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芸振文化事業

「有馬頼底猊
げい

下
か

」講演会
　平成20年１月14日㈪iichikoグランシアタにおいて、相国寺、金閣寺、銀閣寺の住職で京都仏
教会理事長を務められている「有馬頼底猊下」を講師にお招きし、「京都五山文化と禅－豊後文
化への広がり」と題して、講演会を開催しました。会員皆様の協力に支えられ、芸振にとって
初めての自主事業を成功裡に終了しました。一般の方にも大勢ご入場いただき、グランシアタ
２階までを埋める1,400名の聴講者を集めました。また、ロビーでは京都仏教会墨蹟展を開催。
個人所蔵の猊下の墨跡も合わせて展示され、多くの方に鑑賞していただきました。

平成20年1月14日
14：00

iichikoグランシアタ
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理事長　狭間さんは大分合同新聞社に入社以
来、設立当時の芸振（任意団体）と大分県
の芸術文化活動を見つめてこられた方です。
いわば大分県の芸術文化の生き字引。今年
３月に大分合同新聞論説委員を退任され、
いよいよ悠々自適の生活を送られるそうで
す。そこで今回は狭間さんをお訪ねし、お
話を伺うことにしました。どうぞよろしく
お願いします。

狭間　芸振が発足したのは昭和39年の暮れ（12
月26日）で、新聞記者になって４年目のか
けだしのころ。その時の記事に「文化活動
を盛んにするにはどうしたらよいかという
テーマで文化団体の代表者や学識経験者約
30人が集まって第一回大分県芸術文化振興
会議（仮称）が開かれた」と書きました。
音頭をとったのは県教育委員会の社会教育
課で、当時は新産業都市建設や大分国体の
開催（41年）などで県勢が一丸となって盛
り上がっていたころです。文化面も遅れて
はならないということで、ばらばらだった
各ジャンルを統合して「大分県芸術祭」を
開こうと決めたわけです。翌40年10月に第
一回県芸術祭が開かれ、以後は高度経済成
長と歩調を合わせるように芸振と県芸術祭
は成長発展を続け、そのピークは平成10年
の「国民文化祭おおいた」の開催でした。
ですから予算のこともあって発足当初から
どちらかというと官（県）主導だったとい
えます。だが国民文化祭の開催後は財政難
もあって、民でできることは民でという風
潮のなかで、芸振も県から独立してNPO法
人となったわけです。

理事長　NPO法人２年目が終わろうとしてい
ます。任意団体時の事業も引き続き実施でき
ていますが、昨年度の事業や活動について、

感じておられることをお聞かせください。

狭間　昨年の県民芸術文化祭の開幕、県民オ
ペラ「白蓮」は発足40周年の記念公演でした
が、さすがに年季の重みを感じさせる立派
なものでした。県民オペラは県民演劇とと
もに県芸術祭が生み出した舞台芸術の華と
いえます。それと初めて自主事業として開
催された有馬頼底さんの講演会が意外（？）
とよかった。

理事長　有馬頼底げい下講演会の大成功は今
後の活動へ自信となりました。330余の会員
に支えられている「芸振」だからできたこ
とだと思っています。会員のみなさんのご
協力に改めて感謝いたします。

狭間　NPO法人として官から独立したわけで
すから、これからは何といっても会員が自
分たちの「芸振」という自覚と、これを支
える協力が大切だと思います。そこでやは
り一番の問題になるのは財政のことでしょ
う。

理事長　NPO法人として避けて通れないの
は、活動資金を捻出するための事業の実施
です。現在ではオルガンフェスティバル大
分会場の開催事務、県からの「青少年劇場
招待事業」の受託などがこれにあたります。
また、これは単に経営の問題ではなく、様々
な事業に参加することで、その関係者の皆
さんとつながりができ、芸振の名前、活動
を知っていただけるというとても大切な機
会を得るという意味があり、これからも進
めていきたいと思っています。

狭間　これまでは芸振の事業は会員を対象と
したものが主だったが、もちろんこれも大

運営協議会委員
狭間　久さん

芸振理事長　
佐藤 朱音

理事長  
が聞く
vol.3
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切ですが、これからは活動資金を得るため
の事業が欠かせません。そのためには他の
団体との協力、提携も必要になってくるで
しょう。

理事長　文化スポーツ振興財団からは、今後、
必要に応じてお互いが協力できるような環
境づくりをしましょうとありがたい提案も
あり、20年度の事業ではぜひそういった一
面を盛り込んで行きたいと思っています。

狭間　その話はぜひ進めてほしいですね。そ

れと芸振の会員もかなり高齢化が進んでい
ますから、これからは若い世代の活動家を
会員に取り込む必要があると思います。そ
のためには若い人たちが気軽に参加できる
「芸振」を目指すべきでしょう。若い人た
ちの活動を積極的に応援すべきと思います。

理事長　ありがとうございました。
　　若い世代に如何に芸振を引き継いでいく
かが大切ですね。NPO法人としても、いろ
いろな課題があります。これからも、「芸振」
を温かく厳しい目で見守ってください。

平成19年度の芸振
（会議・文化キャラバンから）

　5. 9 編集委員会
　5.23 編集委員会
　5.24 編集委員会
　5.26 編集委員会
　6.　1 編集委員会
　6.　1 ●杵築市立八坂小学校（稙田ほがらか劇団）
　6.　1  ●宇佐市立糸口小学校（ピアノ演奏家グループ「未来」大分

支部）
　6.　4 総務・補助金担当理事会議
　6.　5 平成19年度大分県民芸術文化祭第１回実行委員会
　6.　6 理事会
　6.11 ●津久見市立津久見小学校（大分マンドリンオーケストラ）
　6.11 ●別府市立朝日小学校（21世紀の童謡を創る会）
　6.14 平成19年度通常総会（アイネス大会議室）
　6.21 ●佐伯市立本匠小学校・中学校（グループUNO）
　6.23  オルガンフェスティバル大分会場開催事務大分カトリック教会聖

堂300名
　6.27 役員会
　6.28 ●佐伯市立切畑小学校（大分県人形劇サークル協議会）
　6.29 ●佐伯市立下竪田小学校（YOの会）
　6.29 ●姫島村立姫島小学校（大分県児童文化研究会）
　7.　3 ●中津市立下郷小学校（カサ・デ・ギターラ）
　7.11 編集委員会
　7.18 地域事業担当理事会議
　7.22 講演会担当理事会議
　7.24 編集委員会
　7.26 第43回県美展共催者連絡会議
　8.　4 編集委員会
　8.27 理事会
　9.22  ●豊後高田市立都甲中学校（大分県室内楽協会）
10-11月  第９回大分県民芸術文化祭（行事数192 ／総参加者数371,855名）

文化キャラバン 6月1日

文化キャラバン 6月11日

第43回県美展共催者連絡会議 7月26日

●は文化キャラバン事業です。

文化キャラバン 9月22日
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10.　6  ●㈶コアやまくに「シアター」（大分市民合唱団ウィ
ステリアコール）

10.16 ●竹田市立竹田南部中学校（YOの会）
10.20 総務会
10.22 ●大分市立舞鶴小学校（大分オペラアンサンブル）
10.23 ●豊後高田市立田染中学校（大分大学マンドリンクラブ）
10.25 理事会
10.28  ●日田市中津江ホール（スウィングエコーズジャズ

オーケストラ）
10.29  ●大分県立宇佐養護学

校（別府溝部学園短
期大学ハンドベルリン
ガーズ）

11.　2  ●日田市立三芳小学校
（グループUNO）

11.　4  ●佐伯市立上入津小学
校（大分県人形劇サー
クル協議会）

11.　7  ●由布市立谷小学校
（GEN室内管弦楽団を
招く会）

11.　9  ●姫島村立姫島中学校（ゼーレ管弦楽団）
11.14  ●国東市立旭日小学校（大分県三曲協会）
11.15  ●臼杵市立川登小学校（大分県三曲協会）
11.19 編集委員会
11.23  ●大分市立横瀬小学校（大分演奏家協会）
12.4-9  ●朝倉文夫記念館（県美協日洋彫工部会）
12.　5  ●国東市立豊崎小学校（大分県太鼓連合）
12.　6 理事会
12.　7  ●中津市立鶴居小学校（ピアノ演奏家グループ「未来」

大分支部）
12.13  ●大分県立聾学校（能を楽しむ会）
12.19  交流会「文化を語る夕べ」の開催　大分東洋ホテル
12.20  ●佐伯市立上野小学

校（別府溝部学園短
期大学ハンドベルリ
ンガーズ）

　1.14  主催事業「有馬頼
底猊下講演会」　
iichikoグランシアタ

　1.25  ●臼杵市立下南小学
校（能を楽しむ会）

　2.　6  役員選考委員会
　3.　3 編集委員会
　2.13 総務会
　2.29  平成19年度大分県民

芸術文化祭第２回実
行委員会

　3.13  文化キャラバン担当
理事会議

　3.17 理事会
　3.26 運営協議会

文化キャラバン 11月7日

文化キャラバン 10月28日

文化キャラバン 11月15日

文化キャラバン 12月4日 文化キャラバン 12月5日

文化を語る夕べ 12月19日 文化キャラバン 12月20日

文化キャラバン 10月6日
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九州国画会写真部
代表者：伊藤正昭

１．生い立ち・紹介
　昭和55年にアンデパンダン展を公募し、以
来毎年開催して今年で29回となります。

２．めざすもの
　形式にとらわれず自由な発想と新しい表現
を求めた写真作品の展覧会をめざします。

３．そのため日常努力していること
　九州に支部分会を置き、地域での指導に力
を入れております。

４．活動内容
　毎年３月に大分市にて公募展を開催し、６
月に大分県支部同人展を実施しております。
また不定期ですが、各県を巡回した作品展も
実施しております。さらに審査を一般に公開
しております。また、20年度は第30回記念に
九州国画写真展の記録集を作成します。

５．アピールしたいこと
　デジタルカメラの登場で創作方法も多様化
しております。アナログにこだわった作品や
画像処理で表現されたデジタル作品の両方と
も自由に出品できます。

６．あなたにとっての芸振・とは？
　写真のみにとどまらず多種多様な芸術に触
れることができる場であると思います。

７．芸振にのぞむこと
　芸術がより身近になるよう、その機会を多
数作っていただきたいと思います。

おおいた演劇の会
代表者：清末典子

１．生い立ち・紹介
　平成18年12月、大分県下
の劇団が大分の演劇を元気
にしたいと集まり、会が発
足しました。

２．めざすもの
　主に大分県内で活動する
演劇関係者が集い、互いに
大分の舞台芸術文化の発展に寄与する。

３．そのため日常努力していること
　事務局が各劇団の責任者であったりと忙し
い中大変だが、横の連携をしっかりともつ。

４．活動内容
⑴おおいた演劇祭を含む主催事業
⑵大分の演劇の情報発信事業
⑶ワークショップ等の開催
⑷加盟劇団への公演援助
⑸その他、目的を達成するための一切の事業

５．アピールしたいこと
　昨年は、オータムフェスティバル、おおい
た演劇祭の応援と、走りぬけてきましたが、
まだ歩きはじめたばかりの団体です。応援の
ほどよろしくお願いいたします。（会では、個
人会員、応援会員を募集しております。）

６．あなたにとっての芸振・とは？
　大分の芸術文化の発展の大切な柱であると
思っています。

７．芸振にのぞむこと
　まだまだ敷居の高さが有る様です。
　各芸術団体の交流、特に舞台関係者でもっ
と交流が出来ればと思います。（舞台上ではな
く、バックヤードなどで）そんな交流のパイ
プ役をしてもらえれば、活動の世界がもっと
広がっていけるのではと思います。

会員活動紹介
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実施時期 事　　業　　名 会　場 主　催　者

4月1日～6日 平成２０年度第２回二科会写真部大分支部
公募展 大分県立芸術会館 有限責任中間法人　二科会写

真部大分支部
4月26日 Spring Concert in 津久見 津久見市民会館 大分大学マンドリンクラブ
4月29日 第２０回さとうよしみ竹田童謡祭 竹田市文化会館 竹田市文化連盟

5月10日 ２０年度前期子ども教室「作曲をやってみよう」計画 野津原公民館 ２１世紀の童謡を創る会
5月11日 「始めてみよう！能の世界」初めての方へ iichiko総合文化センターリハーサル室 能を楽しむ会
5月11日 「知れば知る程面白い！能の世界」中級クラス iichiko総合文化センターリハーサル室 能を楽しむ会
5月17日 ２０年度前期子ども教室「作曲をやってみよう」計画 野津原公民館 ２１世紀の童謡を創る会
5月24日 第３９回カサ・デ・ギターラ　ギター演奏会 大分市コンパルホール カサ・デ・ギターラ
5月27日～6月1日 ２００８春季県美展 大分県立芸術会館 大分県美術協会
5月31日 ２０年度前期子ども教室「作曲をやってみよう」計画 野津原公民館 ２１世紀の童謡を創る会

6月8日 第３７回都山流尺八大分県支部演奏会 大分市能楽堂 都山流尺八大分県支部

6月13日 第４０回佐伯市美術公募展写真・書道 佐伯市三余館 佐伯市文化団体連絡協議会・佐伯
市文化振興会・佐伯市教育委員会

6月14日 ２０年度前期子ども教室「作曲をやってみよう」計画 野津原公民館 ２１世紀の童謡を創る会
6月21日 ２０年度前期子ども教室「作曲をやってみよう」計画 野津原公民館 ２１世紀の童謡を創る会

6月21日 大分市民合唱団ウィステリア・コール
第５６回定期演奏会 iichikoグランシアタ 大分市民合唱団ウィステリア・

コール
6月22日 「始めてみよう！能の世界」初めての方へ iichiko総合文化センターリハーサル室 能を楽しむ会
6月22日 「知れば知る程面白い！能の世界」中級クラス iichiko総合文化センターリハーサル室 能を楽しむ会
6月27日 ザ・ニュースペーパー 中津文化会館 中津文化協会
6月29日 大分交響楽団2008ファミリーコンサート iichikoグランシアタ 大分交響楽団

7月１日～６日 第３９回展大分平和美術展 大分県立芸術会館 大分県文化団体連絡協議会
7月5日 2008チャリティー・コンサート「ビッグバンドよ永遠に」 iichikoグランシアタ ミッズ・ジャズ・オーケストラ
7月5日 サマーコンサート２００８ iichiko音の泉ホール 大分大学文化会吹奏楽部
7月5日 秋川雅史’０８コンサート　千の風になって 臼杵市民会館 臼杵市
7月5日 2008チャリティー・コンサート「ビッグバンドよ永遠に」 iichikoグランシアタ ミッズ・ジャズ・オーケストラ
7月5日 サマーコンサート２００８ 大分大学文化会吹奏楽部 大分大学文化会吹奏楽部

7月6日 「うさ・くにさきオペラ２００８ スロバキア国立オペ
ラ座ヴェルディの『椿姫』」 宇佐文化会館ウサノピア 宇佐市教育委員会

7月9日～8月17日 没後50年　モーリス・ド・ヴラマンク展 大分県立芸術会館 大分県・大分県教育委員会・大分
県芸術会館・大分合同新聞社

7月12日 合唱団藍２０周年記念コンサート 大分県立芸術会館 合唱団藍
7月13日 「始めてみよう！能の世界」初めての方へ iichiko総合文化センターリハーサル室 能を楽しむ会
7月13日 「知れば知る程面白い！能の世界」中級クラス iichiko総合文化センターリハーサル室 能を楽しむ会
7月16日 演劇　劇団♪ダンダンブエノ「ハイ！ミラクルズ」 エイトピアおおの大ホール 豊後大野市

7月27日 ハートフルコンサート台湾公演プレコンサート 中津市　森の風　レストラン
「かなかな」 未来工房

8月2日 ミュージカル　ホープランド　希望の大地へ冒険の旅立ち くじゅうサンホール 竹田市
8月3日 第４９回大分県短文学大会 別府市つるみ荘 大分県歌人クラブ
8月3日 第４９回大分県短文学大会 別府市つるみ荘 大分県歌人クラブ
8月5日～10日 第１９回日・韓現代美術交流展 大分市アートプラザ 日・韓現代美術交流展
8月5日 第１９回日・韓現代美術交流展 大分市アートプラザ 日・韓現代美術交流展
8月10日 「日本の古典　能・狂言」大分公演 平和市民公園能楽堂 平和市民公園能楽堂
8月17日 シオナーズ２５周年ミュージカル iichikoグランシアタ シオナーズ
8月24日 第21回大分県少年少女合唱祭 津久見市民会館 大分県少年少女合唱連盟
8月26日 劇団四季「ユタと不思議な仲間たち」 iichikoグランシアタ 大分放送事業局事業部

8月30日 三井住友海上文化財団派遣コンサート「花
房晴美・真美ピアノデュオリサイタル」

日田市民文化会館　パトリ
ア日田 日田市

上記は芸振のホームページ、㈶大分県文化スポーツ振興財団発行のＥＭＯのイベントカレンダーにも掲載しています。ホーム
ページには９月以降の行事や問い合わせ先など、より詳細な情報を載せておりますので、こちらもご覧下さい。

平成20年度４月～８月までの芸術文化行事
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　 助 成 金 情 報  （大分県文化スポーツ振興課「文化関係助成ガイド」より）

Ⅰ　公的支援等（その１）：地方公共団体、公立文化施設、文化団体等が行う文化行事等を助成または支援する。

助成制度名 種別 申請
時期 概　　　　要

４　伝統文化子ども教室事業 招聘 1月 子どもを対象に伝統文化に関する活動を計画的、継続的に
体験、修得する機会を提供する。

７　日本映画上映支援～新たな上映機会の提供～ 招聘 12月 映画鑑賞に恵まれない地域での上映や、公開機会に恵まれない優れた日本映画の上映を支援。
９　芸術拠点形成事業（ミュージアムタウン構想） 活動 3月 美術館・博物館等の行う展覧会等を文化庁との請負契約により実施する。

12　芸術創造活動重点支援事業 活動 10月 意欲的な公演活動への取組により、芸術水準向上の直接的な牽引力となる芸術性の高い優れた公演を支援する。

13　芸術団体人材育成支援事業 活動 11月 芸術家、芸術団体を構成員とする協会等の団体、伝統文化の保持団体等が行う芸術家の育成、調査研究を支援する。

14　国際芸術交流支援事業（海外公演、二国間交流） 活動 10月 芸術団体の海外フェスティバルへの参加や周年事業にかかる二国間交流を支援する。
15　国際芸術交流支援事業（国際共同制作公演） 活動 10月 我が国で行われる舞台芸術の国際共同制作公演を支援する。
16　国際芸術交流支援事業（国際フェスティバル） 活動 10月 我が国で行われる舞台芸術の国際フェスティバルを支援する。

17　文化芸術による創造のまち事業 活動 12月 地域での人材や団体の育成を行い、文化芸術の創造、発信及び交流を通じて文化活動の活性化を図る。

18　映画制作への支援 活動 年
1回

地域において企画された映画、地域を話題に制作された映
画の制作活動を支援する。

19　文化ボランティア支援拠点形成事業 活動 3月 活動、研修等の場を提供するなど、各地域での文化ボラン
ティア活動を推進するための環境整備を図る。

21　舞台芸術の魅力発見事業 活動 1月 各地の優れた舞台芸術の交流や芸術団体と文化施設との協
力関係を構築するため質の高い舞台の全国展開を支援

22　国民文化祭 活動 3月 国民が身近に文化に接する機会を提供し、国民の文化活動へ
の参加を促すと共に、各文化活動の発表機会を提供する。

日本芸術
文化振興会

27　芸術文化振興基金（地域文化施設公演・展示活動） 招聘 9月 文化会館等が行う公演活動、美術館等が行う展示活動を支援する。

28　芸術文化振興基金（アマチュア等の文化団体活動） 活動 9月 アマチュア団体が自ら主催、出演する成果発表等の公演・
展示活動を支援する。

29　芸術文化振興基金（歴史的集落・町並み保存活用） 伝統 9月 歴史的集落・町並み、文化的景観の保存・活用のための啓
発活動及び保存建物の保全、補修等に対する支援。

30　芸術文化振興基金（民俗文化財の保存活用） 伝統 9月 民俗芸能や祭り、年中行事等の民俗文化財の保存・活用を
図るとともに、復活、復元による伝承を支援する。

31　 芸術文化振興基金（伝統工芸技術、保存技
術の保存伝承） 伝統 9月 伝統工芸技術、文化財保存技術の保存・伝承や復元等、わ

が国の文化財の保存伝承等に資する活動を支援する。

Ⅰ　公的支援等（その２）：地方公共団体、公立文化施設、文化団体等が行う文化行事等を助成または支援する。

助成制度名 種別 申請
時期 概　　　　要

(財)地域創造 41　リージョナルシアター・シリーズ（自主） 活動 8月 地域の公共ホール等を活動拠点として、地域の芸術文化に
貢献している劇団等による公演を東京文化祭で実施する。

(独)日本万国
博覧会記念機構

44　 博覧会の成功を記念するにふさわしい文化
活動支援 活動 9月 日本の伝統文化や芸術、地域文化の公演、展示、教室等の

活動を支援する。

大分県
45　地域の明日を拓く人づくり支援事業 活動 随時 18歳以下の子どもを主な構成員とする芸術文化団体の記

念的な公演や展覧会等の事業を支援する。
46　地域の明日を拓く人づくり支援事業（地域づくり支援） 招聘 随時 地域住民が参画して行う独創的で優れた地域文化活動を支援する。

県民芸術文化祭
実行委員会 48　大分県民芸術文化祭 活動

Ⅱ　メセナ活動

助成制度名 種別 申請
時期 概　　　　要

三井住友海上
文化財団 ２　文化の国際交流活動に対する助成 活動 11月 音楽、郷土芸能などの分野で国際交流活動を行うアマチュア団体を支援する。

三菱UFJ信託
地域文化財団

３　 三菱UFJ信託地域文化財団助成事業（音楽、
美術、演劇） 活動 8月 地域で継続的に活動しているアマチュアの音楽、演劇団体

の公演や美術館の企画・開催する美術展を支援する。

三菱UFJ信託
地域文化財団

４　 三菱UFJ信託地域文化財団助成事業（伝統
芸能に対する助成） 伝統 8月 各地の民俗芸能の伝承と保存、後継者の育成を図るための

公演を支援する。

アサヒビール
芸術文化財団 ５　美術活動・音楽活動・舞台芸術 活動 10月 未来の文化を創造し、市民の芸術体験の場を生み出し、地域

社会の発展に寄与するために優れた芸術活動を支援する。

朝日新聞
文化財団 ６　音楽祭、美術展覧会の事業への助成 活動 随時 芸術的水準が高く、啓蒙普及的意義のあるもの、若手芸術家

の発表機会の提供や、地域の文化向上に資するものを支援。

花王芸術科学財団 ７　 美術・音楽（クラシック）及びこれらの国
際交流に関する助成 活動 10月 美術・音楽を中心とする芸術文化の助成と、これらの分野に

係わる国際交流を支援し、日本の文化の向上発展に寄与する。

ロームミュージック
ファンデーション ８　音楽活動助成、国際交流助成 活動 9月 音楽を通じ心豊かな潤いのある社会環境の形成を願い、音楽

を通じた国際交流と音楽家の育成を図る。

明治安田クオリティ
オブライフ文化財団 ９　地域の伝統文化助成 伝統 11月 地域の民俗芸能や伝統的生活技術の継承、後継者育成のため

の努力をしている団体、個人に対し支援する。



▪団体会員（20.5.25まで）
団体名 部門 代表者 事務局長 事務局所在地

アンサンブル「みどりのそよ風」 音楽 永見政子 永見政子 〒870-0872 大分市高崎１-１-14
おおいた演劇の会 演劇 清末典子 工藤和之 〒870-0856 大分市畑中８-10-１-101

福山ひさ子とプアレイアロハルーム 舞踊 福山ひさ子 西村満里子 〒870-0901 大分市西新地１-１-17-1201
プアレイアロハルーム

▪個人会員　　須崎俊郎、農坂信男、麻生哲也、服部談亭（文芸）、末光安江、関　恵子

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

▪団体会員（20.3.31までの退会）
団体名 部門 退会年月日 団体名 部門 退会年月日

大分ジュニアオーケストラ 音楽 18年度以前 鶴多恵会 舞踊 20.3.31
りぶの会 美術 18年度以前 鶴翠会 音楽 20.3.31
玉実会（舞踊） 舞踊 18年度以前 アートin遊々 美術 20.3.31
別府市芸術文化協会 地域文化 18年度以前 ゼーレ管弦楽団 音楽 20.3.31
花の会 音楽 19.3.31 米水津村文化協会 地域文化 20.3.31
大分市芸能まわり舞台実行委員会 地域文化 19.3.31 ワールドプレスフラワー協会大分県支部 生活文化 20.3.31
豊陽会 音楽 19.3.31

▪個人会員（20.3.31までの退会）
　岩屋登美恵（文）、太田宅美（文）、緒方基秀（能）、木村二郎（音）、斉藤哲哉（音）
　佐藤　勝（文化財）、渕　作夫

退　会（申し出によるもの）

（名誉会員）尾登一信　　（個人会員）加島友栄　　（団体会員）鶴翠会代表　久末佳子
ご冥福をお祈りいたします。

物　故　者

お 知 ら せ
◉会費の納入について
　会員の皆さんには納入依頼文書と郵便局の振込
用紙（手数料芸振負担）をお送りしております。
まだ納入されていない方はお早めに納入してくだ
さい。もし、文書がお手元に届いていない方がお
られましたら、事務局までご連絡ください。よろ
しくお願いします。

◉飲料の販売取次について
　引き続き、芸振の会員（団体・個人）に限り、
JAフーズの飲料を「割引価格」でお求めいただ
けます。購入はケース単位で１ケースから、イベ
ント会場に直接、配達してもらえます。今年は新
商品も加わりました。詳しくは同封のチラシをご
覧下さい。

◉芸術文化の行事、
　イベントの情報をお寄せください
　会員の皆さんからの情報をお待ちしておりま
す。いただいた情報は芸振ホームページのイベン
トカレンダーで紹介するほか、㈶大分県文化ス
ポーツ振興財団発行の機関誌EMOに挟み込みま
す。
　お申込は「芸振イベントカレンダー掲載原稿」
に記入をして事務局まで、FAX、メール、郵送
でお送りください。
　「芸振イベントカレンダー掲載原稿」をご希望
の方はホームページからお取りになるか事務局に
お問い合わせください。


