
NPO法人 大分県芸振 通巻第147号
　2019（令和元）年９月2日発行

令和元年６月12日（水）ホルトホール大分　大会議室

令和元年度通常総会を開催しました。

↑芸振文化キャラバン
　令和元年６月４日（火）
　中津市立小楠小学校
　�（�おおいたオペラカン

パニー）

↑芸振文化キャラバン
　令和元年７月４日（木）
　国東市立小原小学校
　（カサ・デ・ギターラ）

←芸振文化キャラバン
　令和元年７月６日（土）
　宇佐市立高家小学校
　（�スウィングエコーズ　

ジャズオーケストラ）
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令和元年度

　令和元年度通常総会が、ホルトホール大分の大会議室で６月12日（水）に開催されました。戸口

理事長の挨拶に続き、大分県企画振興部参事監兼芸術文化スポーツ振興課長の秋月久美様からご祝

辞をいただきました。総会成立要件の確認では、正会員数261名のうち149名の出席（実数71名、書

面78名）を確認しました。議長には華道家元池坊大分支部長の大塚タカ子氏が、議事録署名人とし

て理事長のほか、個人会員の野仲矢山氏と歌曲の会の田島安有美氏を選任し、議事に入りました。

　第１号議案「平成30年度事業報告」と第２号議案「平成30年度決算報告及び監査報告」は一括審

議となり、資料に沿って報告しました。主な内容は、県内文化団体に関する情報収集並びに活動状

況の把握については、昨年の５月に芸振加盟の地域文化団体との情報交換会を実施し、秋に開催さ

れる国民文化祭等の関連行事をはじめ各種意見交換をしました。

　文化を語る夕べは、12月12日に213名が出席、ホテル日航大分オアシスタワーで開催しました。

アンサンブル「みどりのそよ風」の永見姉妹のピアノデュオによるウエルカムコンサートで始まり、

海外派遣研修報告として昨年度オーストリア、ドイツに学んだ久多良木則子さんにクラリネットの

演奏を披露していただいた後、賑やかに懇談が行われました。

　芸術文化事業の企画実施及び人材育成事業については、文化キャラバンは、昨年度も県におい

て国の委託費を受け入れ、小中学校を中心に計49会場で実施し、12千人以上の子どもたちが鑑賞し

ました。大分県民芸術文化祭の事務については、昨年度は第20回の節目の県民芸術文化祭を拡大し

て、県主導のもと国民文化祭として実施することとなったため、国文祭の期間に実施できなかった

県美展のみを県民芸術文化祭事業として支援したほか、国民文化祭等のプレイベント、応援事業の

期間に併せて参加行事の募集を行いました。また、県民芸術文化祭の過去20年間の歩みをまとめた

リーフレットを作成し、国民文化祭のオープニングなどで配布しました。国民文化祭フィナーレス

テージ開催事務は、芸振加盟の団体会員を中心にフィナーレステージ「大分の山々巡行」を実施し

ました。大分の自然をバックに、能、洋舞踊、日本舞踊、長唄、民踊、詩吟、合唱などの団体の皆

様が出演し、素晴らしい舞台だったと高い評価を得ました。

　芸術文化団体の推進援助事業については、補助事業は、昨年度は49団体に計1,645千円を交付し

ました。その他、県立美術館企画展の前売チケット販売、推奨品事業などを実施したことを報告し

ました。

　平成30年度の決算については、予算と比較して経常収益より経常費用の増加額が大きかったこと

から、最終的に104千円の赤字決算となり、次期繰越正味財産額が少し減少し、724千円となりまし

た。その他、資産の未収金については、早い時期に未納団体等への入金のお願いをしてきたことか

ら、会費の納入については改善が図られていることを報告しました。その後、監事から監査報告が

あり、指摘する事項はなかったとの報告がなされました。

会 告総 報
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◇芸振後援事業＆補助事業

大分県民芸術文化祭プログラム掲載の行事を除く

会　　場　　名 開催日 事　　業　　名 主催者

大分県立美術館 ９月３日
～９月８日 ʼ19（第50回）大分大分自由美術展 大分自由美術

大分県立美術館 ９月４日
～９月８日 第４回大分武漢子ども夢交流展 ＮＰＯ法人遊鳳国際文化交流協会

大分県立美術館 ９月４日
～９月８日 第６回大分武漢友好美術展 ＮＰＯ法人遊鳳国際文化交流協会

大分市平和市民公園能楽堂 ９月15日 萬謡會みんようフェスタ2019 大分県民謡研究会萬謡會

別府市内各所 ９月21日
～ 11月10日

ベップ・アート・マンス2019　
及び関口光太郎�in�BEPPU 混浴温泉世界実行委員会

大分県立総合体育館ほか ９月22日 第33回記念豊の国ねんりんピック 社会福祉法人
大分県社会福祉協議会

コンパルホール ９月29日 大分県中学校文化連盟合唱講習会 大分県中学校文化連盟

iichiko音の泉ホール 10月６日 大分マンドリンオーケストラ
第32回定期演奏会 大分マンドリンオーケストラ

iichiko音の泉ホール 10月10日 室内楽おおいた～ grand ～
第８回定期演奏会 室内楽おおいた～ grand ～

九重文化センター 10月15日
～ 10月20日

第25回九重の自然を描く絵画展
・第９回九重の自然を撮る写真展 九重の自然を描く絵画展実行委員会

これから実施される芸術文化行事９月〜３月

　第３号議案　令和元年度事業計画と第４号議案　令和元年度活動予算書については、文化を語る

夕べをはじめ、文化キャラバン、大分県民芸術文化祭実行委員会事務、海外派遣研修事業、団体補

助金、県立美術館のチケット販売、推奨品の取扱、大分県文化年鑑、機関紙発行、HPの更新など

の事業については例年どおり実施する予定であること、また、今年度は大分で開催されるラグビー

ワールドカップで海外から来県するお客様に、ファンゾーンで芸振加盟団体等の伝統芸能を披露し

て欲しいとの県からの要請を受け、今後関係団体に協力をお願いする予定であること、そのほか今

後の芸振の運営に関する様々な課題を検討するため、理事会の中に企画部会を設け、優先的に処理

すべき課題の中から「芸振フェスティバル」の実施について今後検討していく予定であること、な

どの事業計画を提案しました。

　第５号議案では例年通り「役員報酬」は無報酬とすることを提案、第１号議案から第５号議案ま

で、全ての議案が提案どおり承認され、議事を終了しました。総会終了後は、今年度も同じ階の「ホ

ルトガーデン」で約70名の会員が出席し、交流会が開催され、和やかに歓談が行われました。
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会　　場　　名 開催日 事　　業　　名 主催者

立命館アジア
太平洋大学２Ｆ和室 10月16日 第20回長唄さくら会記念おさらい会 長唄　さくら会

別府市美術館 10月23日
～ 10月31日 第64回蒼土展 蒼土会

iichiko音の泉ホール 10月31日 大分クラリネットアンサンブル第10回コ
ンサート

大分クラリネット�
アンサンブル

くにさき総合文化センター
「アストくにさき」

11月１日
～ 11月３日 第49回国東町総合文化祭 国東町文化協会

くすまちメルサンホール 11月２日
～ 11月３日 第50回くすまち文化祭 玖珠町文化振興会

杵築市役所山香庁舎 11月８日
～ 11月10日 第56回杵築市山香町総合文化祭 杵築市山香町文化連盟

津久見市民会館 11月８日
～ 11月10日 第49回津久見市文化祭 津久見市文化協会

iichiko総合文化センター
B1F県民ギャラリー

11月10日
～ 11月17日 第42回大分県俳画協会主催　俳画展 大分県俳画協会

宇佐市文化会館
（ウサノピア）

11月14日
～ 11月15日

第44回大分県高等学校�
総合文化祭県北・久大大会 大分県高等学校文化連盟

トキハ会館 11月17日 吟道関心流大分県本部�
創立50周年記念全国吟詩大会 吟道関心流大分県本部

iichiko音の泉ホール 11月29日 ピアノ演奏グループ「Оʼ未来」
第32回定期演奏会

ピアノ演奏グループ
「未来」大分県支部

由布市はさま未来館
「児童室」 11月30日 第56回大分県児童文化祭 大分県児童文化研究会

iichikoグランシアタ 12月１日 エリカフラウエンコール
第21回定期演奏会 エリカフラウエンコール

臼杵市野津中央公民館 12月４日 第55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

iichiko音の泉ホール 12月21日 白と黒冬のコンサートPart.XXⅣ（第24回） 白と黒

J:COMホルトホール大分 １月４日 第２回トロンボーンふれあいコンサート ファミリア　
トロンボーンアンサンブル

昭和電工武道スポーツ�
センター・多目的競技場 １月12日 第２回全国小中学生書道

チャンピオン大会
NPO法人大分県�
書写書道指導者連合会

大分県立美術館 １月21日
～１月26日 新潮流ʼ19展 新潮流の会

アートプラザ １月22日
～１月26日 第８回アートプラザ建築キッズ絵画展 アートプラザ共同事業体

iichikoグランシアタ ２月12日 第45回日本フィルin�kyusyu 日本フィル大分公演�
実行委員会

iichikoグランシアタ ２月16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

武蔵中央公民館 ２月17日 むさしカルティバル2020 武蔵町文化協会

ビーコンプラザ ２月24日 第19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

大分県立美術館 ３月10日
～３月15日 第８回国展大分作家展 国展大分作家展

豊泉荘 ３月15日 第67回歌帖社全国短歌大会 歌帖社

大分県立美術館 ３月17日
～３月22日 第５回驥の書展 驥の会

J:COMホルトホール大分 ３月30日 古事記～邦楽演奏と日舞による表現～ 大分県現代箏曲研究会
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◇芸振文化キャラバン

市町村 会場名 開催日 主催者
豊後大野市 朝地中学校 ９月17日 カサ・デ・ギターラ
九重町 南山田小学校 ９月20日 大分県三曲協会
佐伯市 直川中学校 ９月24日 管楽器プレイヤーズ大分
臼杵市 野津中学校 ９月28日 室内楽おおいた～ grand ～
竹田市 白丹小学校 10月２日 グループＵＮＯ
国東市 武蔵東小学校 10月８日 グループＵＮＯ
佐伯市 渡町台小学校 10月10日 大分二期会
別府市 南立石小学校 10月11日 ピアノ演奏グループ「Ｏʼ未来」
別府市 鶴見小学校 10月12日 おおいたオペラカンパニー
中津市 三光中学校 10月18日 管楽器プレイヤーズ大分
姫島村 姫島中学校 10月18日 室内楽おおいた～ grand ～
中津市 北部小学校 10月18日 ピアノ演奏グループ「Ｏʼ未来」
佐伯市 佐伯小学校 10月30日 大分県人形劇サークル協議会
宇佐市 佐田小学校 10月30日 大分県人形劇サークル協議会
大分市 稙田西中学校 11月１日 室内楽おおいた～ grand ～
大分市 敷戸小学校 11月２日 大分県庁職員吹奏楽団
杵築市 大田小学校 11月６日 管楽器プレイヤーズ大分
別府市 大平山小学校 11月７日 大分県児童文化研究会
杵築市 杵築小学校 11月７日 大分マンドリンオーケストラ
日出町 日出小学校 11月８日 大分二期会
宇佐市 横山小学校 11月９日 大分県人形劇サークル協議会
別府市 別府中央小学校 11月12日 大分県三曲協会
中津市 和田小学校 11月13日 大分県児童文化研究会
日田市 有田小学校 11月13日 グループＵＮＯ
中津市 真坂小学校 11月15日 大分県児童文化研究会
宇佐市 西馬城小学校 11月15日 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
中津市 本耶馬渓中学校 11月16日 大分二期会
杵築市 豊洋小学校 12月６日 ピアノ演奏グループ「Ｏʼ未来」
佐伯市 直川地区公民館 12月７日 大分マンドリンオーケストラ
国東市 国見中学校 12月12日 ピアノ演奏グループ「Ｏʼ未来」
竹田市 竹田市総合文化ホールグランツたけた ２月４日～９日 大分県美術協会　日洋彫工部会
日田市 日田市民会館「パトリア日田」 ３月22日 ルミエールフルートアンサンブル

日時未定分

市町村 会場名 開催日 主催者
大分市 三佐小学校 室内楽おおいた～ grand ～
別府市 境川小学校 スウィングエコーズ　ジャズオーケストラ
中津市 今津小学校 カサ・デ・ギターラ
中津市 今津中学校 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
竹田市 大分県立竹田支援学校 （公社）日本フラワーデザイナー協会大分県支部
中津市 コアやまくに 大分県人形劇サークル協議会（木馬の会）
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　大分県では下記の期間中、「おおいたいこいの道広場」でファンゾーンが設置されます。
　芸振では下記のとおり、国内外から来県される観戦者を対象にステージでの郷土芸能や文化体験
の出展ブースに協力することとしています。ステージや体験コーナーにご協力いただける加盟団体
の皆様には感謝申し上げます。
　なお、その他の会員の皆様におかれましても、期間中、ファンゾーンに是非足をお運びいただけ
れば幸いです。

開催日／明細
ステージ 体験コーナー（ブース）

ステージ公演団体 A6 A7 B8 B9

9月20日㈮
ゆふいん源流太鼓

17:00 ～ 18:00
のうち約15分間

表千家同門会
新進気鋭の
書作家

大分の若い風
池坊

９月28日㈯ なし 表千家同門会 大分の
新女流書展 池坊

10月１日㈫
現代箏曲研究会
大分県邦楽合奏団

20:00 ～ 20:30
表千家同門会 大分の

新女流書展

10月２日㈬
津軽三味線
鈴木利枝
13:00 ～ 13:30

豊後みさき
太鼓

14:30 ～ 15:00
表千家同門会 大分の

新女流書展

10月４日㈮ 能を楽しむ会
18:00 ～ 18:30 表千家同門会 大分の

新女流書展 折り紙

10月５日㈯
三重総合高校
（神楽）
11:30 ～ 12:00

表千家同門会 大分の
新女流書展

三重総合高校
（神楽）

10月８日㈫ 長唄松樹會
18:30 ～ 19:00 表千家同門会 大分の

新女流書展 専心池坊

10月９日㈬
日本民踊研究会
大分県支部
12:30 ～ 13:00

表千家同門会 大分の
新女流書展 小原流

10月13日㈰ なし 表千家同門会
新進気鋭の
書作家

大分の若い風
草月流

10月18日㈮ 大分県民謡連盟
17:00 ～ 17:30

東明高校
（バトン）
18:30 ～ 19:00

庄内神楽
平石神楽座
20:00 ～ 20:30

表千家同門会 大分の
新女流書展 専心池坊

10月19日㈯
竹田高校
（書道）
12:00 ～ 12:30

杵築高校
（書道）
13:30 ～ 14:00

草月流 折り紙 竹田高校
（書道）

杵築高校
（書道）

10月20日㈰
由布高校
（神楽）
12:00 ～ 12:30

上野丘高校
（箏曲）
13:30 ～ 14:00

大分高校
（茶道）

大分西高校
（茶道）

由布高校
（神楽）

上野丘高校
（箏曲）

10月26日㈯ なし 表千家同門会 大分県
水墨画協会 折り紙

10月27日㈰ なし 表千家同門会 大分県
水墨画協会 折り紙

11月２日㈯ なし 表千家同門会
新進気鋭の
書作家

大分の若い風
折り紙

※体験コーナーの開催時間は、ファンゾーン開場時間のうち、約４時間程度の予定です。

日本大会公式ファンゾーンにおける文化イベントについて
ラグビーワールドカップ 2019
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　第21回県民芸術文化祭が、「継承と創造おおいた2019」をテーマに、今年から「国民文化祭、全
国障害者芸術・文化祭」のレガシー枠が新たに加わったことで、バージョンアップした文化祭とし
て開催されます。
　行事の詳細は、総合プログラム、県民芸術文化祭ホームページをご覧ください。
　また、実行委員会では、参加行事を募集しています。９月～ 12月の間に開催される行事が対象
となります。まだ、参加行事のお申し込みをされていない団体は是非お申し込みください。

  大分県民芸術文化祭

（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

H31.４.16 The�Musical実行委員会 音楽 秋月�和年 永見�政子 〒870-0901　大分市西新地1-2-35

R元.５.８ 不二野座 演劇 小野�不二野 佑希�美和 〒870-0876　大分市庄の原1-1

R元.６.11 ゴールドバレエアカデミー 洋舞 前田�真杜 〒870-0021　大分市府内町3-7-37

（個人会員）
　　・安波　治子　・池部　俊之　・山本瑞子（芳村　伊久寿）　・花柳　笹代志

  新入会正会員紹介

　前号以降、芸振の活動にご賛同を賜り、下記企業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

（株）The ground noise

※　賛助会員の入会状況は、芸振HPに掲載（紹介）しています。



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/

◎会費の納入について
　平成31年度の会費をまだ納めていない方（個人・団体）は、至急納付して下さい。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。

◎「文化を語る夕べ」について
　開催日時：令和元年12月10日（火）
　　・ウエルカムコンサート　17:30
　　・開会　　　　　　　　　18:00 ～
　会場：大分オアシスタワーホテル　５階　孔雀の間
　多くの会員の皆様の出席をお待ちしています。

◎令和２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、それぞれの提出期限までに事務局に必要書類を提出し
て下さい。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。
　海外派遣研修事業、文化キャラバン、演奏者等紹介事業
　　提出期限：12月13日（金）
　芸振補助金
　　提出期限：�令和２年３月13日（金）

◎県立美術館企画展のチケット販売について
　現在、「名探偵コナン科学捜査展」（９/14 ～）、「The�Ukiyo-e�歌川派」（９/20 ～）、「竹
工芸名品展」（９/27 ～）の前売り券を取り扱っています。ご購入の際は、是非芸振でお
買い求めください。

◎団体会員のイベントチラシの配布について
　芸振事務局が、会員の皆様に年に数回、ご案内やお知らせ、機関紙の送付などを行う
際、団体会員の皆様が実施するイベントのチラシ等を同封することができますので、そ
の都度お問い合わせください。

◎お願い
　団体会員が主催される公演会等の招待券をご寄贈ください。
　芸振の活動をご支援いただいている賛助会員の皆様に、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き今後ともご支援を賜りたいと考えています。
　つきましては、各団体主催の公演会等の招待券を提供していだだける団体は、芸振事
務局までご連絡ください。
　なお、これまでご協力をいただいた加盟団体の皆様には心から感謝申し上げます。引
き続きご支援くださいますようよろしくお願いいたします。

お 知 ら せ


