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50周年記念事業を実施しました

　芸振50年の節目に当たり、これまでの足跡を確かな記録として
残し、新たな第一歩を踏み出すため、元大分合同新聞社論説委員
長の狹間久氏（芸振相談役）に執筆をお願いし、多くの会員の皆
様に購入をしていただきました。ご協力に感謝を申し上げ、この
記念誌を有効に活用していただければと思います。

　大分県美術協会の50周年記念事業「まちじゅうアー
ト」の共催事業として、下記のとおり実施し好評を博
しました。出演団体の皆様には、ご協力を感謝いたし
ます。

　日時　平成26年10月５日（日）11：30 ～ 18：30 
　場所　iichiko総合文化センター
　　　　アトリウムプラザ

　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、長唄松樹曾、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、現代箏曲奏絃会、グループ
「UNO」、長唄「さくら会」、大分二期会、合唱団「藍」　計13団体
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「大分県文化　50年のあゆみ」
―大分県芸術文化振興会議五十年史―の発行

芸振アトリウムプラザコンサート

50周年記念式典・平成26年度文化を語る夕べ

　室内楽おおいた～ grand ～のウエルカムコンサートで始まり、渡辺理事長から、芸振50年の歴
史が多くの皆様に支えられて今日に至ったことについて感謝を申し上げるとともに、NPO法人と
して芸振会員の活動を県民の皆様に知っていただく取り組みを積極的に行っていく旨挨拶がなさ
れ、その後、芸振の役員として貢献された方々への感謝状、記念品贈呈が行われました。
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　式典の最後に、狹間久先生の「芸振50年史の執筆を終
えて」と題する講話が行われ、続く祝宴では大分県日本
舞踊連盟の皆様による「連獅子」がはなやかに祝舞披露
され、会員ほかご出席の皆様によるなごやかな懇談、交
流が行われました。

　日時　平成26年12月16日（火）17時～
　場所　大分オアシスタワーホテル　５階「孔雀の間」

　感謝状贈呈者
　　名誉会員　秋月睦男、故河野彰、小長久子、故菅久、
　　　　　　　脇坂秀樹、脇正人
　　前理事長　佐藤朱音
　　前理事・参与　中野幸和、故倉田紘文

第16回県民芸術文化祭報告
　平成26年度、第16回大分県民芸術文化祭は全体テーマ
「出会いと創造」のもと、展示部門による初めての開幕
行事、「大分県美術協会50周年事業第50回記念大分県美
術展」で始まりました。
　閉幕行事では「歌曲の会第20回記念演奏会　バッハの
世界」、バッハの権威、小林道夫先生を迎えたオールバッ
ハプログラムなど、例年同様多彩なジャンルの芸術文化
行事が開催され、主催共催行事36、参加行事192、これま
で最高の228行事による盛大な文化祭となりました。主催
共催行事は以下のとおり。

　県民芸術文化祭実行委員会事務局から
　“参加行事募集”　第17回大分県民芸術文化祭
　平成27年9月1日～ 12月31日に芸術文化行事を予定され
ている方は是非ご参加ください。募集については大分県
民芸術文化祭ホームページをご覧になるか、事務局にお
尋ねください。
　記録集発行
　第16回大分県民芸術文化祭の行事の詳しい内容を掲載した記録集を発行しました。団体会員には
別途お送りします。個人会員で記録集をご希望の方は事務局までご連絡ください。

実行委員会事務局（大分県芸術文化振興会議事務局・連絡先は８Pに記載） 

第50回記念大分県美術展テープカット

歌曲の会第20回記念演奏会練習風景
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芸術文化フェスティバル
開幕行事

第50回記念大分県美術展 大分県美術協会
10月1日（水）～12日（日）

（関連事業9月14日（日）～
1月18日（日））＊10月13日

（月祝）は台風のため中止。

大分県立美術館、大分市美
術館、iichiko総合文化セン
ターなど

閉幕行事
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月28日（金） iichiko音の泉ホール

研修会事業（５行事）
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」

Oita Guinness Challenge 
Art Project実行委員会 10月1日（水）～11月30日（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月7日（火） To-tA

（wazawazaビル４階）
Touch The Japanese Culture 邦楽のス
スメ！清元編

公益財団法人大分県芸術文
化スポーツ振興財団 11月9日（日） iichikoグランシアタ舞台上

土屋茂昭・舞台美術の世界 ホルトホール大分 10月20日（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月29日（水） コンパルホール　４階集会室

ジャンル別行事（18行事）
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月5日（日） ホルトホール大分

第48回大分県俳句大会 大分県俳句連盟 11月9日（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 10月1日（水）～10月7日（火）大分市中小企業会館６階会議室
第14回大分能面会　新作能面展 大分能面会 10月19日（日） 大分市コンパルホール

第49回豊光会展 社団法人東光会大分支部　
豊光会 10月21日（火）～10月26日（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月21日（火）～10月26日（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月21日（火）～10月26日（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月25日（土）～11月1日（土）iichiko総合文化センター　
県民ギャラリー

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」

アートプラザ共同体 11月4日（火）～10日（月） アートプラザ2F
アートホール

遊鳳会　大分武漢友好美術展 遊鳳会 11月26日（水）～11月30日（日）大分県立芸術会館　第１室
新潮流’14展 新潮流の会 11月11日（火）～11月16日（日）大分県立芸術会館　第２・３室

第38回九州ギターフェスティバル 別府ギター連盟 10月5日（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月19日（日） ホルトホール大分

大ホール

別府市民合唱祭 別府市民合唱協会 10月26日（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月2日（日） 大分市平和市民公園能楽堂
第43回グループUNO定期演奏会 グループUNO 11月7日（金） iichiko音の泉ホール

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月19日（日） コンパルホール

文化ホール
大分支部花展 華道家元池坊大分支部 11月27日（木）～30日（日） アートプラザ２F　アートホール

若者文化行事（５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月16日（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月24日（月） くじゅうサンホール

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月1日（水）～11月30日（日）AT HALL（大分市中央町

２−６−４−３F）
第67回大分県高文連中央演劇祭 高等学校文化連盟 11月8日（土）・11月9日（日）アストくにさき

トロイメライ～あの日の情景～ 演劇集団P-nuts 10月19日（日）・11月30日（日）別府ブルーバード劇場
ウサノピア小ホール

地域文化フェスティバル
地域文化行事（６行事）

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月1日（土）～11月30日（日）別府市内各所（platform02、

永久別府劇場ほか）
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月12日（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月25日（土）・26日（日） 臼杵市民会館
第24回宇佐ふるさと芸術祭 宇佐市文化協会 10月4日（土）・５日（日） 宇佐市文化会館ウサノピア
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月9日（日） コアやまくにシアター
第45回記念玖珠町文化祭 玖珠町文化振興会 11月3日（月） くすまちメルサンホール

第16回県民芸術文化祭主催・共催行事
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平成26年度の芸振活動
（会議・事業から）

26年  

  5月23日 山香小学校　大分二期会

  5月31日 東小学校　大分県太鼓連合

  6月  2日 三役会　

  6月  4日 大田小学校　グループUNO

  6月  8日 木立小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部

  6月  9日 東庄内小学校　GEN室内楽団を招く会

  6月  9日 理事会　

  6月10日 蒲江小学校　グループUNO

  6月13日 野津原東部小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

  6月17日 山口小学校　MAROプロジェクト（cordial）

  6月18日 総会　

  6月22日 宮城台小学校　大分二期会

  6月26日 桂林小学校　MAROプロジェクト（Trio Rizm）

  7月  4日 姫島中学校　大分演奏家協会

  7月  7日 竹中中学校　室内楽おおいた～grand～

  7月14日 山移小学校　大分県番傘川柳連合会

  7月15日 香々地中学校　MAROプロジェクト（Trio Rizm）

  7月25日 理事会　

  8月18日 三役会　

  9月  5日 理事会　

  9月26日 評議員会　

  9月27日 藤原小学校　スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ

10月  9日 阿南小学校　大分県三曲協会

10月16日 南立石小学校　ルミエールフルートアンサンブル

10月16日 沖代小学校　室内楽おおいた～grand～

10月17日 城南中学校　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

10月17日 佐田小学校　大分県人形劇サークル協議会

10月21日 東雲小学校　GEN室内楽団を招く会

10月21日 豊岡小学校　大分県民踊連盟

10月24日 吉野小学校　大分県三曲協会

10月27日 日出小学校　室内楽おおいた～grand～

10月27日 三役会　

10月28日 青江小学校　GEN室内楽団を招く会

10月28日 竹田支援学校　大分県人形劇サークル協議会

10月28日 湯平小学校　大分県人形劇サークル協議会

9月27日
スウィングエコーズ・ジャズ・オ－ケストラ

6月8日
ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部

6月9日
GEN室内管弦楽団を招く会

10月16日
ルミエールフルートアンサンブル

10月21日
大分県民踊連盟
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10月28日 姫島小学校　カサ・デ・ギターラ

10月28日 三保小学校　MAROプロジェクト(cordial)

11月  2日 大道小学校　大分市民合唱団ウィステリアコール

11月  4日 大内小学校　MAROプロジェクト（アンサンブルVIVO）

11月  4日 理事会　

11月  6日 大明中学校　大分県三曲協会

11月  6日 堅徳小学校　MAROプロジェクト（アンサンブルwelina）

11月10日 別府中央小学校　MAROプロジェクト（アンサンブルVIVO）

11月11日 直川小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月12日 白丹小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

11月12日 今津中学校　MAROプロジェクト（Crayon de Couleur）

11月13日 豊田小学校　アンサンンブル「みどりのそよ風」

11月14日 野津原西部小学校　合唱団“藍”

11月14日 佐賀関小学校　大分マンドリンオーケストラ

11月14日 有田小学校　長唄松樹会

11月19日 津房小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部

11月19日 長峰小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月20日 鴛野小学校　能を楽しむ会

11月26日 大神小学校　ルミエールフルートアンサンブル

11月27日 滝尾小学校　MAROプロジェクト（Trio Rizm）

11月28日 木佐上小学校　合唱団“藍”

11月28日 明治小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部

12月  2日 宇佐中学校　グループUNO

12月  6日 朝地中学校　スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ

12月16日 文化を語る夕べ　

12月18日 コンパルホール　大分県民謡連盟

12月19日 佐伯支援学校　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

12月22日 宇目緑豊小学校・中学校　おおいたオペラカンパニー

11月15～17日 中津市立小幡記念図書館　大分県美術協会書道部会

27年  

  1月13日 三役会

  1月23日 理事会

  2月14日 アートプラザ　おおいた洋舞連盟

  2月27日 評議員会

  2月  3日 三役会

  2月  9日 三役会

  3月23日 三役会

  3月27日 理事会

10月28日
カサ・デ・ギターラ

11月2日
大分市民合唱団ウイステリア・コール

11月12日
洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

12月18日
大分県民謡連盟

2月14日
おおいた洋舞連盟
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 平成27年４月～８月までの芸術文化行事（芸振事務局把握分）

会　場　名 実 施 日
（開始日・期間） 事　　業　　名 主　　催　　者

iichiko音の泉
ホール（予定） ４月３日 第30回大分市少年少女合唱団定

期演奏会 大分市少年少女合唱団

コンパルホール ４月５日 大分県音楽団体協議会定期演奏
会「いろいろな音を楽しむ会」　 大分県音楽団体協議会

iichiko
音の泉ホール ４月25日 大分チェンバーオーケストラ

第９回演奏会「春暁」 大分チェンバーオーケストラ

ホルトホール大分 ４月19日 第５回歌手と一般参加者交流の演
歌とマジックの祭典 NPO福祉事業者和の会

平和市民公園能
楽堂 ４月19日 第４回　狂言「やっとな会」 大分合同新聞社

大分県立美術館 ４月24日
～７月20日

大分県立美術館　開館記念展vol.1
モダン百花繚乱「大分世界美術館」展 大分県立美術館

iichiko
音の泉ホール ４月24日 大分チェンバーオーケストラ第９回演奏会

「ラフマニノフのピアノ協奏曲とダッタン人」大分チェンバーオーケストラ

ホルトホール大分 ４月26日 「新緑に舞う」発表会 中山民族舞踊研究所大分県支部

津久見市民会館 ５月４日 津久見樫の実少年少女合唱団
第36回定期演奏会 津久見樫の実会

iichiko
音の泉ホール ５月６日 第６回おおいた新人演奏会 大分県音楽協会

大分県中小企業
会館 ５月９日 第63回　大分県短歌大会 大分県歌人クラブ

OAB別館３階多
目的ホール ５月17日 劇団水中花第５回公演　family☆プロジェク

ト　「funny☆funny～タロの魔法冒険記～」 劇団水中花

津久見市民会館 ５月23日 コール虹30周年記念演奏会 津久見市文化協会

ホルトホール大分 ５月23日 第53回カサ・デ・ギターラ　
ギター演奏会 カサ・デ・ギターラ

アートプラザ ５月26日
～５月31日 第36回九州国画会写真展 九州国画会写真部

iichiko
グランシアタ ５月31日 アンサンブルOITA第15回定期

演奏会“中川英二郎氏を迎えて” アンサンブルOITA

iichiko
グランシアタ ６月６日 大分市民合唱団ウイステリア・

コール　第63回定期演奏会
大分市民合唱団ウイステリア・
コール

アートプラザ ６月15日
～21日 第31回白日会大分支部展 白日会大分支部

はさま未来館文
化ホール

６月20日
～21日

演劇ユニットゆかいな仲間たち十
演劇公演「思ったこと」 演劇ユニットゆかいな仲間たち十

アートプラザ ６月23日
～28日 第42回　行動大分作家展 行動大分作家協会

津久見市民会館
大ホール ７月４日 津久見樫の実少年少女合唱団　

第36回定期演奏会 津久見樫の実会

大分市平和市民
公園能楽堂 ７月12日 第43回都山流尺八演奏会 都山流大分県支部

iichiko
音の泉ホール ７月18日 Tasty Concert vol.5　ピアノ前田健治・

フルート原田詩子ダブルリサイタル アトリエ弾



◦ 7◦

　▪河野　　彰（名誉会員） H26.9.27　103歳
　▪菅　　　久（名誉会員） H26.10.25　88歳
　▪秋月　睦男（名誉会員） H27.1.4　   88歳
　▪西村　春齋（個人会員） H27.4.2　   82歳 ご冥福をお祈りいたします。

  物　故　者

（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

27.3.11 大分県中学校文化連盟 総合 長野　薫 佐藤　誠 〒870-0163　大分市明野南３-７-１
大分市立明野中学校内

27.4.8 驥の会（きのかい） 美術 藤沢節文 戸口勝山 〒874-0001　別府市小坂７組

（個人会員）
　　・山本　雅風　　・宮吉　　寛　　・花柳　知香之祥　　・花柳　龍知郎　　・藤間　　僚

  新　入　会　員　紹　介

・文部科学大臣表彰　地域文化功労者　特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議
・大分県功労者表彰　学術・文化振興　狹間　久（元大分合同新聞社論説委員長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸口　勝山（大分県芸術文化振興会議副理事長）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　善規（大分県美術協会会長）
・大分合同新聞文化賞　芸術文化　　　大分県美術協会

  会 員 の 受 彰（賞）

会　場　名 実 施 日
（開始日・期間） 事　　業　　名 主　　催　　者

別府市内各所
（中心市街地）

７月18日
～９月27日

別府現代芸術フェスティバル
2015「混浴温泉世界」

別府現代芸術フェスティバル
「混浴温泉世界」実行委員会

別府市内各所、
platform他

７月18日
～９月27日 ベップ・アート・マンス　2015 別府現代芸術フェスティバル

「混浴温泉世界」実行委員会

ホルトホール大分 ７月19日 第39回大分県マンドリンフェス
ティバル 大分県マンドリン連盟

大分銀行本店
２Ｆ画廊フロア

７月21日
～９月11日

大分銀行本店ロビー展　
黒川　洋孝　展 （株）大分銀行

公民館等屋内、
野外

８月９日、
８月23日

ピースリーディング「蝉なきやま
ず～大分の空襲より～」 おおいた演劇の会

アートプラザ ８月18日
～23日 第46回大分平和美術展 大分県文化団体連絡協議会

iichiko
音の泉ホール ８月22日 第37回瀧廉太郎記念コンクール 大分音楽研究会

臼杵市民会館
（予定）

８月23日
（予定） 第28回大分県少年少女合唱祭 大分県少年少女合唱連盟

県内各地域の公
民館・集会所など 7月 第19回大分県子どもの舞台芸術

巡回公演 大分県子ども劇場連絡会

帆足本家酒造蔵 ８月下旬～
９月初旬（予定）創作舞踊研究会　第30回公演 創作舞踊研究会



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/

◎会費の納入をお願いします。
　平成27年度分の会費の納入をお願いいたします。納入期限は例年４月30日までとなっていま
す。詳細は送付文書をご覧ください。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。おしらせがない場合は、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。

◎平成26年度の「大分県文化年鑑」の編集が始まりました。　
　原稿を依頼しています。期限内に提出をお願いします。なお、調査票に記載された団体情報
はHPで公開します。非公開を望む項目につきましては、調査票にその旨お書き添えください。

◎すでにご案内のように平成27年度通常総会を、６月19日（金）15：00 ～ホルトホール大分で
開催します。会員交流会は同ホルトホールガーデンで行います。出欠のご連絡は5月29日（金）
までにお願いしています。案内同封のはがきにてにお知らせください。

◎推奨品の斡旋活動報告
　昨年夏、および年末に取り組みました「島原そうめん等」の斡旋活動につきましては、芸振
に約13万円の取り扱い手数料が入りました。ご注文をいただきました会員の皆様に御礼申し上
げます。引き続き、今後も推奨品の取り扱いを行いますので、ご注文の際は下記取り扱い事務
局までお問い合わせください。

推奨品取り扱い事務局　担当：工藤　紘喜　（芸振理事）
TEL・FAX　097-503-3373

◎新県立美術館企画展の前売券について
　芸振を通して、新県立美術館開館記念展の前売券をご購入いただいた会員の皆様、ご協力有
り難うございました。今後とも企画展につきましては、前売券を取り扱うこととしていますの
で、よろしくお願いします。

お 知 ら せ

　平成26年度、芸振の活動にご賛同を賜り、下記企業の皆様に賛助会員として入会していただきました。
心から御礼申し上げます。

 賛助会員紹介

（団体会員）　・民舞踊小美乃会　・大分の書を求める豊墨会　・大分県ダンススポーツ連盟
　　　　　　・おおいた不二の会　・大分·歌楽の会
（個人会員）　・宮崎　寛一郎　　・緒方　基秀　　・後藤　碩山　　・手島　武雄　　・渋谷　忠章
　　　　　　・あべ　ちかこ　　・宮下　　尚

  退　　会

　（有）別府上海堂
　（株）OBSメディア21、（有）西本皆文堂、佐伯印刷（株）、（有）河村印刷、大分ファミリー（株）、
　（株）一休園
　（有）アンドー楽器、（株）学食、（有）カネトウ楽器、（有）ギャルリーラパレット、レストラン石合船、
　（有）コトブキヤ文具店、堀歯科医院、（株）大分出版印刷、（株）双林社、（有）北斗建装、
　（株）インタープリンツ、（株）永輪マァールさかもと、大野印刷（株）、（株）菊家　　 （口数別、入会順）


