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平成27年度通常総会を開催しました

（平成27年６月19日（金）　ホルトホール大分302，303会議室）

芸振文化キャラバン　　→
平成27年６月３日（水）
県立佐伯支援学校
（ルミエールフルート
　アンサンブル）

↑芸振文化キャラバン
　平成27年８月１日（土）
　コアやまくに
　�（大分県人形劇サークル
協議会）

←国民文化祭の誘致要望
　（平成27年６月18日（木）　知事応接室）
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　芸振の平成27年度総会を、６月19日に初めてホルトホール大分の会議室
（302、303）で開催しました。
　渡辺理事長の挨拶の中で、昨日芸振会議役員を中心に広瀬知事を訪問し、
平成30年に国民文化祭の誘致を要望した旨報告がありました。続いて大分県

企画振興部の廣瀬部長から来賓のご祝辞をいただきました。
　総会の成立要件（正会員の1/2以上の出席）の確認では、正会員数275名（団体157、個人118）に対
して出席者数195名（実出席97、書面出席98）であることを確認し開会しました。
　最初に議長として別府市民劇場事務局長の中村佐市氏を、また議事録署名人として華道家元池坊大
分支部長の大塚タカ子氏、個人会員の後藤一郎氏を選出しました。
　議事に入り、はじめに第１号議案「平成26年度の事業報告」と第２号議案「平成26年度決算報告及
び監査報告」が一括審議され、事務局が説明をしました。第１号議案では、大分県内芸術文化団体の
連絡提携事業として、昨年の４月25日にNPO法人になって初めて芸振加盟の地域文化団体との情報交
換会を実施。13団体中10団体が参加し、県内各地域の文化団体が運営上の悩みやノウハウなどの意見
交換を行い有意義な会議になりました。また昨年の12月16日に文化を語る夕べを兼ねて創立50周年記
念式典並びに祝賀会を大分オアシスタワーホテルで開催、239名が出席し盛会裡に終了しました。芸術
文化事業の企画実施及び人材育成事業については、NPO法人としての役割を果たす中核になる事業と
して、昨年度も小中学校を中心に55会場で文化キャラバンを実施し、計10,658名が鑑賞しました。ま
た、大分県民芸術文化祭の事務を担当し、参加228行事、参加者38,000人、観覧者等277,000人となり
ました。演奏者等紹介事業は４か所で実施。海外研修は、行動大分作家協会の推薦により、彫刻家の
森貴也氏がアメリカニューヨークで研修し、総会前日の大分合同新聞の夕刊に研修報告が掲載されま
した。芸術文化団体の推進援助事業では、補助事業として43団体に計1,860千円を交付しました。「首
藤コレクション顕彰大分県推進協議会」事務局として、昨年度は駐日ロシア連邦大使を総会にお招き
し、講演をしていただくなどの役割を果しました。推奨品事業は販売益を活動資金の一部として加盟
団体並びに芸振に還元するもので、収益確保策の一つとして平成25年度から取り組んでおり、昨年度
の取扱い商品数は362個、取扱い団体数は19団体でした。ちなみに取り扱い団体には計11万円の還元手
数料が支払われました。芸術文化活動関係資料の収集・調査研究及び機関紙等の情報発信事業につい
ては、文化年鑑、機関紙の発行、ＨＰのデータベース更新のほか、元大分合同新聞社論説委員長で芸
振相談役の挾間久先生に執筆をお願いし、芸振創立50周年記念誌「大分県文化50年のあゆみ」を発行
しました。会員の皆様には記念誌の購入に多大なご協力をいただき誠にありがとうございました。改め
てお礼申し上げます。
　第２号議案の平成26年度活動計算書では、経常収益全体として情報発信事業収益における記念誌
「50年のあゆみ」の販売収入並びに広告収入が大きく貢献して、昨年度より153万円ほど増加しました。
経常費用では、記念誌発行費用や記念式典費用が増加要因となりましたが、移転費用がなくなったこ
と、事務局運営経費の節減などにより、20万円の増加に押さえることができ、当期正味財産を僅かで
すがプラスにすることができました。佐藤代表監事による監査報告では、会計帳簿は正しく整備され
会計諸表も正確に示されている旨報告がありました。
　第３号議案と第４号議案も同じように一括審議されました。第３号議案の平成27年度事業計画では、
芸振法人化10周年を節目に、広く県民に芸振の周知を図るとともに収益に貢献する事業として、舞台
部門・展示部門を併せた芸振団体会員の力を結集した初めての総合フェスティバルを、10月24日、25
日の２日間、iichikoグランシアタ並びにアトリウムプラザでそれぞれ開催することとしました。例年実

会 告総 報
平成27年度
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これから実施される芸術文化行事10月〜３月
◇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掲載の行事は除く。
開催日 行　　事　　名 団　　体　　名 会　　場　　名

10月21日（水） 日本歌人クラブ第19回全九州短歌大会 日本歌人クラブ九州ブロック 亀の井ホテル
10月24日（土）～
10月25日（日） 第57回臼杵市秋の文化祭 臼杵市文化連盟 臼杵市民会館

10月31日（土） 第52回大分県児童文化祭 大分県児童文化研究会 由布市はさま未来館児童室

11月15日（日） 淡窓伝光霊流大分光詩道会発会10周年吟剣
詩舞道大会 淡窓伝光霊流日本詩道会 ホルトホール大分

11月22日（日） 大分県民謡フェスティバル「ふるさとの唄を
求めて」 大分県民謡研究会萬謡會 ホルトホール大分

11月22日（日） 第44回佐伯芸術文化祭 佐伯文化振興会 佐伯文化会館

11月中旬～
12月初め（予定）

大分県音楽協会主催研修事業　目からウロ
コ第７弾「管楽器におけるバロック音楽への
アプローチ」（仮題）

大分県音楽協会 未定

12月16日（水） 第51回大分県人形劇フェスティバル 大分県人形劇サークル協議会 臼杵市野津中央公民館
平成28年
１月４日（月）～
１月５日（火）

第10回国東半島書き初め大会 国東半島あいルネサンス連盟 姫島村中央公民館・
武蔵中央公民館

（決勝大会）
平成28年
１月９日（土）

第20回大分県小中学生書道チャンピオン大
会（記念大会）決勝大会・作品展

特定非営利活動法人
大分県書写書道指導者連合会 大分県立総合体育館

平成28年
１月16日（土）～
１月17日（日）

2015NFD「第18回フラワーデザイン展」＆「第
７回めじろんカップ」

（公社）日本フラワーデザイナー協会
大分県支部 ホルトホール大分

平成28年
１月24日（日）

第15回豊の国ブラスフェスティバル～社会人
バンドの饗演～ 大分県吹奏楽連盟 ホルトホール大分

平成28年
２月７日（日） 大分県庁職員吹奏楽団定期演奏会 大分県庁職員吹奏楽団 iichikoグランシアタ

平成28年
２月７日（日） 平成27年度大分県合唱講習会 大分県合唱連盟 別府大学大分キャンパス

文化ホール
平成28年
２月16日（火）～
２月21日（日）

むさしカルティバル2016 武蔵町文化協会 武蔵中央公民館

平成28年
３月３日（木）～
３月７日（月）

中津文化協会創立35周年耶馬溪サミットin
中津 特定非営利活動法人中津文化協会 中津文化会館

平成28年
３月20日（日） 第63回歌帖社全国短歌大会 歌帖社 豊泉荘（別府市）

平成28年
３月（予定） 第５回芸能プロと一般参加者との交流 NPO福祉事業社和の会 若草公園（予定）

施している芸術文化団体への補助事業は、採択件数が増える見込みとなったため、１団体当たりの補
助額が減少することとなりました。また、今年４月に県立美術館が開館したことに伴い、県内芸術バン
ク亜の振興に寄与する一環として、企画展のチケット販売を芸振が扱うこととしました。開館企画展で
は、大分県美術協会の皆様には積極的に販売協力をしていただき、誠に有り難うございました。第４
号議案の平成27年度予算書では、芸振総合フェスティバルなどによる収益を加味し、当期正味財産と
して15万円を計上しました。第５号議案では軽易な定款変更が、第６号議案では役員報酬を無報酬と
する案が提案され、第６号議案まですべて原案どおり可決されました。第７号議案その他では執行部、
会場ともに新たな提案がなくすべての議事が終了しました。
　総会終了後、同じ階のホルトガーデンに会場を移し、恒例の会員交流会が開催され、終始なごやか
な雰囲気の中で歓談が行われ、無事総会行事が終了しました。
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◇芸振文化キャラバン

開催日 行事名 会場名

９月24日（木） 「ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部」公演 大分市立佐賀関中学校

９月25日（金） 「長唄さくら会」公演 佐伯市立米水津中学校

10月７日（水） 「大分県人形劇サークル協議会」公演 宇佐市立横山小学校

10月８日（木） 「大分県民謡連盟」公演 竹田市立白丹小学校

10月９日（金） 「グループＵＮＯ」公演 大分市立佐賀関小学校

10月14日（水） 「おおいたオペラカンパニー」公演 中津市立三保小学校

10月16日（金） 「別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ」公演 別府市立別府中央小学校

10月中旬 「日本フラワーデザイナー協会大分県支部」講習 豊後高田市立桂陽小学校

10月20日（火） 「大分県人形劇サークル協議会」公演 豊後高田市立真玉小学校

10月20日（火） 「ＧＥＮ室内管弦楽団を招く会」公演 宇佐市立佐田小学校

10月20日（火） 「グループＵＮＯ」公演 国東市立安岐中央小学校

10月21日～10月25日 大分県美術展巡回展（写真部） 佐伯市勤労者総合福祉センター（三余館）

10月22日（木） 「合唱団“藍”」公演 由布市立谷小学校

10月22日（木） 「能を楽しむ会」公演 由布市立東庄内小学校

10月30日（金） 「大分県番傘川柳連合会」講習 大分市立稙田西中学校

10月31日（土） 「大分県庁職員吹奏楽団」公演 大分市立敷戸小学校

11月５日（木） 「グループＵＮＯ」公演 大分市立野津原東部小学校

11月６日（金） 「ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部」公演 杵築市立東小学校

11月10日（火） 「大分県三曲協会」公演 臼杵市立野津小学校

11月13日（金） 「洗足学園音楽大学同窓会大分県支部」公演 佐伯市立明治小学校

11月14日（土） 「おおいたオペラカンパニー」公演 中津市立城井小学校

11月14日（土） 「大分県人形劇サークル協議会」公演 佐伯市立本匠小学校

11月16日（月） 「大分マンドリンオーケストラ」公演 中津市立小楠小学校

11月17日（火） 「ＧＥＮ室内管弦楽団を招く会」公演 日出町立日出小学校

11月19日（木） 「合唱団“藍”」公演 大分市立金池小学校

11月22日（日） 「スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ」公演 豊後高田市立田染中学校

11月26日（木） 「大分県三曲協会」公演 佐伯市立本匠中学校

11月30日（月） 「大分マンドリンオーケストラ」公演 杵築市立大田小学校

11月30日（月） 「大分マンドリンオーケストラ」公演 杵築市立山浦小学校

12月４日（金） 「洗足学園音楽大学同窓会大分県支部」公演 別府市立南小学校

12月５日（土） 「アンサンブルＯＩＴＡ」公演 豊後高田市立呉崎小学校

12月15日（火） 「カサ・デ・ギターラ」公演 大分県立中津支援学校

12月22日（火） 「別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ」公演 大分市立竹中小学校

H28.２月19日（金）「長唄松樹會」公演 社会福祉法人明峰会ケアハウス光

未定 「大分県人形劇サークル協議会」公演 杵築市立杵築小学校

未定 「大分県人形劇サークル協議会」公演 杵築市立八坂小学校

未定 「アンサンブルＯＩＴＡ」公演 豊後大野市立朝地中学校

（９月以降開催分）
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　～五感に響け 新しい波～
◇第17回大分県民芸術文化祭主催共催行事
芸術文化フェスティバル

主
　
　
催
　
　
行
　
　
事

開幕行事

９月22日（火祝） 首藤康之演出・振付�バレエ『ドン・キホーテ』全３幕 iichikoグランシアタ 公益財団法人大分県芸術文
化スポーツ振興財団

閉幕行事

11月27日（金）
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」

iichiko音の泉ホール 室内楽おおいた
～ grand ～

県美展

９月29日（火）～
10月18日（日）

９/29（火）～ 10/４（日）　　日洋彫工展
10/６（火）～ 10/11（日）　　書道展
10/13（火）～ 10/18（日）　　写真展

第51回大分県美術展
大分県立美術館 大分県美術協会ほか

研修会事業

10月31日（土） 籔内佐斗司講演会「彫刻表現と地域性」 豊後大野市神楽会館

大分大学芸術表現系（デザ
イン・美術史ゼミ）地域と
アート実行委員会　豊後大
野市朝倉文夫記念館

11月27日（金）
11月29日（日）

オペラレクチャー「ワーグナー作品大分初
公演！」さまよえるオランダ人と黄昏る神々

ギャラリー一也百
アルテジオ

公益財団法人大分県芸術文
化スポーツ振興財団

10月３日（土）
10月４日（日） 中津留章仁・戯曲ワークショップ ホルトホール大分

２階セミナールーム ホルトホール大分

共
　
　
催
　
　
行
　
　
事

ジャンル別行事

９月28日（月）～
10月４日（日） ARTPLAZA��U＿40建築家展2015 アートプラザ　

アートホール
Oita�Architects'�Proffesion
（U＿40建築家展実行委員会）

10月11日（日） 第47回大分県川柳大会・第10回ジュニア川
柳大会 ホルトホール大分 大分県番傘川柳連合会

10月12日（月祝） 第55回大分県三曲協会定期演奏会
箏・三絃・尺八による邦楽演奏会

大分市コンパルホール
文化ホール 大分県三曲協会

10月21日（水）～
11月３日（火祝） 第60回大分蒼土展 別府市美術館 蒼土会

10月22日（木） 舞台劇公演　ベッカンコおに ビーコンプラザリハーサル室 別府親と子の劇場

10月23日（金） 演劇公演「たそがれて今、ubaざかり」
part５（100まで生きていいですか！） コンパルホール 劇団サラサラ本舗

10月25日（日）
左手のピアニスト智内威雄やわらかコン
サート～０歳からのちいさなあなたへ～
（０～３歳乳幼児親子対象コンサート）

Coffee�house�Ciao（茶王） 特定非営利活動法人おおいた子ども劇場

10月31日（土） エリカフラウエンコール第19回定期演奏会 iichikoグランシアタ エリカフラウエンコール

11月３日（火祝）
～11月10日（火） ART�PLAZA�Pick�up�Artist�展�vol.５�� アートプラザ

２階アートホール アートプラザ共同事業体

11月７日（土） 第51回大分県短歌コンクール 大分県中小企業会館 大分県歌人クラブ

11月７日（土） 能を楽しむ会30周年記念大会　能『求
もとめ

塚
づか

』 大分市平和市民公園能楽堂 能を楽しむ会

11月８日（日） 白と黒　冬のコンサート第20回記念演奏会 iichiko音の泉ホール 白と黒

11月17日（火）～
11月23日（月祝） 国展　大分作家展 大分県立美術館 国展　大分作家展

11月22日（日） 第49回大分県俳句大会 ホルトホール大分 大分県俳句連盟

11月24日（火）～
11月29日（日） 第50回記念豊光会展 大分県立美術館 豊光会（東光会大分支部）

11月28日（土） 劇団立見席第69回公演
『見上げてごらん夜の星を』

明日香美容専門学校
10F大ホール 劇団立見席

11月30日（月）～
12月６日（日） 第45回大分県日本画展（30日は審査） 大分県立美術館 大分県日本画協会
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　芸振では、本年４月に開館した新県立美術館企画展の前売りチケットを取り扱っており、手数料
収入を芸振活動資金の一部としています。開館記念展VOL.１では、大分県美術協会の会員の皆様に
多大なご協力をいただきありがとうございました。
　今回も、芸振事務局で上記企画展前売りチケットを取り扱います。前売り開始は10月中ごろ。販
売期間は10月30日（金）までです。芸振ではご予約を承っております。できるだけFAX、メールで
お願いします。
　鑑賞される会員の皆様には、是非芸振を通してご購入いただければ幸いです。

共
　
　
催
　
　
行
　
　
事

若者行事

10/９（金）
10/18（日）
10/21・22（水・木）
10/31（土）
11/22（日）
11/28・29（土・日）

ゴトウイズミ/チェリータイフーン
劇団不在
金平糖企画
super�psychederic�tour�"in�the�Dark"�version!
Drama�Art�Unit�Beauty-pool×theatrical�elegos
バカボンド座

大分舞台芸術フェスティバ
ル2015
10月１日（木）～ 11月30
日（火）
大分市AT�HALL

大分舞台芸術フェスティバ
ル実行委員会

11月５日（木）
11月６日（金）

大分市美術館「エコール・ド・パリ展」
イブニングコンサート 大分市美術館

大分大学芸術表現系（作
曲・音楽史ゼミ）地域と
アート実行委員会

11月15日（日） 親子で楽しくクラシックコンサートvol.３ はさま未来館文化ホール 親子で楽しくクラシックコ
ンサート実行委員会

11月15日（日） 第６回大分クラリネットアンサンブルコン
サート iichiko音の泉ホール 大分クラリネットアンサン

ブル

11月22日（日） 創作ダンスゆらゆら♨コミュニティ　
はぐくみつながる別府未来創造ツアー

別府市コミュニティー
多目的ホール NPO法人べっぷ未来塾

11月７日（土）
11月８日（日） 第68回大分県高文連中央演劇祭 アストくにさき 大分県高等学校文化連盟

地域文化フェスティバル

共
　
　
催
　
　
行
　
　
事

地域文化行事

10月10日（土）
10月11日（日） 第25回宇佐市芸術祭 宇佐市文化会館ウサノピア 宇佐市文化協会

10月11日（日） 淡窓伝光霊流中津詩道会発会80周年記念大会 中津文化会館大ホール 淡窓伝光霊流中津詩道会

10月12日（月祝） 石村由起子トークイベント「石村流”竹田
暮らし”の愉しみ方」

竹田城下町御客屋敷／ギャ
ラリー「傾く家」 竹田市

10月31日（土）～
11月１日（日）・11
月３日（祝火）・11
月８日（日）

ひじ文化まつり①�オープニングアトラク
ション　②文化功労者表彰式　③記念講演
会　④第14回瀧廉太郎記念音楽会　⑤美術
作品展　⑥菊花展　⑦芸能大会　⑧文化体
験コーナー　⑨郷土料理体験　⑩ふるさと
レストラン　⑪各種大会（短歌・俳句・囲
碁・将棋）⑫茶席⑬カラオケ大会　⑭謡曲
大会

日出中央公民館
交流ひろばHiCaLi（BiVi
日出２階）

ひじ文化まつり実行委員会

11月22日（日） 淡窓伝光霊流日田詩道会発会45周年記念大会 パトリア日田大ホール 淡窓伝光霊流日田詩道会

11月28日（土）　
11月29日（日）

平成27年度九重町民劇場定期公演
『震動の竜神』

九重文化センター
ホール 九重町民劇場

11月29日（日） 第42回鶴崎芸能文化祭 ホルトホール大分 鶴崎芸能文化協会

参加行事は大分県民芸術文化祭総合プログラム・ホームページをご覧ください。

　県立美術館開館記念展VOL.2「神々の黄昏」10月31日（土）～1月24日（日）
前売りチケットの取り扱いについて
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　今般、NPO法人化10周年を節目として芸振加盟団体の活動状況を広く県民の皆様に周知を図る
とともに、加盟団体の結束力の強化を通して今後の芸振活動発展の契機とするため、舞台部門、展
示部門を併せた初めての総合フェスティバルを開催することとしました。この事業で得た収益は、
NPO法人としての活動資金として活用したいと考えています。会員の皆様のご支援・ご協力をよろ
しくお願いします。詳細は、以下のチラシをご覧下さい。

〜NPO法人化10周年芸振総合フェスティバル〜



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/

　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。

 賛助会員紹介

（団体会員）　・花柳流三鶴千代の会　　・日本美術刀剣保存協会大分支部
（個人会員）　・長岡　史子　　・花柳　三鶴千代

  退　　会

（株）イーエムアイ、アルファ・フォト、（有）オオイタリスクマネジメント、丘の上写真館、
 イワオ事務機（株）、（有）まるみや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （入会順）

（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

27.6.30 「蕗の里」 文芸 阿部正調
（正義）

阿部正調
（正義）

〒870-0877　大分市賀来
新川ツインプラザ2-1403

（個人会員）　・花柳　瀧美鈴　　・花柳　奈美志郎

  新　入　会　員　紹　介

　平成27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。

  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。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

～首藤コレクション顕彰大分県推進協議会について～
　去る６月９日（火）に、大分市のアイネスで会員約60名が出席し、平成27年度の総会が開催
されました。
　今年度は、京都国立近代美術館に収蔵されている首藤コレクション「福田平八郎作品」を、
本県で常時鑑賞することができるよう、新県立美術館に首藤コレクションコーナーの開設を働
きかけていくことを申し合わせました。総会後県立美術館に移動し、開館企画展に展示されて
いる京都国立近代美術館収蔵の福田平八郎作品「花菖蒲」を鑑賞しました。

平成28年度事業の希望調査について
　団体会員の皆様へ
　下記事業の希望がある場合は、平成27年12月18日（金）までに事務局に提出してください。
必要書類の様式はホームページからもダウンロードできます。
　１��「芸振補助金」　��２��海外派遣研修事業　��３��文化キャラバン　��４��演奏者等紹介事業

お 知 ら せ


