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平成23年度の芸振
（会議・事業から）

  4月22日	 三役会

  5月16日	 杵築市立向野小学校　ノイン・クランゲ（MAROプロジェクト）

  5月25日	 平成23年度会計監査

  5月25日	 日出町立大神小学校　アンサンブルwelina（MAROプロジェクト）

  5月30日	 三役会

  6月  1日	 役員会

  6月  3日	 由布市立石城小学校　能を楽しむ会

  6月  7日	 	別府市立別府中央小学校　アンサンブルwelina（MAROプロ
ジェクト）

  6月  9日	 大分市立吉野小学校　グループUNO

  6月10日	 佐伯市立楠本小学校　大分県児童文化研究会

  6月13日	 中津市立大幡小学校　ノイン・クランゲ（MAROプロジェクト）

  6月14日	 平成23年度通常総会・会員交流会（大分第一ホテル）

  6月15日	 	由布市立西庄内小学校　アンサンブルVIVO（MAROプロジェクト）

  6月16日	 日田市立大明中学校　大分二期会

  6月23日	 竹田市立南部小学校　大分県人形劇サークル協議会

  6月30日	 玖珠町立春日小学校　カサ・デ・ギターラ

  7月  8日	 杵築市立朝田小学校　アンサンブルVIVO（MAROプロジェクト）

  7月  9日	 三役会

  7月10日	 中津市立三光中学校　ピアノ演奏グループ「０'未来」

  7月20日	 佐伯市立直川地区公民館ホール　さくら会

  7月21日	 理事会

  7月22日	 	大分県立別府支援学校鶴見校　アンサンブル「みどりのそよ風」

  8月18日	 三役会

  8月23日	 第１回評議員会

  9月21日	 	大分県立日出支援学校	
別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

  9月29日	 三役会

10月  4日	 日田市立丸山小学校　アンサンブルVIVO（MAROプロジェクト）

10月  6日	 玖珠町立山浦中学校　大分県三曲協会

10月13日	 佐伯市立上入津小学校　YOの会

10月14日	 佐伯市立青山小学校　ノイン・クランゲ（MAROプロジェクト）

5月16日
ノイン・クランゲ

10月27日
室内楽おおいた～grand～

6月14日
平成23年度通常総会

6月7日
アンサンブルwelina

6月10日
大分県児童文化研究会

10月25日
大分県日本舞踊連盟
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10月20日	 日田市立光岡小学校　アンサンブルVIVO（MAROプロジェクト）

10月24日	 理事会

10月25日	 別府市立北部中学校　カサ・デ・ギターラ

10月25日	 津久見市立青江小学校　大分県日本舞踊連盟

10月27日	 佐伯市立鶴岡小学校　室内楽おおいた～grand～

10月30日	 別府市立春木川小学校　大分県人形劇サークル協議会

10月30日	 臼杵市立下北小学校　大分県庁職員吹奏楽団

11月  1日	 杵築市立山浦小学校　稙田ほがらか劇団

11月  2日	 宇佐市立和間小学校　ノイン・クランゲ（MAROプロジェクト）

11月  3日	 大分市立横瀬小学校　グループUNO

11月  4日	 由布市立湯平小学校　合唱団“藍”

11月  4日	 姫島村立姫島小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」

11月  8日	 宇佐市立長峰小学校　大分二期会

11月10日	 国東市立富来小学校　大分県児童文化研究会

11月15日	 大分市立西の台小学校　大分演奏家協会

11月17日	 大分市立森岡小学校　稙田ほがらか劇団

11月18日	 	豊後高田市立田染中学校	
㈳日本フラワーデザイナー協会大分支部

11月28日	 三役会

12月  1日	 理事会

12月9日〜11日	 佐伯市三余館　大分県美術協会（書道部会）

12月13日	 第26回文化を語る夕べ（全日空ホテル５階孔雀の間）

12月23日	 	大分市コンパルホール	
別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

  1月21日	 三役会

  1月23日	 理事会

  2月  2日	 海外派遣研修者選考委員会

  2月  9日	 役員選考委員会

  2月16日	 三役会

  2月24日	 理事会

  2月27日	 	豊後高田市立河内中学校　GEN室内管弦楽団を招く会

  3月  8日	 第２回評議員会

  3月21日	 理事会

10月30日
大分県庁職員吹奏楽団

11月4日
合唱団“藍”

11月8日
大分二期会

11月18日
㈳日本フラワーデザイナー協会大分支部

12月23日
別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

12月13日
第26回文化を語る夕べ



◦ 4◦

「一つの時代が終わった
―中沢とおるさんをしのぶ―」

中沢とおる先生のご逝去にあたり

　中沢さんの訃報に接した時、一つの時代―それは芸振と県芸術祭を中心に盛り上がった文化運
動の時代―が終わったと実感した。
　芸振はそれまでバラバラだった県内の文化活動を統合しようと発足し、手始めが大合唱を開幕
にした第一回県芸術祭だった。この県芸術祭を舞台に県民オペラと県民演劇が華々しくデビュー
した。中沢とおるさんが台本と演出を手掛けた県民演劇の特色は、テーマを大分県の歴史と人物
に絞ったことと、幅広く人材の発掘に努めたことだ。最初から取材に当たった私にとって、特に
印象深かったのは「白秋を恋した女」の江口章子役を県民から公募したことだ。大分合同新聞社
でオーディションを行い、六十八人の応募者の中から村上美佐子を選び、演劇は初めての彼女が
見事に江口章子を演じきったことである。
　また若い人の要望に応え、ミュージカルに取り組み、「炭焼長者臼杵石仏物語」を成功させたこ
とも印象深い。この作品には音楽はもちろん文芸、民謡等他団体の協力も取り付けた。この舞台
に限らず、中沢さんは県民オペラや洋舞、日
舞など他団体にも積極的に参加を呼び掛け、
「大分方式」と呼ばれるジャンルを超えた協
力体制をつくりあげたことも特記しておきた
い。オルガナイザーとしての中沢さんの手腕
は相当なものだった。
　その県民演劇がホームグラウンドとした芸
館のホールも大分文化会館も廃止が決まっ
た。一つの時代が終わったのである。

芸振相談役
狭　間　　久

　平成24年2月23日㈭19時から大分文化会館第1ホールにおいて、大分文化会館閉館と
ホルトホール大分 市民ホール開館のスケジュールと概要について、大分市文化国際課に
よる説明会が開催された。
　大分文化会館は平成25年10月末日に閉館する。利用予約の受付は、平成24年11月1日
をもって停止する。一方、ホルトホール大分 市民ホールは、平成25年7月20日から供用
開始、利用予約の受付開始は平成24年9月を予定している。
　説明会には芸術文化団体関係者など30名あまりが出席した。出席者からは新ホールの
仕様など多くの質問が出された。特に関心の寄せられた使用料金については、3月末にホ
ルトホール大分の指定管理候補者が選定されてから決定されるとのことである。

大分文化会館の閉館とホルトホール大分 市民ホールについて
（芸術文化団体説明会）
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　３月９日㈮大分市アートプラザ２F研修室において、平成23年度第２回評議員会を開催した。
評議員18名、理事14名が出席した。
▪協議事項
　１　平成23年度事業経過について
　２　芸振文化事業星野展について
　　　	　平成24年度芸振文化事業「星野富弘	花の詩画展」の実施については、「心和む星野作品

の言葉と絵の世界を、東日本大震災被災地応援として、この時期に大分で開催することに
意味がある。」との意見をいただき、具体的な宣伝の方法や広報の依頼先などについて活発
な提案があり、評議員会として完売に向け全会員で積極的に取り組むことを決めた。

●第2回  評議員会報告●

迫る!! 5月17日開幕
「星野富弘 花の詩画展」

　平成24年度の芸振文化事業「星野富弘	花の詩画展」が５月17日よりトキハ本店８Fで
開催されます。大分での開催は16年振りとなります。オープニングには群馬県みどり市
より富弘美術館館長の聖生清
重氏が出席されます。既に団
体会員の皆さんには前売券の
販売において多大なご支援ご
尽力をいただいております。
今年の芸振文化事業は例年の
趣旨に加え、東日本大震災で
被害に遭われた地域の芸術文
化活動への支援も目的として
おります。引き続きご協力を
お願い致します。

前売券取扱所
大分合同新聞本社
大分合同新聞社プレスセンター
トキハ会館３F
別府トキハ
明野アクロス
ローソンチケット（Lコード86332）
芸振事務局

大 　 人.......600円（当日800円）
高 大 生.......300円（当日500円）
小中学生......無料
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芸振ホームページを刷新！
http://www.geishin.jp/

　平成23年度の緊急雇用創出事業で芸振ホームページ（H.P.）のデザインを刷新しました。新し
いH.P.ではイベントや芸振会員を検索できるプログラムも導入しています。新しい機能を以下に
紹介いたします。

芸振の事業に関する各種様式がH.P.より入手できま
す。TOP画面上部の「各種様式」をクリックすると、
ダウンロードできるページが開きます。様式はPDF
ファイルに加えてWordファイルも添付しましたの
で、皆さんのパソコンで直接入力できるようになりま
した。

法人化以後のアーカイブス（記録）をまとめました。
TOP画面上部の「アーカイブス」をクリックすると、事
業別に記録が収納されたページが開きます。主な事業
記録、刊行物（年鑑や機関紙）を閲覧できます。また、
芸振に関する報道関連記事のトピックスを掲載してい
ます。（記事自体は著作権法により未掲載）

演奏者等紹介事業が本
格始動します。TOPペー
ジ右上の「演奏者等紹介
事業」をクリックする
と、登録団体情報を閲覧
できます。さらに、事業
関連様式をダウンロード
し、直接メールで申し込
めます。

イベントと団体について
検索できます。
⒈開催日時、開催場所、
ジャンルで検索

⒉フリーキーワードで検索
⒊複数の条件で絞り込み
検索

⒋芸振の団体会員を検索

ニ
ュ
ー
ス
は
新
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に
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。
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　２月23日の大分県民芸術文化祭実行委員会で、第14回大分県民芸術文化祭の全体テーマ「ひび
きあう心　深まる絆」が決定しました。３月10日より応募を随時受け付けております。開幕行事
は大分県吹奏楽連盟創立50周年記念「吹奏楽の祭典（仮称）」、閉幕行事は大分二期会オペラ公演「オ
ペラ‘魔笛’全幕」が決定しています。募集期間は、ジャンル別行事、若者行事、研修会事業、地域
文化行事が４月10日、参加行事は11月30日までです。さらに、平成25年度の第15回大分県民芸術
文化祭の開幕・閉幕行事も募集していますので、併せて応募をお待ちしております。

“ひびきあう心  深まる絆”
第14回 大分県民芸術文化祭行事募集が始まりました!

イベントと団体につ
いて検索できます。
⒈開催日時、開催
場所、ジャンル、
行事区分（種別）
で検索

⒉フリーキーワード
で検索

⒊複数の条件で絞
り込み検索

イベントの種別の内容と募集期
間について説明しています。

各種申請や報告の様式がダウ
ンロードできます。形式もPDFに
加えてWORD（直接入力可能）
も用意しました。

▶大分県民芸術文化祭H.P.
　リニューアル！
　大分県民芸術文化祭のH.P.が
使いやすくなりました。TOP
ページ左下の“募集要項”をク
リックすると右のページが開き
ます。文化祭行事の内容や申請
の流れをフローチャートにしま
した。更に各種申請様式をダウ
ンロードできます。
http://www.bunkasai-oita.jp/



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/

▪団体会員

団　体　名 部門 代表者 事務局長 事務局所在地

民舞踊　小美乃会 舞踊 小野京子 今田加洋子 中津市大字今津589-21　事務局長方

新　入　会　員　紹　介

▪工藤　勝武（大分県書道学会）	 H23.10.25　87歳
▪中沢とおる（大分県民演劇制作協議会）	 H23.11.30　86歳
▪花柳笹之丞	 H24.１.15　78歳	 ご冥福をお祈りいたします。

物　故　者

▪団体会員　エンジェルハートコンサート実行委員会おおいた　大分県中学校文化連盟

退　会（申し出によるもの）

◦会費の納入をお願いします。
平成24年度分の会費の納入をお願い致します。納入期限は例年4月1日～ 30日までと
なっております。詳細は送付文書をごらんください。なお、会費の2年滞納で会員資
格が喪失しますので、ご注意ください。
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
せがない限り、会費の請求が発生しますので、ご留意ください。どうぞよろしくお願
いいたします。

◦平成23年度の「大分県文化年鑑」の編集が始まりました。
　	原稿は期限内に提出してください。なお、調査票に記載された団体情報はH.P.で公
開されます。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24年度通常総会を6月14日㈭15：00 ～大分第一ホテルで開催します。会員
交流会もあります。

◦ 事務局の新しいスタッフとして園田暢子さんが加わりました。

お 知 ら せ


