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NPO法人 大分県芸振 通巻第150号
　2021（令和３）年５月25日発行

　令和２年11月28日、第22回大分県民芸術文化祭閉幕行事『「四季彩おおいたライブ」～

風と大地の詩　ふるさと2020 ～』が、音の泉ホールにおいてコロナ対応の席数で215人の

鑑賞者にご来場いただき開催されました。また、会場でご覧いただけなかった方に向けて

ライブ配信を行い、好評でした。

コロナ禍の中、第22回大分県民芸術文化祭が無事閉幕
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令和２年度芸振活動
（●は文化キャラバン）

令和２年  

 5月 20日 　令和元年度第４回役員会（第５回理事会）書面中心で開催

 6月 18日 　令和２年度総会

 6月 19日 　⃝糸口小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

 9月 15日 　第１回三役会

 9月 25日 　⃝志成学園　室内楽おおいた～grand～

 9月 29日 　⃝直川中学校　合唱団“藍”

 10月 6日 　⃝上津小学校　大分二期会

 10月 6日 　⃝飯田小学校　大分県三曲協会

 10月 7日 　⃝有田小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

 10月 19日 　令和２年度第１回理事会	

 10月 21日 　⃝安岐小学校　グループUNO

 10月 22日 　⃝藤原小学校　管楽器プレイヤーズ大分

 10月 23日 　⃝横山小学校　おおいたオペラカンパニー

 10月 24日 　⃝鶴見小学校　吹奏楽団アンサンブルOITA

 10月 27日 　⃝桃園小学校　グループUNO

 10月 28日 　⃝石垣小学校　おおいたオペラカンパニー

 10月 29日 　⃝佐伯小学校　PATHMA（パスマ）

 10月 29日 　⃝姫島中学校　管楽器プレイヤーズ大分

 10月 30日 　⃝稙田西中学校　大分二期会

 10月 30日 　⃝明治小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

 11月 3日 　⃝佐賀関中学校　ルミエールフルートアンサンブル

 11月 5日 　評議員会	

 11月 5日 　⃝三重東小学校　管楽器プレイヤーズ大分

 11月 5日 　⃝塚原小学校　大分県人形劇サークル協議会

 11月 6日 　⃝渡町台小学校　大分県人形劇サークル協議会

 11月 6日 　⃝日出小学校　グループUNO

9月29日
合唱団“藍”

10月7日
洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

10月24日
吹奏楽団アンサンブルOITA

10月29日
PATHMA（パスマ）

11月3日
ルミエールフルートアンサンブル

11月5日
管楽器プレイヤーズ大分
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 11月 9日 　⃝川西小学校　室内楽おおいた～grand～

 11月 13日 　⃝高家小学校　カサ・デ・ギターラ

 11月 13日 　⃝柳ヶ浦小学校　大分県人形劇サークル協議会

 11月 15日 　⃝三佐小学校　大分県庁職員吹奏楽団

 11月 16日 　⃝上人小学校　室内楽おおいた～grand～

 11月 19日 　⃝和田小学校　大分県人形劇サークル協議会

 11月 20日 　⃝南立石小学校　室内楽おおいた～grand～

 11月 20日 　⃝北部小学校　室内楽おおいた～grand～

 11月 20日 　⃝耶馬溪中学校　大分二期会

 11月 20日 　⃝切畑小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」

 12月 1日 　⃝竹田津小学校　大分県人形劇サークル協議会

 12月 3日 　⃝本匠小学校　大分県人形劇サークル協議会

 12月 7日 　令和２年度第１回役員会（第２回理事会）	

 12月 8日 　⃝iichikoアトリウムプラザ　グループUNO

 12月 11日 　⃝国見中学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

令和３年   
 1月 4日 　第２回三役会	

1月15日～17日 　⃝ウサノピア（宇佐市文化会館）　大分県美術協会書道部会

 2月 3日 　第３回三役会	

 2月 4日 　⃝封戸小学校　大分クラリネットアンサンブル

 3月 1日 　令和２年度第２回役員会（第３回理事会）	

 3月 16日 　⃝草地小学校　大分県人形劇サークル協議会

 3月 28日 　⃝コアやまくに　大分マンドリンオーケストラ

11月6日
大分県人形劇サークル協議会

11月15日
大分県庁職員吹奏楽団

11月16日
室内楽おおいた～grand～

11月20日
アンサンブル「みどりのそよ風」

2月4日
大分クラリネットアンサンブル

3月28日
大分マンドリンオーケストラ
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 令和３年４月～９月までの行事（芸振事務局把握分）
会　場　名 実 施 日 事　　業　　名 主　　催　　者

大分県立美術館 ２月19日～
５月９日

大分県立美術館開館5周年記念事業
「びじゅチューン×OPAMなりきり美
術館」

びじゅチューン×OPAMなりきり美
術館実行委員会、（公財）大分県芸術文
化スポーツ振興財団、大分県立美術館

大分県立美術館 ３月30日～
４月４日 第42回　大琳書道会展 臨書創作教育研究協議会

大分県立美術館 ４月６日～
４月18日 牧泰濤経文大作展～浄土への挨拶～ NPO法人大分県書写書道指導者

連合会・法寿山明尊寺・泰濤書道館
アートプラザ２F
アートホール

４月９日～
４月25日 ARTPLAZA　磯崎新パネル展 アートプラザ共同事業体

大分県立美術館１F
A1・2

４月27日～
５月２日 2021	第52回大分平和美術展 大分県文化団体連絡協議会

大分県立美術館
OPAM１階　
展示室A

５月４日～
５月９日

第9回　新進気鋭の書作家　
大分の若い風展 大分の若い風

アートプラザ２F
アートホール

５月４日～
５月９日

ARTPLAZA　Departure
「のっけむし展」 アートプラザ共同事業体

J:COMホルトホール
大分　201・202 ５月８日 第69回大分県短歌大会 大分県歌人クラブ

アートプラザ２F
アートホール

５月11日～
５月16日

ARTPLAZA　Departure	
【かざさない/かざす/かざしながら】展 アートプラザ共同事業体

大分県立美術館 ５月15日～
６月27日

佐藤雅晴　尾行－存在の不在／不在の
存在

佐藤雅晴展実行委員会、（公財）大
分県芸術文化スポーツ振興財団

アートプラザ２F
アートホール

５月18日～
５月23日 ARTPLAZA　Departure　The	Field アートプラザ共同事業体

アートプラザ２F
アートホール

５月25日～
５月30日

ARTPLAZA　Departure
「うえの　みさと個展」 アートプラザ共同事業体

大分県立埋蔵文化財
センター ５月29日 第46回　大分県高等学校文化連盟

美術専門部　スケッチ大会
大分県高等学校文化連盟美術専門
部

アートスペース
「絵の家」

６月14日～
６月20日 新人キラッと光るアーティスト達展Ⅰ 大分創元会

アートプラザ２F
アートホール ６月20日 ARTPLAZA　アートマーケットvol.37 アートプラザ共同事業体

iichiko音の泉ホール ７月１日 古楽器アンサンブル　東京コンソーツ （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
大分市平和市民公園
能楽堂 ７月4日 第47回都山流尺八演奏会 都山流大分県支部

大分県立美術館 ７月６日～
７月11日 80周年記念創+4:27元展　大分巡回展 （一社）創元会・大分創元会

大分県立美術館 ７月10日～
９月５日

サンリオ展
～日本のカワイイ文化60年史～ サンリオ展実行委員会

J:COMホルトホール
大分　大ホール ７月18日 第五回三紗華会 三紗華会

コンパルホール ７月31日 レッツダンスでガッツ元気の会による
ダンス！ダンス！フェスティバルVol.14 レッツダンスでガッツ元気の会

iichiko音の泉ホール ８月12日～
８月13日

モーツアルト作曲オペラ「魔笛」
Director’sコンサート		～私のお気に入り～ 大分二期会

大分県立美術館
展示室B

８月31日～
９月５日 ’21（第51回）大分自由美術展 大分自由美術

J:COMホルトホー
ル大分　大ホール ９月12日 会創65周年記念公演

「ふるさとの唄を求めて65年！」 大分県民謡研究会「萬謡會」
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（個人会員）
　　・伊坂　晴美　・大塚　高子　・太田　マキ　・倉野　洋子　・西　真地咲

  新　入　会　正　会　員　紹　介

（団体会員）　・長唄さくら会　・MID’JAZZ	ORCHESTRA　・楳若一門会
　　　　　　・BUNGO新風土記公演実行委員会　・武蔵町文化協会

（個人会員）　・阿部　正義　・今永　一成　・時枝　幸子　・野仲　矢山　・山口　洋子
以上の皆様、これまでご協力有り難うございました。

  退　　会

令和２（2020）年度
・大分県功労者表彰　学術文化振興
　　加藤　公康（元大分交響楽団常任指揮者）
　　宮崎　喜恵（大分県美術協会名誉会員）
・大分合同新聞文化賞　芸術文化
　　日名子　金一郎（大分県美術協会長、芸振参与）
令和３（2021）年度
・春の叙勲　旭日双光章
　　谷村（松本）育子（大分県能楽連盟会長、重要無形文化財「能楽」総合認定保持者、芸振評議員）

　以上の皆様、まことにおめでとうございます。

  会 員 の 受 彰 （賞）者 紹 介

会　場　名 実 施 日 事　　業　　名 主　　催　　者
大分県立美術館３階
コレクション展示室

９月18日～
10月31日

生誕110年記念　糸園和三郎　
～魂の祈り、沈黙のメッセージ～

（公財）大分県芸術文化スポーツ振
興財団・大分県立美術館

日田市民文化会館　
パトリア日田		小ホール ９月18日 音泉県おおいた

オカリナフェスティバル
音泉県おおいた
オカリナフェスティバル実行委員会

紙上大会（新型コロナウ
イルス拡大防止のため） ９月19日 第14回きつき城下町短歌大会 きつき城下町短歌会

iichikoグランシアタ ９月20日 iichiko	presents　
音楽の絵本　チェンバーオーケストラ

（公財）大分県芸術文化スポーツ振
興財団

iichiko音の泉ホール ９月23日 グループUNO第49回演奏会 グループUNO
大分スポーツ公園公園他 ９月26日 第32回　豊の国ねんりんピック （社福）大分県社会福祉協議会
臼杵市市浜区
コミュニティセンター ９月26日 waku	waku笑ライブⅡ 豊後お笑い倶楽部

　　・鶴田　恵子（鶴田恵子箏曲箏絃会長）R3.2.19ご逝去
　　・阿部　容子（大分二期会前会長）R3.3.30ご逝去　　　　　　　　　　　ご冥福をお祈りいたします。

  物 故 者

◎HPをリニューアルしました。
　芸振・県民芸術文化祭のデータベース移行に伴い、HPのデザインを一新しました。
　スマホにも対応した画面、you	tubeを利用した会員主催行事の動画配信なども取り入れ、ご
覧になりやすい画面構成になっています。

お 知 ら せ



NPO法人  大分県芸振
〒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/

　また、芸振後援行事も画像を入れて紹介できます。後援申請
の際は、HPで使用できるjpgデータ画像（横向き。たて向きチ
ラシはトリミングになります。）を送ってください。詳細は事務
局にお尋ねください。新しいHPのご活用をお願いいたします。

◎会費の納入について
　令和３年度の会費をまだ納めていない方（個人・団体）は、至急納付してください。会費を
２年滞納しますと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。

◎令和２年度の「大分県文化年鑑」を編集中です
　原稿の提出期限が過ぎました。まだ原稿を提出されていない団体は、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。

◎令和３年度の通常総会について
　新型コロナの感染防止のため、昨年度に引き続き、今年度も書面での開催にしますので、ご
了承ください。

◎推奨品（島原そうめん）の斡旋について
　今夏も「島原そうめん」を斡旋販売いたします。販売価格は定価の７割前後とお得ですし、
お取り扱いをしていただいた団体には手数料を差し上げます。まとめてご注文いただければ団
体の活動資金の一部として活用できますので是非ご利用ください。
　なお、チラシと注文用紙は総会案内（書面開催）に同封しています。ご不明の点は下記事務
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

◎県立美術館の企画展等のチケット販売について
　現在、「サンリオ展」の前売り券を取り扱っています。７月９日が締切ですので、お早めにお
申し込みください。総会案内（書面開催）にチラシ、申込み書を同封していますので、前売り
券をお求めの際は、是非芸振をご利用ください。

◎コンサート等の招待券の提供について（お願い）
　賛助会員の皆様には、コロナ禍においても引き続きご支援をいただいています。
　末永くご支援いただくためには、芸振会員がどのような活動をしているのか、より理解を深
めていただく必要があります。つきましては、各加盟団体主催の有料公演で、招待券をいただ
けましたら賛助会員の皆様（40社前後）に提供したいので、事務局までご連絡ください。

◎職員の異動
　職員の退職、採用等がありましたのでお知らせします。　
　　・３月末で山口るり子さんが退職しました。７年間に亘る勤務、お疲れ様でした。
　　・池田リエさんは４月から非常勤職員として勤務しています。
　　・	３月から甲斐健二さんを採用、芸振の会計や文化キャラバン、補助金事務などを担当し

ています。
　　・	昨年11月に採用した渡辺美和さんも引き続き、後援事務や県民芸術文化祭の事務を担当

します。会員の皆様、よろしくお願いします。


