい
ろいろとお世話いただいている。今後ともよ
ろしくお願いしたい。

豊後大野市文化連盟協議会   
  

代表者：会長　土田百合子

１．生い立ち・紹介
　市町村合併に伴い、７つの町村の文化協会
がいっしょになり豊後大野市文化連盟協議会
を設立した。

２．めざすもの
　豊後大野市の文化活動の向上に寄与し、市
民文化の振興発展を図る。

３．そのため日常努力していること
　文化団体の育成と相互の連絡・調整を図
り、発表会、展示会を開催した。

４．活動内容
　文化団体相互の事業の連絡をし、文化活動
振興のための発表会、展示会を開催している。
年１回、豊後大野市文化連盟協議会に所属す
る文化団体を対象に日ごろの活動の成果を発
表する、「豊後大野市芸術祭」を開催する。

５．アピールしたいこと
　豊かな自然と文化を未来につなぐやすらぎ
交流都市に向け、文化団体との連携を深めな
がら魅力ある芸術祭を創意工夫して行います。

６．芸振にのぞむこと
　大分県民の芸術文化の振興をさらにのぞむ。

大分県吟剣詩舞道総連盟　事務局
〒870-0816
大分市田室町9-80　アーバン田室122号
（淡窓伝光霊流日本詩道会　内）
℡.097-544-1780　ＦＡＸ.097-544-1781

会員活動紹介

第１回
豊後大野市芸術祭
2006.1/31 ～ 2/5



新　入　会　員　紹　介

団体名 部門 代表者 事務局長 事務局所在地
さくら会 音楽 杵屋六絹也 櫻井絹代 大分県大分市中央町１丁目４番２２号704

大分の女流書展 美術 阿部泰雪 西村桃霞 別府市東荘園８－１
大分県美術協会 美術 渡辺恭英 合田習一 別府市実相寺２組の５

▪団体会員

▪個人会員　　宮下　尚（文芸）、三浦美穂（音楽）、後藤マリ（舞踊）、中村裕子、伊東南海男（美術）、
　　　　　　　野中正敏（美術）、山口陽子（美術）、大崎輝彦（美術）、岩本伸一（美術）、
　　　　　　　芦刈博美（美術）、並河健二（美術）、津崎正信（美術）、本多照茂（美術）、
　　　　　　　佐藤信一（美術）、秦　輝一（美術）

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/

本会議理事　安東陽氏がお亡くなりになりました。豊陽会会主、大分県民謡連盟会長
としてご活躍され、平成12年大分県芸術文化振興会議理事に就任。平成18年５月25日
特定非営利活動法人の設立当初の理事としてご尽力いただきました。
つつしんでご冥福をお祈りいたします。

訃　

報

お 知 ら せ
◦大分県文化スポーツ振興課　平成19年度『明日を拓く人づくり支援事業』募集中
　詳細：�同封の「明日を拓く人づくり支援事業」をご覧ください。

◦第１回声楽アンサンブルコンテスト全国大会
　大会概要
　　開催時期：平成20年３月21日㈮～３月23日㈰
　　会　　場：福島市音楽堂大ホール
　申込み概要
　　部　　門：３部門（�中学校部門、高等学校部門、一般部門）
　　申 込 み：⑴推薦　各都府県及び北海道地区合唱連盟主催の大会の上位入賞者など、
　　　　　　　　　　　各連盟が適当と認める団体。
　　　　　　　⑵公募（推薦以外）　要テープ等による予備審査
　※応募要項が芸振事務局にあります。必要な方はご連絡ください。お送り致します。

◦財団法人三菱UFJ信託地域文化財団　平成20年度助成団体募集
　募集期間：（年１回）平成19年８月１日～ 11月末日
　助成対象公演等：平成20年４月から翌３月末日迄に実施される公演及び美術展
　応募方法：「助成要望書」及び所定の参考資料を応募団体より財団事務局宛直接郵送
　選考方法：12月中旬から２月中旬に４部門の選考委員会にて選考後、３月上旬の理事会に
　　　　　　て決定後通知
　助成金の交付：助成対象公演・美術展開催の１ヶ月前に交付
　※応募資料が芸振事務局にあります。必要な方はご連絡ください。お送り致します。

◦日本芸術文化振興基金の助成金について
　平成20年度事業に対しての助成金ご希望の方は大分県文化スポーツ振興課にお問い合せく
ださい。　連絡先：℡.506－2058

　会員のみなさんからの情報をお待ちしています。別添「芸振イベントカレンダー掲載原稿」
をお寄せください。info@geishin. jpにメールいただければ、事務局から様式をメールでお送
りします。その他、ＦＡＸ、郵送も可。随時芸振イベントカレンダーにＵＰしていきます。

芸振のホームページに載せるイベントや行事の情報を募集しています


