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法人化10周年芸振総合フェスティバルを実施しました。

　平成27年10月24日～ 25日の２日間、計22団体879名が
出演して行われ、1,467名の方々が鑑賞されました。ア
ンケートを行いましたところ、113名の方がアンケート
に協力してくれ、多くの方々から、色々な分野の舞台
を鑑賞できてよかった、という感想をいただきました。

出演団体
　平成27年10月24日
　　�大分県三曲協会、長唄さくら会、創明音楽会九州支部、カサ・デ・ギターラ、大分二期会、

アンジェルス児童合唱団、男声合唱団豊声会、別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ、
大分東明高等学校吹奏楽部

　平成27年10月25日
　　�能を楽しむ会、大分県民踊連盟、大分県新舞踊連盟、佐伯文化振興会、大分県日本舞踊連盟、

おおいた演劇の会、おおいた洋舞連盟、日出町文化協会フラハーラウ・オ・ハル、淡窓伝光
霊流大分光詩道会、原川ミュージック楽座、大分県長唄連盟、大分県民謡連盟、淡窓伝光霊
流大分詩道会

　iichikoグランシアタと同様、10月24 ～ 25日の２日
間、美術と文芸団体による展示即売会を実施し、美術
関係は126名の会員から187点が、文芸関係は45点の著
作物が展示即売会に出品され、多くの方々が鑑賞・購
入されました。

展示団体
　平成27年10月24日～ 25日
　　�大分県美術協会（日本画・洋画部会、書道部会、

写真部会）名誉会員・委員・役員の小品（色紙等）の展示即売会
　　�大分県歌人クラブ、歌帖社、大分県俳句連盟、大分県番傘川柳連合会、大分県連句協会会員

による文芸作品集の展示即売会

iichikoグランシアタ

アトリウムプラザ
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　レンブラントホテルで220名の方々が出席のもと、盛
大に開催されました。ウエルカムコンサートではカサ・
デ・ギターラの皆さんのギター演奏を楽しみ、芸振講
話では、昨年文部科学大臣表彰を受賞された大分県番
傘川柳連合会の泉会長さんから「川柳よもやま話」を
していただきました。

　平成27年度第17回大分県民芸術文化祭は　全体テー
マ「五感に響け　新しい波」のもと　開幕行事　首藤
康之演出・振付バレエ「ドン・キホーテ全３幕」、閉幕
行事室内楽おおいた～ grand ～第６回定期演奏会「大
分のメロディ　届け未来へ　ストリングスとともに」　
他、主催共催事業36、参加行事177の計213行事により
開催されました。
　詳細は記録集に掲載しています。文化祭行事実施団
体、芸振団体会員の皆さんにお送りしておりますので、

ご覧ください。県民芸術文化祭ホームページでもご覧いただけます。
　なお、個人会員で記録集をご希望の方はお送りいたしますので、芸振事務局までご連絡をお願い
します。連絡先はP８をご覧ください。

　平成27年６月９日（火）にアイネス大会議室で会員
約60名が出席して、平成27年度の総会が開催されまし
た。
　総会終了後、４月29日にOBSテレビで放映された「戦
後70年　幻の首藤コレクション～日本人の命を救った
男～」のDVD鑑賞を行うとともに、新県立美術館を訪
れ、京都国立近代美術館所蔵の首藤コレクション　福
田平八郎作品「花菖蒲」を鑑賞しました。

12月24日「文化を語る夕べ」

第17回大分県民芸術文化祭を開催

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。

閉幕行事：室内楽おおいた〜grand〜第６回定期演奏会
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平成27年度の芸振活動
（会議・事業から）

27年  

  5月20日� 堅徳小学校　大分県人形劇サークル協議会

  5月27日� 三役会

  6月  3日� 大分県立佐伯支援学校　ルミエールフルートアンサンブル

  6月  3日� 役員会（理事会）

  6月  9日� 首藤コレクション総会

  6月11日� 咸宜小学校　大分県人形劇サークル協議会

  6月16日� 小田小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」

  6月19日� 総会

  7月  2日� 姫島中学校　ルミエールフルートアンサンブル

  7月  5日� 三光中学校　大分二期会

  7月  5日� 耶馬溪中学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部

  8月  1日� 一般社団法人コアやまくに　大分県人形劇サークル協議会

  8月26日� �大分県立日田支援学校　NPO法人大分県書写書道指導者連合
会

  9月18日� 理事会

  9月24日� 佐賀関中学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部

  9月25日� 米水津中学校　長唄さくら会

  9月25日� 評議員会

10月  7日� 横山小学校　大分県人形劇サークル協議会

10月  8日� 白丹小学校　大分県民謡連盟

10月  8日� 八坂小学校　大分県人形劇サークル協議会

10月  9日� 佐賀関小学校　グループUNO

10月14日� 三保小学校　おおいたオペラカンパニー

10月16日� 別府中央小学校　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

10月20日� 真玉小学校　大分県人形劇サークル協議会

10月20日� 佐田小学校　GEN室内管弦楽団を招く会

10月20日� 安岐中央小学校　グループUNO

10月21～25日� �佐伯市勤労者総合福祉センター（三余館）　大分県美術協会写
真部会

10月22日� 東庄内小学校　能を楽しむ会

10月22日� 谷小学校　合唱団“藍”

10月24～25日� NPO法人化10周年　芸振総合フェスティバル

10月30日� 稙田西中学校　大分県番傘川柳連合会

10月30日� 杵築小学校　大分県人形劇サークル協議会

5月20日
大分県人形劇サークル協議会

6月16日
アンサンブル「みどりのそよ風」

7月5日
大分二期会

8月26日
NPO法人大分県書写書道指導者連合会

9月25日
さくら会（長唄）

10月9日
グループUNO
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10月31日� 敷戸小学校　大分県庁職員吹奏楽団

11月  2日� 野津原西部小学校　MAROプロジェクト（アミティエ）

11月  5日� 野津原東部小学校　グループUNO

11月  6日� 東小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部

11月  6日� 三役会

11月10日� 野津小学校　大分県三曲協会

11月12日� 北杵築小学校　MAROプロジェクト（佐藤広美）

11月13日� 明治小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

11月14日� 城井小学校　おおいたオペラカンパニー

11月14日� 本匠小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月16日� 小楠小学校　大分マンドリンオーケストラ

11月17日� 日出小学校　GEN室内管弦楽団を招く会

11月19日� 金池小学校　合唱団“藍”

11月22日� 田染中学校　スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ

11月25日� 桂陽小学校　日本フラワーデザイナー協会大分県支部

11月26日� 本匠中学校　大分県三曲協会

11月30日� 大田小学校　大分マンドリンオーケストラ

11月30日� 山浦小学校　大分マンドリンオーケストラ

12月  4日� 南小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

12月  4日� 阿南小学校　MAROプロジェクト（森美紗）

12月  5日� 呉崎小学校　アンサンブルOITA

12月  9日� 役員会（理事会）

12月15日� 大分県立中津支援学校　カサ・デ・ギターラ

12月22日� 竹中小学校　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

12月24日� 文化を語る夕べ

28年  

  1月  6日� 三役会

  1月14日� 三役会

  1月28日� 役員会（理事会）

  1月29日� 山移小学校　MAROプロジェクト（佐藤広美）

  2月19日� 社会福祉法人明峰会ケアハウス光　長唄松樹會

  2月27日� 朝地中学校　アンサンブルOITA

  2月29日� 役員選考委員会

  3月11日� 評議員会

  3月23日� 役員会（理事会）

11月10日
大分県三曲協会

11月16日
大分マンドリンオーケストラ

11月19日
合唱団“藍”

12月5日
アンサンブルOITA



◦ 5◦

 平成28年４月～９月までの芸術文化行事（芸振事務局把握分）

会　場　名 実 施 日 事　　業　　名 主　　催　　者

iichiko
音の泉ホール ４月９日 アンジェルス児童合唱団第14回演

奏会「創立30周年記念コンサート」 アンジェルス児童合唱団

iichiko
音の泉ホール ４月30日 平山麻美ピアノリサイタル Office�Bellina�Musica

ホルトホール大分 ４月30日 第55回カサ・デ・ギターラ　ギター
演奏会 カサ・デ・ギターラ

iichiko
音の泉ホール ５月３日 津久見樫の実少年少女合唱団

第37回定期演奏会 津久見樫の実会

大分県立美術館 ５月３日
～５月８日

第５回新進気鋭の書作家
「大分の若い風」展 新進気鋭の書作家「大分の若い風」

iichiko
音の泉ホール ５月５日 第７回おおいた新人演奏会 大分県音楽協会

ホルトホール大分 ５月７日 第64回大分県短歌大会 大分県歌人クラブ

iichiko
グランシアタ ５月８日 こどものためのバレエコンサート

2016 佐藤朱音バレエ研究所

大分県立美術館 ５月17日
～５月22日 2016年春季大分県美術展 大分県美術協会書道部会

大分県立美術館 ５月24日
～５月29日

平成28年度2016年春季県美展写真展
第29回会員展　第25回一般公募展 大分県美術協会写真部会

大分県立美術館 ５月31日
～６月５日 2016年春季大分県美術展 大分県美術協会日洋彫工部会

コンパルホール ５月22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 ５月29日 大分チェンバーオーケストラ

第10回演奏会ブラームス交響曲第１番 大分チェンバーオーケストラ

ホルトホール大分 ５月31日 アンサンブルOITA第16回定期演奏
会 アンサンブルOITA

大分県立美術館 ６月７日
～６月12日 第43回　行動大分作家展 行動大分作家協会

iichiko
音の泉ホール ６月10日 歌曲の会第21回演奏会 歌曲の会

ホルトホール大分
コンパルホール

６月10日
～６月12日

演出家・俳優養成セミナー2016　
演劇大学�in�おおいた 一般社団法人　日本演出者協会

iichiko
音の泉ホール ６月12日 木戸聡美　ピアノリサイタル 白と黒

大分県立美術館 ６月14日
～６月19日 75周年記念創元展大分巡回展 大分創元会

大分県立美術館 ６月15日
～６月19日 第75回創元展大分巡回展 一般社団法人　創元会

iichiko
グランシアタ ６月18日 大分市民合唱団ウイステリア・コール

第64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 ７月５日
～７月10日 第32回白日会大分支部展 白日会大分支部

大分市平和市民
公園能楽堂 ７月10日 第44回都山流尺八演奏会 都山流大分県支部
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会　場　名 実 施 日 事　　業　　名 主　　催　　者

ホルトホール大分 ７月23日 第６回歌手と一般参加交流の演歌と
舞踊・マジックの祭典 NPO福祉事業社和の会

エイトピアおおの ７月31日 第40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

iichiko総合文化
センター他

８月18日
～８月19日

第16回全国中学校総合文化祭大分大会
第10回大分県中学校総合文化祭 大分県中学校文化連盟

iichiko
グランシアタ ８月28日 シオナーズダンスショー　ケース

vol.33 ダンススタジオシオナーズ

大分県立美術館 ８月30日
～９月４日 '16大分自由美術展 大分自由美術

アートプラザ ９月５日
～９月11日

大分市立鶴崎中学校昭和35年卒古
希を祝う同窓３人展 古希を祝う同窓３人展実行委員会

大分市
佐賀関支所 ９月10日 第１回「関の鯛つり唄コンクール大会」大会実行委員会/おおいた民謡民俗芸能活性化委員会

大分県立美術館 ９月13日
～９月19日 第47回大分平和美術展 大分県文化団体連絡協議会

大分市平和市民
公園能楽堂 ９月18日 第50回記念萬謡會みんようフェスタ 大分県民謡研究会萬謡會

大分市西部公民館 ９月25日 第16回長唄さくら会　長唄・三味線
おさらい会 長唄さくら会

きつき生涯学習館 ９月25日 第9回きつき城下町短歌大会 きつき城下町短歌会

　県民芸術文化祭実行委員会では　現在参加行事を募集しています。
　平成28年９月１日～ 12月31日の期間に開催される芸術文化行事が対象です。実行委員会等の後
援名義が使用できるほか、総合プログラムやホームページで行事の紹介をします。
　上記の期間に芸術文化行事を予定されている団体は是非ご参加ください。
　募集用紙は、芸振団体会員にお送りしていますが、大分県民芸術文化祭ホームページからもダ
ウンロードできますので、ご利用ください。
　なお、主催共催行事の募集は４月15日（金）で終了いたしましたが、一部受付可能な行事種別
があります。事務局にお問い合わせください。

第18回大分県民芸術文化祭　参加行事の募集

　協賛事業実施期間は平成28年４月１日～ 12月３日です。申請は随時受け付けられますが、遅く
とも実施期日の１か月前まで申請が必要です。
　手続きは、下記文化庁のHPをご覧下さい。
　文化庁ホームページ
　http://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/chiiki/kokubunsai/

国民文化祭あいち協賛事業の募集
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　▪小長　久子（名誉会員）� H27.12.31ご逝去　93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

28.3.8 書道芸術院九州支局 美術 牧　泰濤 児玉韜光 〒870-0943　大分市片島15

28.3.8 一般社団法人九州ふるさと
創生国際交流促進協会 総合 安東　忠 王　君栄 〒870-0016　大分市新川町1-4-23

28.3.23 別府市日本画協会 美術 宮森智久 小野和徳 〒874-0919　別府市石垣東3-7-7
（有）ゼロデザイン工房内

（個人会員）
　　・児玉　元治（韜光）　　・木本（加登住）　典子　　・梶原　清美　　・後藤　進（青雲）
　　・山田　義空（繁伸）

  新　入　会　員　紹　介

・文部科学大臣表彰　地域文化功労者　大分県番傘川柳連合会
・大分県功労者表彰　学術・文化振興　藤間　次登（大分県芸術文化振興会議理事・日本舞踊家）
・大分県功労者表彰　学術・文化振興　新潮流の会
・大分合同新聞文化賞　地域活性賞　NPO法人BEPPU�PROJECT

  会 員 の 受 彰 （賞）者 紹 介

（団体会員）　・大分大学文化会吹奏楽部　・チャーチル会大分　・未来工房　・琴音会
　　　　　　・大分演奏家協会　・YOの会　・大分県県民オペラ協会
（個人会員）　・須賀　克文　　・田仲　敬司　　・工藤　冴子　　・岩本　伸一

  退　　会

　前号以降、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。

 新入会賛助会員紹介

（有）ムジカシラサワ、（株）テイクファイブ、松本内科循環器科クリニック
（入会順）



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/

◎会費の納入について
　平成28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。会費の２年滞納で会員資格が喪失します。なお、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。

◎平成27年度の「大分県文化年鑑」の編集が始まりました。
　原稿を依頼中です。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
H.P.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。

◎平成28年度通常総会について
　６月15日（水）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ガーデンで
行います。別途ご案内しますので、予定に入れておいてください。

◎推奨品（島原そうめん等）の斡旋について
　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４万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、今後も取り扱いを行いますので、ご注文の際は下記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

◎県立美術館企画展の前売り券について
　県立美術館で、前売り券が発行される企画展については、平成28年度も芸振で取り扱います
のでお知らせします。

◎12月の「文化を語る夕べ」のウエルカムコンサートの出演希望について
　今年のウエルカムコンサートに出演を希望する団体は、事務局まで連絡ください。

お 知 ら せ


