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第33回国民文化祭・おおいた2018、
第18回全国障害者芸術・文化祭フィナーレステージ
　第33回国民文化祭・おおいた2018、第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会のフィナーレ
ステージ「大分の山々巡行」が、平成30年11月25日（日）13：00 〜 iichiko総合文化センターグラ
ンシアタで開催されました。
　作曲家大島ミチル氏の音楽、藤間流日本舞踊家 藤間蘭黄氏の舞踊台本・振付・演出による舞台
に、芸振加盟の団体を中心に下記団体が参加されました。「新しい出会い、新たな発見―伝統文化
と現代アート、異分野コラボ―」を体現したステージは満場の拍手に包まれ国民文化祭、障害者
芸術・文化祭の幕を閉じました。
［参加団体］

能を楽しむ会・おおいた洋舞連盟・ダンススタジオシオナーズ ・タイムスダンススタジオ・
大分県日本舞踊連盟・大分県長唄連盟・伊坂舞踊研究所筑紫流・中山民俗舞踊研究所大分県
支部・淡窓伝光霊流日本詩道会・エリカフラウエンコール・男声合唱団豊声会・手話コーラ
スはぐるま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出演者計374名　指導・協力19名）
合唱参加　
　　おおいた大茶会盛り上げ隊
音源提供
　　日本民謡研究会萬謡会

［実行組織］　　
国民文化祭・おおいた2018、全
国障害者芸術・文化祭おおいた
大会
フィナーレステージ実行委員会
（会長　芸振理事長戸口勝司）

12月12日「文化を語る夕べ」

 　ホテル日航大分オアシスタワーホテル「孔雀の間」で、
総勢213名出席のもと、盛大に開催されました。アンサン
ブル「みどりのそよ風」の永見姉妹によるピアノデュオ
をウエルカムコンサートとして始まり、今年度の海外派
遣研修報告として大分交響楽団所属の久多良木則子さん
にクラリネット演奏を披露していただき、その後和やか
に懇談が行われました。 

NPO法人 大分県芸振 通巻第146号
　2019（平成31）年４月25日発行
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平成30年度の芸振活動
（会議・事業から）

30年  	
	 5月	15日 　三役会　
 5月 18日 　安岐中央小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」
 5月 18日 　地域文化団体との情報交換会　
 5月 30日 　三役会　
 6月 2日 　監査　
 6月 4日 　役員会　
 6月 7日 　堅徳小学校　ピアノ演奏グループ「O’未来」
 6月 13日 　総会　
 6月 15日 　川西小学校　管楽器プレイヤーズ大分
 6月 21日 　挾間小学校　グループUNO
 6月 28日 　別府中央小学校　大分二期会
 7月 2日 　堅田ふるさと館　室内楽おおいた~grand~
 7月 7日 　野津中学校　大分県三曲協会
 7月 8日 　耶馬溪中学校　ピアノ演奏グループ「O’未来」
 7月 10日 　臼杵支援学校　カサ・デ・ギターラ
 8月 1日 　三役会　
 8月 12日 　日田市民会館「パトリア日田」　ミッズジャズオーケストラ
 8月 31日 　前津江小学校　カサ・デ・ギターラ
 9月 5日 　理事会　
 9月 6日 　聾学校　（公社）日本フラワーデザイナー協会大分県支部
 9月 7日 　朝地中学校　室内楽おおいた~grand~
 9月 9日 　コアやまくに　スウィングエコーズ　ジャズオーケストラ
 9月 12日（水） 
 ~9月16日（日）　日田市複合文化施設AOSE　大分県美術協会　写真部会
 9月 19日 　評議員会　
 9月 20日 　朝地小学校　大分県三曲協会
 9月 27日 　直川中学校　大分二期会
 9月 28日 　上野小学校　大分県人形劇サークル協議会
 10月 12日 　竹田津小学校　グループUNO
 10月 13日 　緑ヶ丘中学校　大分二期会
 10月 13日 　横山小学校　大分県庁職員吹奏楽団
 10月 13日 　鶴見小学校　おおいた洋舞連盟
 10月 15日 　姫島中学校　大分県三曲協会
 10月 18日 　佐伯小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
 10月 18日 　菅生小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」
 10月 18日 　桂陽小学校　大分県人形劇サークル協議会
 10月 19日 　三光中学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

5月18日
アンサンブル「みどりのそよ風」

6月7日
ピアノ演奏グループ「O’未来」

8月12日
ミッズジャズオーケストラ

9月6日
（公社）日本フラワーデザイナー協会大分県支部

10月13日
おおいた洋舞連盟

10月15日
大分県三曲協会
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 10月 26日 　稙田西中学校　おおいたオペラカンパニー
 10月 26日 　豊岡小学校　おおいたオペラカンパニー
 10月 30日 　由布川小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」
 10月 30日 　旭日小学校　大分県人形劇サークル協議会
 10月 31日 　香々地小学校　ピアノ演奏グループ「O’未来」
 11月 1日 　藤原小学校　ルミエールフルートアンサンブル
 11月 2日 　大神小学校　グループUNO
 11月 2日 　日出小学校　管楽器プレイヤーズ大分
 11月 3日 　三佐小学校　大分県人形劇サークル協議会
 11月 6日 　佐伯支援学校　合唱団“藍”
 11月 7日 　渡町台小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
 11月 8日 　杵築小学校　ピアノ演奏グループ「O’未来」
 11月 9日 　咸宜小学校　室内楽おおいた~grand~
 11月 11日 　判田小学校　大分県庁職員吹奏楽団
 11月 13日 　佐賀関小学校　管楽器プレイヤーズ大分
 11月 14日 　有田小学校　大分県児童文化研究会
 11月 15日 　横瀬西小学校　大分マンドリンオーケストラ
 11月 16日 　敷戸小学校　大分県人形劇サークル協議会
 11月 20日 　高家小学校　グループUNO
 11月 20日 　小佐井小学校　おおいたオペラカンパニー
 11月 20日 　安岐小学校　合唱団“藍”
 11月 21日 　稙田小学校　おおいたオペラカンパニー
 11月 23日 　亀川小学校　吹奏楽団　アンサンブルOITA
 11月 28日 　三役会　
 12月 4日 　理事会　
 12月 12日 　文化を語る夕べ　
 12月 15日 　アートプラザ　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ
 12月 15日 　山の手中学校　スウィングエコーズ　ジャズオーケストラ
 12月 26日 　企画部会　

31年   
 1月 7日 　三役会　
 1月 17日 　企画部会　
 1月 19日 　久住中学校　おおいたオペラカンパニー
 1月 30日 　三役会　
 2月 4日 　理事会　
 2月 6日 　海外派遣研修選考委員会　
 2月 7日 　三郷小学校　（公社）日本フラワーデザイナー協会大分県支部
 2月 27日 　企画部会　
 3月 12日 　評議員会　
 3月 20日 　三役会　

10月26日
おおいたオペラカンパニー（豊岡小）

11月2日
グループUNO

11月14日
大分県児童文化研究会

11月20日
合唱団“藍”

11月23日
吹奏楽団 アンサンブルOITA

12月15日
別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ
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 平成31年４月～令和元年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
平和市民公園
能楽堂 ４月７日 第八回　狂言「やっとな会」 大分合同新聞社
J:COM
ホルトホール大分 ４月14日 嘉梅の会 嘉梅の会

津久見市民会館 ４月29日 津久見樫の実少年少女合唱団 
第40回定期演奏会 津久見樫の実少年少女合唱団

大分県立美術館 ５月８日㈬ 
〜５月12日㈰ 第36回大分県書美術振興会展 大分県書美術振興会

J:COM
ホルトホール大分 ５月11日 第67回大分県短歌大会 大分県歌人クラブ

大分県立美術館 ５月18日 
〜６月30日

竹工芸名品展：ニューヨークのアビー・ 
コレクションメトロポリタン美術館所蔵

（公財）大分県芸術文化スポーツ
振興財団

J:COM
ホルトホール大分 ６月２日 第19回定期演奏会 吹奏楽団アンサンブルOITA

大分県立美術館 ６月４日 
〜６月９日 第50回記念大分平和美術展 大分県文化団体連絡協議会

J:COM
ホルトホール大分 ６月９日 第51回大分県合唱祭 大分県合唱連盟

大分県立美術館 ６月10日 
〜６月16日 第46回行動大分作家展 行動大分作家協会

アートプラザ ６月11日 
〜６月16日 第35回白日会大分支部展 白日会大分支部

iichiko
音の泉ホール ６月14日 歌曲の会　第24回演奏会 

大分に響く〜原　久貴の歌曲撰〜 歌曲の会

大分県立美術館 ６月18日 
〜６月23日 第8回新進気鋭の書作家大分の若い風展 新進気鋭の書作家「大分の若い風」

大分県立美術館 ６月29日 
〜９月１日

ムーミン展　
THE ART AND THE STORY

ムーミン展実行委員会・（公財）大分県
芸術文化スポーツ振興財団・大分県立
美術館・TOSテレビ大分・朝日新聞社

大分市、佐伯市（予定） ７月 第23回大分県子どもの舞台芸術巡回公演 大分県子ども劇場連絡会
iichiko
音の泉ホール ７月６日 大分チェンバーオーケストラ

第14回演奏会 大分チェンバーオーケストラ
iichiko
グランシアタ ７月７日 大分市民合唱団ウイステリア・コール 

第67回定期演奏会 大分市民合唱団ウイステリア・コール
iichiko
音の泉ホール ７月19日 第48回グループUNO定期演奏会 グループUNO

エイトピアおおの ７月21日 第43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

コンパルホール ７月21日 第58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」 大分県三曲協会

大分県立美術館 ７月29日 
〜８月４日 第28回大分創元展 大分創元会

iichiko
音の泉ホール ８月24日 第32回大分県少年少女合唱祭 大分県少年少女合唱連盟

大分県立美術館 ８月26日 
〜9月１日 第54回豊光会展 豊光会

別府市美術館 ８月27日 
〜９月８日 第62回別府市美術展 別府市美術協会

未定 ８月中旬 
〜下旬 創作舞踊研究会第33回公演 創作舞踊研究会

大分県立美術館 ８月27日 
〜９月１日 大分二紀展　2019 一般社団法人二紀会大分支部

平和市民公園ほか ８月31日ほか 第10回朗読劇 
「蝉なきやまず〜大分の空襲より〜」 おおいた演劇の会

大分県立美術館 ９月３日 
〜９月８日 ’19（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14日 
〜11月10日

名探偵コナン科学捜査展 
〜真実への推理（アブダクション）〜

名探偵コナン科学捜査展大分展実行委
員会・大分合同新聞社・TOSテレビ大
分・（公財）大分県芸術文化スポーツ振
興財団・大分県立美術館・エフエム大分
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　平成30年、第20回大分県民芸術文化祭が「第33回国民文化祭・おおいた2018、第18回全国障害者
芸術・文化祭おおいた大会」として県内の様々な地域で開催されました。
　県民芸術文化祭実行委員会では、今回から「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭のレガシー
枠」を設け、募集の内容や負担金の割合を拡充し行事の募集を行います。実行委員会の後援事業と
なる参加行事も例年同様募集しています。平成30年の成果をさらなる未来へのレガシーとして新た
な「大分県民芸術文化祭」の開催に向け、皆さんの応募をお待ちしています。

主催共催行事
⊿募集期間　平成31年４月１日（月）～令和元年５月13日（月）
⊿募集内容

【レガシー枠】 これまでの負担内容を拡充して、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の成果を継
承すると認められる行事を対象に設定するもの

文化祭行事区分 行事内容 負担割合 ※限度額／行事

第
21
回
２
０
１
９
年
度

異分野交流等
新たな展開創出
行事

【レガシー枠】異分野間、団体間の交流促進
や外部講師の招聘などにより、新たなチャレ
ンジを行う複数の団体の共催による芸術文化
行事

負担対象経費の
３分の２以内 80万円

（旧 ジャンル別行事）分野ごとの鑑賞機会の
提供や練習成果の発表となる行事

負担対象経費の
２分の１以内 40万円

次代を担う人材
育成行事

【レガシー枠】後継者や若者など次世代を担
う人材育成を主たる目的として行う行事で、
複数の団体の共催によるもの。 

負担対象経費の
３分の２以内 60万円

（旧 若者、研修会事業）若者が中心となって
企画する行事、知識や技術の普及向上を図る
ための研修会など

負担対象経費の
２分の１以内 30万円

５つの芸術文化
エリア内の連携
行事

【レガシー枠】国民文化祭、全国障害者芸術
文化祭の５つのゾーンテーマ（＊参照）を継
承し、地域の特色を県内外に発信できるもの
や行事への参加により伝統文化等の理解が深
められるもの

負担対象経費の
３分の２以内 80万円

（旧 地域文化行事）市町村や地域の文化団体
等の地域文化の活性化のために行うイベント
や地域固有の文化・伝統文化の鑑賞機会を提
供するものや活動成果の発表となるもの

負担対象経費の
２分の１以内 60万円

第
22
回
２
０
２
０
年
度

開幕行事 ９月末〜 10月始めに開催される文化祭の開幕
を飾るイベント（１行事）

負担対象経費の
５分の４以内 予算の範囲内

閉幕行事 11月末頃開催される文化祭の閉幕を飾るイベ
ント（１行事）

負担対象経費の
２分の１以内 100万円

会　場　名 実 施 日 事　　業　　名 主　　催　　者
平和市民公園
能楽堂 ９月15日 民謡フェスタ2019（第51回） 大分県民謡研究会萬謡會
iichiko
アトリウムプラザ

９月15日
〜９月17日 書家池末碩秀展 木𨿸社

コンパルホール ９月21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 ９月23日 第56回民踊まつり 日本民踊研究会九州支部

～継承と創造おおいた2019 ～ 第21回大分県民芸術文化祭行事募集について
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＊ ５つのテーマ　「出会いの場」（大分市､ 別府市､ 由布市）、「祈りの谷」（豊後高田市､ 杵築市､
宇佐市､ 国東市､ 姫島村､ 日出町）、「豊かな浦」（佐伯市､ 臼杵市､ 津久見市）、「耕す里」（竹田
市、豊後大野市）、「水の森」（中津市､ 日田市､ 九重町､ 玖珠町）

１ 　負担金の交付を受けようとする文化祭行事に対して、国、地方公共団体の補助金等の交付を受
けるときは、当該文化祭行事に係る負担対象経費から当該交付を受けた補助金等の額を控除した
額を、負担対象経費とみなす。

２ 　前１に定める補助金等を交付する地方公共団体が大分県であるときは、この負担金を交付しな
いこととする。ただし、実行委員会が特に必要と認めるときは、前１に定めるところにより、負
担金を交付することとする。

※限度額は上限額です。この額を負担するということではありません。
⊿応募条件
　１）大分県内で10月１日〜 11月30日に開催する芸術文化行事
　２）構成メンバーの主体が大分県内にあること
　３）営利を主たる目的としないこと
　４）政治的・宗教的目的を有しないもの
　５）公序良俗に反するものでないこと

参加行事
実行委員会が後援する参加行事を募集します。
１．参加行事の条件
　　１）大分県内で９月１日〜 12月31日に開催する芸術文化行事
　　　　（行事が一部でも上記期間にかかっていれば対象となります）
　　２）構成メンバーの主体が大分県内にあること
　　３）営利を主たる目的としないこと
　　４）政治的・宗教的目的を有しないもの
　　５）公序良俗に反するものでないこと
２．申込方法
　　 参加行事申込書に記入して、郵送、FAX、Eメールで本機関紙末尾の事務局まで提出してくだ

さい。（FAX・Email可）
※�団体会員の皆さんには主催共催行事・参加行事の申込用紙をお送りしています。また県民芸術文
化祭HPからもダウンロードできます。

■概　　要： 大分市中心市街地に登場した30 ヶ所以上のストリートステージで、200組超900人以
上のミュージシャンが演奏を繰り広げ、まちなかにポップス、ロック、フォーク、ジャ
ズ、クラシックなど様々なジャンルの音楽が溢れます。

■日　　時：2019年10月19日（土）、20日（日）12時〜（予定）
■演奏場所：大分市中心市街地商店街、若草公園、ふないアクアパークほか
■申込資格：年齢・性別、プロ・アマ、演奏形態、ジャンルは問いません。
■申込期間：2019年５月15日（水）〜６月28日（金）まで（消印有効）【厳守】
■申込方法：下記HPから申込用紙をダウンロードして下記事務局あて提出してください。
　※HPの掲載及び募集要項の設置は５月上旬開始予定

　おおいた夢色音楽祭実行委員会事務局
　　〒870-0035　大分市中央町１丁目３-12　大一マートビル３階　電話：097-513-4280
　　ＦＡＸ：097-513-4281　　メール：oita@yumeon.jp　　HP：http://www.yumeon.jp/

※ 上記のほか、ミュージシャンの“夢”を応援する企画として、「夢色ミュージックコンテスト
2019」も開催されます。詳細は、上記HPをご覧下さい。

おおいた夢色音楽祭2019「みゅーじふる・たうん（ストリートライブ）」
出演者募集について



◦ 7◦

（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

31.2.26 PATHMAパスマ 音楽 小方　元美 本村　玲奈 〒879-1506　速見郡日出町555-17

31.3.15 関の鯛つり唄・おどり保存会 音楽 辻島　利隆 伊藤　一亀 〒879-2115　
大分市大字志生木2933番地

（個人会員）
　　・時枝　祥子　　・久多良木則子

  新　入　会　正　会　員　紹　介

・文部科学大臣表彰　地域文化功労者
　　渡辺　恭英（芸振顧問）
・大分県功労者表彰　学術文化振興
　　土谷　正公（大分県音楽協会長、芸振副理事長）
　　牧　　泰正（書道家）
　　華道家元池坊大分支部
　　能を楽しむ会
・第45回日本歌人クラブ賞
　　伊勢　方信（大分県歌人クラブ会長、芸振理事）
・大分合同新聞文化賞　芸術文化
　　伊勢　方信

  会 員 の 受 彰 （賞）者 紹 介

（団体会員）　・現代童画会九州支部　・GEN室内楽管弦楽団　・「蕗の里」
　　　　　　・米水津夢美術館友の会　・NPO法人原川ミュージック楽座
　　　　　　・ムジチアルティス大分　・吟道相心流
（個人会員）　・後藤　一郎　・首藤　軍記　・手島　武雄　・中野　幸和
　　　　　　・狹間　　久　・日野　正美　・藤原　嘉久

  退　　会

　前号以降、芸振の活動にご賛同を賜り、下記団体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

・西新町通共栄会　・三協通産（株）
（ご入会順）

※賛助会員の皆様は芸振HPにも掲載（紹介）しています。

・八坂　俊明（個人会員）　H31.１.14ご逝去　ご冥福をお祈りいたします。

  物 故 者



◎会費の納入について
　平成31年度（令和元年度）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。

◎平成30年度の「大分県文化年鑑」の編集が始まりました。
　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。

◎令和元年度通常総会について
　６月12日（水）15：00 〜「J:COMホルトホール大分」の大会議室で開催します。
　会員交流会は、昨年と同じように総会後ホルトガーデンで行います。

◎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下さい。
　なお、チラシと注文用紙は総会案内に同封しています。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、「竹工芸名品展」の前売り券を取り扱っています。５月16日が締切ですのでお
早めにお申し込みください。
　なお、今後、順次開催される「ムーミン展」「名探偵コナン科学捜査展」「The Ukiyo-e 
歌川派」「リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展」などの前売り券も展覧会の時期が来た
ら前売り券の取扱をしますので、お買い求めの際は是非芸振をご利用ください。

◎事務室備品（机）の受贈について
　事務室で使用する長机２脚を、賛助会員のイワオ事務機（株）様から寄贈を受けまし
たのでお知らせします。誠に有り難うございました。

◎お願い
　賛助会員の皆様に引き続き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。ついては、各団体が主催する
コンサート等の招待券の提供が可能な団体は、芸振事務局までご連絡ください。

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/


