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第15回大分県民芸術文化祭を開催

　今年度の県民芸術文化祭（同実行委員
会主催）は、９月29日（日）の大分県民
踊連盟創立50周年記念「民踊の祭典」を
開幕行事として、研修会事業４、ジャン
ル別行事14、若者行事５、地域文化行事
９など多彩な内容で催されました。３部
構成のプログラムによる「民踊の祭典」

（写真上）には、1,400人を超える民踊ファ
ンが訪れました。
　11月24日（日）には、同じく創立50周年を迎えた大分交響楽団による第37回定期演奏会が閉幕
行事として催され、ベルリオーズ「幻想協奏曲」をはじめとする演奏に1,200人余りの聴衆が魅了
されました。

12月17日に「文化を語る夕べ」
　大分オアシスタワーホテルで開かれた芸振の「文
化を語る夕べ」は、201名の皆さんにご参加いただき
ました。恒例のウェルカム・コンサートでは「琴音
会」による演奏を楽しみ、県民踊連盟の柴田束会長
による「開幕行事の取り組み」についての講話を伺
いました。
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平成24年度の芸振活動
（会議・事業から）

24年  

  6月  1日 役員会

  6月  2日 東小学校　大分県庁職員吹奏楽団

  6月  4日 百枝小学校　GEN室内管弦楽団を招く会

  6月  4日 佐伯支援学校　大分県三曲協会

  6月14日 宇佐支援学校中津校　大分県人形劇サークル協議会

  6月14日 平成24年度通常総会・会員交流会（大分第一ホテル）

  6月14日 理事会

  6月15日 野津原東部小学校　ノイン・クランゲ（MAROプロジェクト）

  6月17日 桂林小学校　大分県庁職員吹奏楽団

  6月19日 封戸小学校　能を楽しむ会

  6月21日 津久見小学校　Luft Trio（MAROプロジェクト）

  6月28日 吉野小学校　ノイン・クランゲ（MAROプロジェクト）

  7月  5日 香々地中学校　大分マンドリンオーケストラ

  7月10日 五馬中学校　カサ・デ・ギターラ

  7月17日 草地小学校　能を楽しむ会

  7月19日 理事会

  7月12日 三役会

  7月29日 日出生中学校　大分県太鼓連合

  8月20日 理事会

  8月19日 九重文化センター　大分県児童文化研究会

  9月  7日 三役会

  9月19日 西馬城小学校　日本フラワーデザイナー協会

  9月20日 理事会

  9月27日 評議員会

10月11日 姫島小学校　cordial（MAROプロジェクト）

10月11日 姫島中学校　cordial（MAROプロジェクト）

６月14日
大分県人形劇サークル協議会

7月29日
大分県太鼓連合

8月19日
大分県児童文化研究会
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10月12日 安岐中央小学校　合唱団“藍”

10月19日 木立小学校　cordial（MAROプロジェクト）

10月24日 南立石小学校　大分県人形劇サークル協議会

10月25日 豊岡小学校　稙田ほがらか劇団

10月26日 東稙田小学校　おおいたオペラカンパニー

10月26日 安岐中学校　大分二期会

10月28日 三佐小学校　大分県太鼓連合

10月29日 今津中学校　GEN室内管弦楽団を招く会

10月29日 佐伯小学校　大分県児童文化研究会

10月30日 大入島小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」

10月31日 湯平小学校　アンサンブルwelina（MAROプロジェクト）

11月  3日 佐賀関小学校　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

11月  9日 渡町台小学校　Luft Trio（MAROプロジェクト）

11月22～25日 竹田市民ギャラリー「水琴館」　大分県美術協会写真部会

11月16日 中島小学校　大分県三曲協会

11月26日 直川小学校　室内楽おおいた～grand～

11月26日 三役会

11月27日 豊田小学校　おおいたオペラカンパニー

11月28日 小佐井小学校　グループUNO

12月  4日 深見小学校　稙田ほがらか劇団

12月12日 文化を語る夕べ（大分オアシスタワーホテル）

25年  

  1月30日 三役会

  2月18日 三役会

  2月19日 佐田小学校　Luft Trio（MAROプロジェクト）

  3月17日 パトリア日田　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

  3月21日 三役会

  3月25日 理事会

  3月29日 評議員会

10月26日
おおいたオペラカンパニー

10月30日
アンサンブル「みどりのそよ風」

11月26日
室内楽おおいた～grand～

11月28日
グループUNO
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平成25年度の芸振活動
（会議・事業から）

25年  
  6月  1日 大分県立佐伯支援学校　アンサンブルwelina（MAROプロジェクト）
  6月10日 前津江小学校　室内楽おおいた～grand～
  6月11日 青山小学校　グループUNO
  6月11日 鶴居小学校　おおいたオペラカンパニー
  6月13日 古後小学校　カサ・デ・ギターラ
  6月13日 南立石小学校　大分県三曲協会
  6月18日 平成25年度通常総会・会員交流会（大分オアシスタワーホテル）
  6月27日 下郷小学校　大分県人形劇サークル協議会
  6月28日 いつま小学校　アンサンブルwelina（MAROプロジェクト）
  6月28日 春日町小学校　大分二期会
  7月  1日 阿蘇野小学校　アンサンブルVIVO（MAROプロジェクト）
  7月  2日 城南中学校　能を楽しむ会
  7月  4日 吉野小学校　大分県児童文化研究会
  7月  4日 姫島中学校　大分演奏家協会
  7月  4日 藤原小学校　稙田ほがらか劇団
  7月  4日 役員会
  7月  7日 三光中学校　GEN室内管弦楽団を招く会
  7月16日 大分県立別府支援学校　鶴見校　長唄松樹會
  7月27日 アートプラザ　能を楽しむ会
  8月21日 三役会
  8月22日 直川文化協会　ルミエールフルートアンサンブル
  8月23日 理事会
  8月28日 評議員会
  9月  1日 コンパルホール　スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ
  9月10日 三役会
  9月13日 大分大学教育福祉科学部　附属小学校　グループUNO
  9月21日 三役会
  9月24日 理事会
  9月27日 保戸島小学校・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  4日 朝日小学校　稙田ほがらか劇団
10月  4日 青江小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」
10月  8日 春日小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」
10月  9日 朝田小学校　大分県人形劇サークル協議会
10月10日 別府中央小学校　大分二期会
10月10日 南部小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
10月11日 今津小学校　合唱団“藍”

10月8日
アンサンブル「みどりのそよ風」

9月13日
グループUNO

7月16日
長唄松樹會
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10月15日 津房小学校　GEN室内管弦楽団を招く会
10月16日 富来小学校　大分演奏家協会
10月17日 佐田小学校　大分県児童文化研究会
10月18日 宮城台小学校　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ
10月20日 菅尾小学校　室内楽おおいた～grand～
10月23日 明治小学校　大分県児童文化研究会
10月25日 湯平小学校　おおいたオペラカンパニー
10月30日 荏隈小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
10月30日 大神小学校　おおいたオペラカンパニー
11月  1日 稙田西中学校　Crayon de Couleur（MAROプロジェクト）
11月  3日 横瀬小学校　大分マンドリンオーケストラ
11月4～9日 大分県立歴史博物館　大分県美術協会日洋彫工部会
11月11日 三役会
11月12日 直川小学校　カサ・デ・ギターラ
11月13日 今津中学校　アンサンブルwelina（MAROプロジェクト）
11月14日 堅徳小学校　大分県日本舞踊連盟
11月15日 小楠小学校　合唱団“藍”
11月17日 城井小学校　大分県三曲協会
11月19日 和間小学校　Trio Rizm（MAROプロジェクト）
11月20日 豊岡小学校　ピアノ演奏グループ「未来」大分県支部
11月21日 西庄内小学校　大分県三曲協会
11月24日 木立小学校　Oita Musik Akademie
11月24日 西上浦小学校　大分県人形劇サークル協議会
11月28日 姫島小学校　大分二期会
11月29日 木佐上小学校　大分県人形劇サークル協議会
11月29日 理事会
11月29日 三役会
12月  1日 春木川小学校　稙田ほがらか劇団
12月10日 向野小学校　日本フラワーデザイナー協会大分県支部
12月17日 文化を語る夕べ（大分オアシスタワーホテル）
26年  
  1月14日 三役会
  1月24日 理事会
  1月31日 大分県立中津支援学校　ルミエールフルートアンサンブル
  2月  2日 評議員会
  2月13日 役員選考委員会
  3月  2日 田原小学校　大分県庁職員吹奏楽団
  3月10日 アストくにさき　Crayon de Couleur（MAROプロジェクト）
  3月11日 三役会
  3月25日 理事会

10月16日
大分演奏家協会

10月18日
別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

10月30日
おおいたオペラカンパニー

11月15日
合唱団“藍”

11月21日
大分県三曲協会

11月24日
大分県人形劇サークル協議会
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 推奨品の斡旋活動報告
　昨年末に取り組みました「島原そうめん」の斡旋活動については、団体会員、個人会員の皆様
から合計304個のご注文をいただきました。冬場であることから、一番注文が多かったのは、「ちゃ
んぽん皿うどんセット」で、221個の注文でした。初めての取り組みでしたが、芸振の手数料収入
が約10万円、団体会員は総額で13万円の手数料収入となりました。取り組みをいただいた団体・
個人会員の皆様にお礼申し上げます。
　ご注文は季節に関係なくいつでも承っています。取扱事務局は下記のとおりです。
　これから向かう暑い季節には、食欲が落ちた時でもおいしく食べられる芸振推奨の「島原そう
めん」を是非ご利用ください。

　　　　　　　　　　CSP大分　〒870-0157　大分市高城本町１-２-207
　　　　　　　　　　　TEL・FAX　097-503-3373　担当者：工藤　紘喜

 第16回県民芸術文化祭のお知らせ
～出会いと創造～第16回大分県民芸術文化祭
第16回・第17回大分県民芸術文化祭行事の募集については下表のとおりです。決定は６月初めを
予定しています。詳細は下記事務局までお問い合わせください。

実施回（時期）
行事種別

第16回
（平成26年）

第17回
（平成27年）

１）開 幕 行 事 ９月末～10月初め
の開催 「第50回記念大分県美術展」 募集しています

（～４/30）

２）閉 幕 行 事 11月末頃の開催 「歌曲の会第20回記念演奏会」 募集しています
（～４/30）

３）ジ ャ ン ル 別 行 事

10・11月の開催

募集締切（３/１～４/10）

まだ募集していません。

４）若 者 行 事 募集締切（３/１～４/10）

５）研 修 会 事 業 募集締切（３/１～４/10）

６）地 域 文 化 行 事 募集締切（３/１～４/10）

＊参加行事
９月～12月に市町村、芸術文化団体、企業
等が行う文化祭の趣旨に沿った行事。文化
祭実行委員会の後援とする。

主催・共催行事とは別の様式
で募集中（３/１～11/30）
決定は随時

◆ お問合せ
大分県民芸術文化祭実行委員会事務局
〒870-0029　大分市高砂町２-33 B1F　大分県芸術文化振興会議内
TEL：097-536-0522　FAX：097-536-6188　URL：http://www.bunkasai-oita.jp/
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 平26年４月～８月までの芸術文化行事予定（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

紀尾井ホール ４月５日 津久見樫の実少年少女合唱団
創立35周年記念東京公演

津久見樫の実少年少女合唱団
創立35周年記念東京公演実行委員会

APU
ミレニアムホール ４月18日 日本の伝統芸能「長唄・三味線」演奏会 さくら会

ホルトホール大分 ４月26日 芸能プロと一般参加者交流のお芝
居と踊りと演歌の競演 NPO福祉事業者和の会

iichiko
音の泉ホール ５月６日 第５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11日 第61回大分県短歌大会 大分県歌人クラブ

大分県立芸術会館 ５月13日 大分県美術展・春季公募書道展 大分県美術協会　書道部会

コンパルホール ５月18日 いろいろな音を楽しむ会
第20回記念演奏会 大分県音楽団体協議会

津久見市民会館 ５月18日 津久見樫の実少年少女合唱団
第35回定期演奏会 津久見樫の実会

大分県立芸術会館 ５月20日 春季大分県美術展写真展
第28回会員展・24回一般公募展 大分県美術協会　写真部会

iichiko
音の泉ホール ５月23日 ～みんなで楽しむ～オペラ・ガラ　

ファミリーコンサート～2014～ ドルチェペーラ

大分県立芸術会館 ５月27日 春季大分県美術展 大分県美術協会　日洋彫工部会

大分県立芸術会館 ６月中旬予定 第41回記念　行動大分作家展 行動大分作家協会

アートプラザ ６月17日 第29回白日会大分支部展 白日会大分支部

iichiko
グランシアタ ６月21日 大分市民合唱団ウィステリア・

コール第62回定期演奏会
大分市民合唱団ウィステリア・
コール

大分県立芸術会館 ７月予定 第45回大分平和美術展 大分県文化団体連絡協議会

大分市平和公園
能楽堂 ７月13日 第42回都山流尺八演奏会 都山流尺八大分県支部

大分文化会館 ７月20日 第38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

ルーテル教会 ７月26日 室内楽おおいた～grand～「夏の室
内楽コンサートinルーテル教会」 室内楽おおいた～grand～

県内各地域の公
民館・集会所 ７月 第18回大分県子ども舞台芸術

フェスティバル 大分県子ども劇場連絡会

ホルトホール大分 ８月21日 第３回OMA定期演奏会
嗜好品コンサート 大分ムジークアカデミー

ウサノピア
（予定） ８月24日 第27回大分県少年少女合唱祭 大分県少年少女合唱連盟

大分県立芸術会館 ８月下旬 大分二紀展2014 一般社団法人二紀会大分支部

　▪油布　玲二（大分県児童文化研究会） H25.11.29  87歳 ご冥福をお祈りいたします。
  物　故　者
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（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

25.11.18 遊鳳会 美術 矢野　麻理 宮町　恵子 〒870-0816　大分市田室町９-80
アーバン田室110

26.01.21 ドルチェペーラ 音楽 本田ゆりこ 〒874-0839　別府市南立石１-２-2C

（個人会員）
　　・手嶋　武雄　　・花柳　笹丸　　・花柳吉奈美　　・花柳忍瑳峨　　・花柳三紗華
　　・花柳　嘉梅　　・藤間朋司奈　　・花柳吉志奈　　・花柳鶴富久　　・花柳裕句匠
　　・藤間　弘女　　・花柳琴三紗　　・藤間柳茂美　　・藤間芳美治

  新　入　会　員　紹　介

（団体会員）　・大分県民演劇制作協議会　 ・稙田ほがらか劇団（演劇）　 ・㈳新興美術院大分支部（美術）
（個人会員）　・野田　剛史　　・前村　京子　　・河野　公記　　・秦　　輝一　　・三苫　　勇
　　　　　　・大塚　喜明　　・朝来　桂一

　芸振では、現在下記の義援金をお預かりしています。
　ありがとうございました。
　　おおいた演劇の会   29,200円
　　義援金箱    10,734円
　　　（内訳）大分県民芸術文化祭開幕行事
　　　　　　　　　　〃　　　　 閉幕行事
　　　　　　 文化を語る夕べ
　　 　　　　　 合　　計   39,934円

  退　　会

  東 日 本 大 震 災 へ の 義 援 金

◦会費の納入をお願いします。
　平成26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25年度の「大分県文化年鑑」を編集中です。
　原稿を未提出の団体は、至急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26年度通常総会を、６月18日（水）15：00 ～アイネスで開催します。
　会員交流会は別会場で行います。予定に入れておいてください。

お 知 ら せ

　▪文部科学大臣表彰　地域文化功労者 大分県俳句連盟
　▪大分県功労者表彰　学術・文化振興 辛島　光義（大分県芸術文化振興会議副理事長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　忠實（大分県日本画協会会長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 濵野　征子（樫の実少年少女合唱団指導者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 男声合唱団豊声会
　▪大分合同新聞文化賞　芸術文化　　　 村津　忠久（大分第九を歌う会代表）

  会 員 の 受 彰（賞）

事務局のスタッフの交代がありました

H25.９.30 退職　事務局長　日名子　金一郎
H25.10.１ 採用　　同上　　清　田　　　寛
H26.３.17 採用　臨時職員　山　口　るり子
H26.３.20 退職　　同上　　山　平　知　代


