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平成26年度通常総会を開催しました

（平成26年６月18日　大分県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」大会議室）

↑５月23日杵築市立山香小学校
　（大分二期会）

７月４日姫島中学校→
（大分演奏家協会）　

今年も県内各地で
文化キャラバンを開催中です
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　芸振の平成26年度総会を、６月18日に大分県消費生活・男女共同参画プラ
ザ・アイネスで開催しました。会議に入る前に、去る６月11日にご逝去され
た倉田紘文先生のご遺徳を偲び会員の皆様とともに黙とうをささげました。
渡辺理事長のあいさつの後、大分県企画振興部芸術文化スポーツ局の土谷
局長からご祝辞をいただきました。

　総会は正会員数286名（団体162・個人124）に対して出席者数156名（実出席72・書面出席84）で、
成立していることを確認し開会しました。長唄の「さくら会」事務局長の日野政和氏を議長に、議事
録署名人に理事長、大分県美術協会事務局長の池部俊之氏、おおいた洋舞連盟理事長の後藤智江氏
を、選挙管理人として大分県番傘川柳連合会幹事長の安部征二氏を選出しました。
　議事に入り、第１号議案「平成25年度の事業報告」と第２号議案「平成25年度決算報告及び監査報告」
が一括審議となり、資料に沿って説明を行いました。文化キャラバンは、国の委託事業を取り入れた
ことから例年の箇所数より20件近く増え、57会場で実施しました。事務局を担当した県民芸術文化祭
は、223行事、行事参加者13万６千人、観覧者34万５千人となりました。団体会員への補助事業は42団
体に1,849千円を交付しました。このほか、海外派遣研修事業、演奏者等紹介事業、文化年鑑、機関紙
の発行、ホームページの更新などは例年どおり実施しました。また、昨年度から新たに団体会員や芸
振の収入確保策の一つとして、推奨品（そうめんなど）の取扱いを始めました。平成25年度の経常収
益については、芸振独自の事業を実施しなかったこと、県の青少年舞台芸術鑑賞事業を受託しなかっ
たことなどにより、平成24年度より20,000千円以上減少し、15,588千円となりました。一方経常費用は、
事務所を中央町から高砂町に移転したことに伴う臨時出費の影響により、16,745千円となり、当期正味
財産額がマイナスとなりました。前期の繰越正味財産を充当し次期繰越正味財産額が220千円となりま
した。今後は、当期正味財産額が必ず黒字となるよう留意してまいります。
　第３号議案「平成26年度事業計画書」と第４号議案「平成26年度活動予算書」も同じように一括審
議されました。今年度の主な事業である芸振50周年記念事業については、Ｐ７をご覧ください。団体
会員への補助事業は46団体に2,000千円を交付します。文化キャラバンは今年も国の委託事業として58
箇所で開催を予定しています。このほか、海外派遣研修事業、演奏者等紹介事業、文化年鑑、機関紙
の発行、ホームページの更新などは例年どおり実施を予定しています。
　第５号議案では「定款の変更」を提案しました。今回の変更の主なものは、平成24年のNPO法改正
に伴うものです。第６号議案として、来年度の事業として「NPO法人化10周年芸振総合フェスティバル」
を提案しました。芸振創立50年を迎える節目の時に当り、広く県民に芸振の活動について周知と理解
の促進を図るため行うものです。第７号議案は毎年度総会で図っていますが、「役員報酬」を無報酬と
して提案しました。第８号議案では２年に１回改選する必要がある「役員の選任」について、前回と
同じく選挙管理人による役員選考委員会案で行うことの是非を問い、承認されたため、選挙管理人安
部征二氏から、役員選考委員会（委員：猪俣呑童・清原保雄・中野幸和　計３名）の選任案が発表さ
れ、承認されました。今回の改選で大崎理事と久保木理事が退任されました。以上、第１号議案から
第８号議案まで、全て原案通り可決されました。第９号議案のその他については、執行部からの提案、
会場からの提案ともになく、議事が終了しました。
　議事終了後、選任された役員により、別室で理事長の互選を行い、下記のとおり決定しました。

平成26・27年度　理事及び監事
理 事 長　渡辺恭英
副理事長　辛島光義　戸口勝司（勝山）
理　　事　伊勢方信　小川善規　清末典子　工藤紘喜　柴田束　土谷正公
　　　　　恒川睦子（藤間次登）　永見政子　二宮昌昭（霊山）　日名子金一郎　松井猛
代表監事　佐藤教明　
監　　事　上田耕作　
　※平成26年度通常総会資料・議事録はホームページでご覧いただけます。 

会 告総 報
平成26年度
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これから実施される芸術文化事業９月１日〜３月31日
◇県民芸術文化祭参加行事＆芸振後援事業＆補助事業

大分県民芸術文化祭総合プログラムに掲載の行事は割愛しています。
部門 行　　事　　名 会　　　場 主　催　者

美術 別府市制90周年第57回別府市美術展 ８/30（土）～９/９（火）
９/４（木）休み トキハ別府店 別府市美術協会

総合 ～九州の関ヶ原～第１回石垣原合戦祭り ９/13（土） 別府市・別府公園ほか 石垣原合戦祭り実行委員会

能楽 第31回竹田薪能たけたたきぎのう ９/14（日） 竹田市狭田　三日月岩前
（特設舞台） 竹田薪能実行委員会

音楽 ピアノ演奏グループ「O’未来」
第29回定期演奏会 ９/20（土） iichiko音の泉ホール ピアノ演奏グループ「未来」

大分県支部
音楽 萬謡會みんようフェスタ ９/21（日） 大分市平和市民公園能楽堂 大分県民謡研究会萬謡會
美術 '14大分自由美術展 ９/２（火）～９/７（日）大分県立芸術会館 大分自由美術

美術 しらしんけんチャレンジ第19回大分県
小中学生書道チャンピオン大会（予選）10/１（水） 西本皆文堂３F NPO法人大分県書写書道

指導者連合会

美術 「宙の雫」西村春斎・深田宏一・伊藤
昭博コラボレーションライブ 10/13（月・祝） 帆足本家酒造「富春館」 コラボレーションライブ実

行委員会

美術 第26回ＭＯＡ美術館大分児童作品展 10/16（木）～10/19（日）
表彰式10/18（土）

アートプラザ
表彰式　平和市民公園能楽堂

第26回ＭＯＡ美術館大分児
童作品展実行委員会

音楽 第14回〝さくら会〟長唄・三味線
秋のおさらい会 10/25（土） iichiko総合文化センター

B１F中練習室１ さくら会

美術 OITA DESIGN POWER 2014 Design 
Café 2 10/３（金）～10/５（日）アートプラザ　アートホール 大分県デザイン協会

音楽 大野タカシ　ホールワンマンライヴ
2014「JUMP‼」 10/５（日） iichikoグランシアタ 大野タカシワンマンライヴ

実行委員会

音楽 大分マンドリンオーケストラ
第28回定期演奏会 10/13（月） iichiko音の泉ホール 大分マンドリンオーケストラ

美術 第44回大分県日本画展 10/28（火）～11/３（月）大分県立芸術会館 大分県日本画協会

美術 平成26年度第66回大分県立芸術緑丘高
等学校美術制作展 11/18（火）～11/24（月）大分県立芸術会館

第２・３展示室 大分県立芸術緑丘高等学校

音楽 第５回淡窓伝光霊流全国吟詠コンクール
決選大会 11/23（日） 大分県農業会館 淡窓伝光霊流日本詩道会

音楽 第11回中津An die Musik ピアノコンクール 11/８（土）・11/９（日） 中津文化会館大ホール 中津An die Musik 

音楽 関心流日本興道吟詩会
大分県本部創立45周年記念吟詩大会 11/16（日） 大分オアシスタワーホテル 関心流日本興道吟詩会

大分県本部

総合 第39回大分県高等学校総合文化祭
日田大会 11/19（水）～20（木） パトリア日田、咸宜公民館、

日田市立咸宜小学校 大分県高等学校文化連盟

地域文化 第44回国東町総合文化祭 11/１（土）～11/２（日）アストくにさき 国東町文化協会
地域文化 第43回佐伯芸術文化祭 11/23（日） 佐伯文化会館 佐伯文化振興会

音楽 第54回大分県三曲協会定期演奏会 11/24（月・祝） 大分市平和市民公園能楽堂 大分県三曲協会
音楽 大分交響楽団第38回定期演奏会 11/24（月・祝） iichikoグランシアタ 大分交響楽団
美術 第24回大分の書を求める豊墨会展 11/26（水）～11/30（日）大分県立芸術会館 大分の書を求める豊墨会

地域文化 第51回杵築市山香町総合文化祭 11/７（金）～11/９（日）杵築市役所山香庁舎他 杵築市山香町文化連盟
音楽 白と黒冬のコンサートPart.ⅩⅨ（第19回）11/８（土） iichiko音の泉ホール 白と黒

音楽 大分大学軽音楽部　Swing Brothers 
Jazz Orch　第58回定期演奏会 12/６（土） 西大分T.O.P.S Bitts HALL 大分大学軽音楽部　Swing 

Brothers Jazz Orchestra

音楽 iichiko presents　
萩原麻未withヴォーチェ弦楽四重奏団 12/７（日） iichiko音の泉ホール 公財大分県芸術文化スポー

ツ振興財団
演劇 第50回大分県人形劇フェスティバル 12/17（水） 臼杵市野津中央公民館 大分県人形劇サークル協議会

音楽 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業
オペラ「フィガロの結婚」 2015/１/９（金）～１/10（土）iichikoグランシアタ 公立大学法人大分県立芸術

文化短期大学

演劇 町政施行60周年記念事業創作劇
観八翁物語「笑門」～積善の家に余慶あり～ 2015/１/31（土）～２/１（日）九重文化センターホール 九重町民劇場

音楽 第14回豊の国ブラスフェスティバル
～社会人バンドの響演～ 2015/２/１（日） パトリア日田 大分県吹奏楽連盟

音楽 第40回　日本フィル in kyusyu 2015/２/５（木） iichikoグランシアタ 日本フィル大分公演実行委員会
音楽 大分県庁職員吹奏楽団定期演奏会 2015/２/８（日） iichikoグランシアタ 大分県庁職員吹奏楽団
音楽 平成26年度大分県合唱講習会 2015/３/１（日） 明野アクロスホール 大分県合唱連盟
文芸 第62回歌帖社全国短歌大会 2015/３/15（日） 別府市豊泉荘 歌帖社
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◇芸振文化キャラバン

部門 行　　事　　名 会　　　場 主　催　者

音楽 「スウィング・エコーズ・ジャズ・
オーケストラ」公演 ９/27（土） 日出町立藤原小学校

芸術文化を通した青少年健全
育成事業実行委員会
（特非）大分県芸術文化振興
会議
（ただし、＊の行事は（特非）
大分県芸術文化振興会議の
主催）

音楽 「大分県三曲協会」公演 10/９（木） 由布市立阿南小学校
音楽 「ルミエールフルートアンサンブル」公演 10/16（木） 別府市立南立石小学校
音楽 「室内楽おおいた～ grand ～」公演 10/16（木） 中津市立沖代小学校

演劇 「大分県人形劇サークル協議会ともしび」
公演 10/17（金） 宇佐市立佐田小学校

音楽 「別府溝部学園短期大学ハンドベルリ
ンガーズ」公演 10/17（金） 大分市立城南中学校

演劇 「大分県人形劇サークル協議会（木馬
の会）」公演

10/21（火）～22（水）
or11月 佐伯市立直川小学校

音楽 「GEN室内楽団を招く会」公演 10/21（火） 佐伯市立東雲小学校
舞踊 「大分県民踊連盟」公演 10/21（火） 日出町立豊岡小学校
音楽 「大分県三曲協会」公演 10/24（金） 大分市立吉野小学校
音楽 「室内楽おおいた～ grand ～」公演 10/27（月） 日出町立日出小学校

演劇 「大分県人形劇サークル協議会つくし
んぼうの会」公演 10/28（火）or10/29（水）由布市立湯平小学校

音楽 「GEN室内楽団を招く会」公演 10/28（火） 津久見市立青江小学校
音楽 「カサ・デ・ギターラ」公演 10/28（火） 姫島村立姫島小学校

演劇 「大分県人形劇サークル協議会パペット
なずな・アイアイ」公演 10/28（火） 竹田支援学校

音楽 「大分市民合唱団ウィステリアコール」
公演 11/２（日） 大分市立大道小学校

音楽 「大分県三曲協会」公演 11/６（木） 日田市立大明中学校

音楽 「アンサンブル　みどりのそよ風」公
演 11/13（木） 中津市立豊田小学校

音楽 「合唱団“藍”」公演 11/14（金） 大分市立野津原西部小学校
音楽 「長唄松樹会」公演 11/14（金） 日田市立有田小学校
美術 ＊大分県美術展巡回展（書道） 11/15（土）～11/17（月）中津市立小幡記念図書館

音楽 「ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分
県支部」公演 11/19（水） 宇佐市立津房小学校

演劇 「大分県人形劇サークル協議会ともし
び」公演 11/19（水） 宇佐市立長峰小学校

能 「能を楽しむ会」公演 11/20（木） 大分市立鴛野小学校

音楽 「ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分
県支部」公演 11/28（金） 佐伯市立明治小学校

音楽 「合唱団“藍”」公演 11/28（金） 大分市立木佐上小学校

音楽 「スウィング・エコーズ・ジャズ・
オーケストラ」公演 12/６（土） 豊後大野市立朝地中学校

音楽 「別府溝部学園短期大学ハンドベルリ
ンガーズ」公演 12/19（金） 大分県立佐伯支援学校

音楽 「おおいたオペラカンパニー」公演 12/22（月） 佐伯市立宇目緑豊小・中学校
音楽 ＊「おおいた洋舞連盟」公演 未定 アートプラザ
音楽 「グループUNO」公演 未定 宇佐市立宇佐中学校

音楽 「ルミエールフルートアンサンブル」
公演 未定 日出町立大神小学校

音楽 「洗足学園音楽大学同窓会大分県支部」
公演 未定 竹田市立白丹小学校

音楽 「大分マンドリンオーケストラ」公演 未定 大分市立佐賀関小学校
音楽 ＊「大分県民謡連盟」公演 未定 コンパルホール

大分県民芸術文化祭総合プログラムに掲載の行事は割愛しています。
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出会いと創造　第16回大分県民芸術文化祭主催共催行事
行事
区分 行　　事　　名 実 施 団 体 開 催 時 期 場　　　所

開
幕 第50回記念大分県美術展 大分県美術協会 県美展本展

10/１（水）～13（月・祝）

大分県立美術館、大分市美
術館、iichiko総合文化セン
ターなど

閉
幕

歌曲の会第20回記念演奏会～バッハの
世界～小林道夫先生を迎えて 歌曲の会 11/28（金） iichiko音の泉ホール

研
修
会
事
業

県民参加型ワークショップ　大分ギネ
スに挑戦アートプロジェクト　Longest 
festival snake 「夢（you=me）錦ヘビ」

大分ギネスに挑戦アート
プロジェクト実行委員会 ９/５（水）～11/30（日）

オアシス周辺　竹町商店街
ホルトホール周辺
大分市美術館周辺

創造的過疎に学ぶ、
アートと出会う地域づくり

ふないまちなか大学
準備委員会 10/７（火） totA（wazawaza４階）

土屋茂昭・舞台美術の世界 ホルトホール大分 10/20（月） ホルトホール大分小ホール

「能・道成寺魅力の世界！」 能を楽しむ会 10/29（水） コンパルホール和室集会室

Touch The Japanese Culture 
邦楽のススメ！　清元編

（公財）大分県芸術文化
スポーツ振興財団 11/８（土） iichikoグランシアタ舞台上

ジ
ャ
ン
ル
別
行
事

第14回大分能面会　新作能面展 大分能面会 ９/28（日）～10/４（土） 大分市コンパルホール

第46回大分県川柳大会・第９回ジュニア
川柳大会 大分県番傘川柳連合会 10/５（日） ホルトホール大分

第38回九州ギターフェスティバル 別府ギター連盟 10/５（日） 別府ビーコンプラザ
フィルハーモニアホール

おおいたオペラカンパニー創立５周年
企画「オペラ　不思議の国のアリス」

おおいたオペラカンパ
ニー 10/19（日） ホルトホール大分

大ホール

第16回大分市民洋舞踊フェスティバル 大分市民洋舞踊フェス
ティバル実行委員会 10/19（日） コンパルホール

文化ホール

第49回豊光会展 社団法人東光会大分支部
豊光会 10/21（火）～10/26（日）　 大分県立芸術会館

第17回大分県水墨画協会総合展 大分県水墨画協会 10/21（火）～10/26（日）　 アートプラザ２F
アートホール

第23回大分創元展 大分創元会 10/21（火）～10/26（日）　 大分県立芸術会館

第37回大分県俳画協会主催　俳画展 大分県俳画協会 10/25（土）～11/１（土）　　 iichiko総合文化センター
県民ギャラリー

別府市民合唱祭 別府市民合唱協会 10/26（日） 別府ビーコンプラザ 
フィルハーモニアホール

第９回歌のつどい 大分・歌楽の会 11/２（日） 大分市平和市民公園能楽堂

ART PLAZA ピックアップアーティスト 展 
vol.4  「kawaiiを探す  kawaiiと出会うアー
ト展」

アートプラザ事業共同体 11/4（火）～10（月）　 アートプラザ２F
アートホール

第43回グループUNO　定期演奏会 グループUNO 11/７（金） iichiko音の泉ホール

第48回大分県俳句大会 大分県俳句連盟 11/９（日） 大分市コンパルホール３階
「多目的ホール」

第50回大分県短歌コンクール 大分県歌人クラブ 11/９（日） 大分市中小企業会館

新潮流’14展 新潮流の会 11/11（火）～11/16（日）　 大分県立芸術会館
第２・３室

遊鳳会　大分武漢友好美術展 遊鳳会 11/26（水）～11/30（日）　　 大分県立芸術会館　第１室

大分支部花展 華道家元池坊大分支部 11/27（木）～30（日）　　 アートプラザ

若
者
行
事

大分舞台芸術フェスティバル2014 大分舞台芸術フェス
ティバル実行委員会 10/１（水）～11/30（日） AT HALL

トロイメライ～あの日の情景～ 演劇集団P-nuts 10/19（日）
11/30（日）

別府ブルーバード劇場
ウサノピア小ホール

第67回大分県高文連中央演劇祭 高等学校文化連盟 11/８（土）～11/９（日） アストくにさき
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　去る５月21日（水）に、県庁
で会員を含む約150名が出席し、
平成26年度の総会が開催されま
した。
　協議会では、臼杵市出身の実
業家首藤定氏が、旧満州の大連
で収集した美術品を、終戦後在
留邦人救済のため食料と引き換
えに当時のソビエト連邦に引き
渡し、そのコレクションの多く

がロシア国立東洋美術館に所蔵されていることから、首藤コレクションの里帰り運動や歴代駐日大
使が着任された都度、来県していただくなど、ロシアとの友好親善を図ってきました。
　今回も新たに着任されたアファナシエフ駐日大使をお招きし、知事表敬をはじめ、総会での講
演、臼杵市の首藤定氏顕彰碑視察や地区住民との交流が行われました。
　芸振では首藤コレクション顕彰大分県推進協議会の事務局を担当しています。

行事
区分 行　　事　　名 実 施 団 体 開 催 時 期 場　　　所

若
者
行
事

大分シンフォニック・ウィンド・
オーケストラ演奏会

大分シンフォニック・
ウィンド・オーケストラ 11/16（日） ホルトホール大分

大ホール

奏リコーダーアンサンブル
第10回定期演奏会

奏リコーダーアンサン
ブル 11/24（月・祝） くじゅうサンホール

地
域
文
化
行
事

第24回宇佐ふるさと芸術祭 宇佐市文化協会 10/４（土）・５（日） 宇佐市文化会館ウサノピア

淡窓伝光霊流佐伯詩道会
発会50周年記念大会

淡窓伝光霊流
佐伯詩道会 10/12（日） 佐伯文化会館大ホール

第56回臼杵市秋の文化祭 臼杵市文化連盟 10/25（土）・26（日） 臼杵市民会館

ベップ・アート・マンス2014 別府現代芸術祭「混浴
温泉世界」実行委員会 11/１（土）～11/30（日） 別府市内各所（platform02、

永久別府劇場ほか）

第45回玖珠町文化祭 玖珠町文化振興会 11/３（月・祝）　　　　　　
　　　　 くすまちメルサンホール

平成26年度やまくにふるさと演芸会 一般財団法人
コアやまくに 11/９（日） コアやまくにシアター

首藤コレクション顕彰大分県推進協議会総会が開催されました

 国東半島芸術祭
⃝石川直樹写真展　開催期間：10月４日（土）～ 11月30日（日）
　「国東半島　KUNISAKI PENINSULA」　会場：国見ふるさと展示館
　「サテライト展『HAIR』」　　　　　　　 会場：国東食彩ZECCO
⃝トークイベント
　「アーティストトーク」10月４日（土）会場：みんなんかん
　　　　　　　　　　　 10月26日（日）会場：豊後髙田市中央公民館
　「地域と芸術」　　　　 10月５日（日）会場：豊後髙田市旧香々地町役場横
⃝国東半島フォトコンテスト写真展vol.3
　開催期間：10月４日（土）～ 11月30日（日）会場：豊後髙田市昭和の町展示館
⃝バスツアー
　「スペシャルツアー KIKIと旅する国東半島」　11月29日（土）
※詳細は、同封パンフレットをご覧ください。

県からのお知らせ
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　平成26年９月８日（月）14：00 ～ 16：00、大分県立芸術会館において来年４月24日（金）開館予定の大
分県立美術館の展示室等の利用手続き等について、説明会が開催されました。
　以下に簡単にまとめましたが、必ず、施設利用ガイド等を確認してください。
　＊施設利用ガイド等はHP：http://www.opam.jp/op/　でご覧になれます。
　問合せ先（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団施設課　TEL097-533-4003

 申し込みについて
　開館当初は自主企画展が入っているため、平成27年度については施設の貸出に制限があります。詳細は
（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団にお問い合わせください。受付については次のとおりです。　
　　○受付場所　（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団４階事務室　施設課
　　　　　　　　＊美術館開館後は美術館内に受付窓口を設置予定。

　○受付期間　（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団の休館日、年末年始を除く毎日
　　　　　　　午前10時から午後５時まで

使用開始日 仮申請期間
（調整期間として本申請に先立ち設けた） 本申請期間

平成27年度
下 半 期 分 ９月14日（日）〜９月20日（土）

10月１日（水）〜 10月６日（月）
※ 仮申請期間以後は、利用開始日の

１ヶ月前まで。未利用部分は先着
順で受け付けます。

　　　　　　　平成28年度以降
① ４月１日～

 ９月30日 前年３月１日～３月７日 前年４月１日～　　　　　
利用開始日の１ヶ月前まで

② 10月１日～
　 ３月31日　 前年９月１日～９月７日 前年10月１日～　　　　　

利用開始日の１ヶ月前まで

 使用料の減免について
　（特非）大分県芸術文化振興会議の会員（団体）が主催して芸術文化活動として利用する場合は1/2となる。
（料金については料金表をご覧ください。）

芸振50周年記念事業のお知らせ �
１　芸振創立50周年記念式典・祝賀会（平成26年度文化を語る夕べ）

開催日時：平成26年12月16日（火）17：30 ～
会　　場：大分オアシスタワーホテル　５階「孔雀の間」
　11月はじめ頃には、会員の皆様にご案内いたしますので、是非ご出席ください。

２　「大分県文化　50年の歩み　－大分県芸術文化振興会議五十年史－」について
　先般、会員の皆様に購入希望調査を実施しました上記書籍が間もなく出版の運びとなります。
　団体会員の皆様の活動をはじめ、芸振50年の歴史を振り返ることができる貴重な書籍です。まだ、
お申し込みされていない会員におかれましては、この機会に是非ご購入されることをお薦めします。
　なお、お申し込みを頂いた会員の皆様には、別途販売方法について文書で確認させて頂いています
ので、よろしくお願い致します。
　書籍に関するお問い合わせ・お申込み先：芸振事務局　TEL 097-536-0522

３　～大分県美術協会創立50周年記念事業「まちじゅうアート」～
　　『芸振　アトリウムプラザコンサート』

開催日時：平成26年10月５日（日）　11：30 ～ 18：30
会　　場：iichiko総合文化センター　アトリウムプラザ
主　　催：大分県美術協会
共　　催：NPO法人大分県芸術文化振興会議
　出演団体：ルミエールフルートアンサンブル、大分大学邦楽部、吟道煌峯流吟詠会、カサ・デ・ギター
ラ、長唄松樹會、別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ、マンドリンアンサンブル「セシリア」、大
分県吟剣詩舞道総連盟、筝　奏絃会、グループUNO、長唄「さくら会」、大分二期会、合唱団「藍」

大分県立美術館（OPAM）　施設利用説明会報告



特定非営利活動法人  大分県芸術文化振興会議
〒870-0029　大分市高砂町2-33　iichiko総合文化センターB1F

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

（団体会員）

入会日 団　体　名 部門 代表者 事務局長 事務局所在地

26. 4.23 笠木啓子バレエ研究所 舞踊 笠木　啓子 安東　光子 〒870-0823　大分市金池町2-16-16

26. 8.29 大野タカシワンマンライヴ
実行委員会 音楽 大野タカシ 〒870－0025　大分市顕徳町1-2-4

  新　入　会　員　紹　介

（団体会員）　・大分県太鼓連合
　　　　　　・「蕗」発行所
　　　　　　・21世紀の童謡を創る会
（個人会員）　・末光安江　　・大崎輝彦
　　　　　　・髙橋紀代　　・上田耕司
　　　　　　・後藤昭六　　・本田哲也

　平成26年度分の会費を納入されていない方は会費の
納入をお願いいたします。なお、会費の２年滞納で会
員資格が喪失されますので、ご注意ください。また、
退会される場合は、必ず文書（FAX可）で下記事務
局までお知らせください。お知らせがない場合は、会
費の請求が発生しますので、ご注意ください。以上よ
ろしくお願いいたします。

  退　　会

  会 費 納 入 の お 願 い

◦推奨品の斡旋について
　今年度も推奨品の取扱いを行っています。夏場の「そうめん」等につきましては、８件、
180個のご注文をいただき、まことにありがとうございました。これからは、冬場に向けて「そ
うめん」「うどん」「そば」のほか、昨年大変好評でした「長崎ちゃんぽん、皿うどんセット」
（取扱い期間：10月10日～ 12月10日）のご注文を承ることができますので、団体会員におか
れましては、所属団体の活動資金の確保策の一つとして、是非ご活用ください。なお、推奨
品のカタログが必要な場合は、芸振事務局にご連絡ください。
　団体会員の申込先：CSP大分：担当者　工藤　紘喜　TEL・FAX　097‒503‒3373
　個人会員の申込先：芸振事務局：TEL　097‒536‒0522　FAX　097‒536‒6188

お 知 ら せ

　▪倉田　紘文（県俳句連盟会長、「蕗発行所」代表、芸振元理事）　　　H26.６.11　74歳
ご冥福をお祈りいたします。

  物　故　者


