
NPO法人 大分県芸振 通巻第145号
　2018（平成30）年９月5日発行

平成30年６月13日　J:COMホルトホール大分　大会議室

 平成30年度

　平成30年度通常総会を、ホルトホール大分の大会議室で６月13日（水）に161名出席（実数79名、
書面82名）のもと、開催しました。議長に大分県吹奏楽連盟理事長の長野薫氏が、また議事録署名
人として理事長のほか、都山流尺八大分県支部長の三代朱山氏と中山民俗舞踊研究所の大西紀子さ
んが、また選挙管理人として淡窓伝光霊流日本詩道会事務局長の深田振霊氏が選出され、議事に入
りました。
　第１号議案「平成29年度事業報告」と第２号議案「同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。例年と異なるものとして、昨年５月に加盟団体にアンケート調査行
い、その調査結果を理事会、評議員会で報告したこと、また県立美術館やiichiko 総合文化センター
に関する要望事項については、昨年12月に理事長ほか主な役員で大分県芸術文化スポーツ振興財団
に要望活動を実施したこと、会員の皆様には今年の５月１日発行の機関紙「芸振」144号で主な調
査結果を掲載しお知らせしたことなどを報告しました。決算報告では、経常収益の伸びが経常費用
を上回ったため、今年度の正味財産は220千円の黒字決算となったことを報告しました。

会 告総 報

平成30年度通常総会を開催しました。
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名 誉 会 員
十時　　良
脇坂　秀樹
脇　　正人

顧 　 　 問 佐藤　朱音 （元理事長）
渡辺　恭英 （前理事長）

参 　 　 与

中野　幸和 （元理事）
二宮　昌昭（霊山） （元理事）
日名子金一郎 （元理事）
小川　善規 （前理事）

相 談 役 狹間　　久 （元理事）

理 事 長 戸口　勝司（勝山） （美　術）

副理事長 恒川　睦子（藤間次登）（舞　踊）
土谷　正公 （音　楽）

理 　 　 事

阿部　正義（正調） （文　芸）
池部　俊之 （美　術）
伊勢　方信 （文　芸）
裏　　正亘 （学識経験）
行天　正恭（祥晃） （音　楽）
清末　典子 （演　劇）
工藤　紘喜 （音　楽）
後藤　智江 （舞　踊）
佐藤　教明 （学識経験）
柴田　　束 （舞　踊）
永見　政子 （音　楽）
羽田野　修（逢山） （音　楽）
松井　　猛 （音　楽）

代表監事 上田　耕作 （音　楽）
監 事 宮本　　修 （音　楽）

事務局長 清田　　寛

事 務 局 池田　リエ
山口るり子

評 議 員

阿部　尚子（大分県歌人クラブ）
松村　勝美（大分県俳句連盟）
安部　征二（大分県番傘川柳連合会）
南雲　玉江（大分県連句協会）
松原　貞子（大分県俳画協会）
柗嵜　典孝（NPO法人大分県書写書道指導者連合会）
伊東南海男（大分県美術協会写真部会）
樋口　紫水（大分県美術協会書道部会）
山﨑哲一郎（大分県美術協会日洋彫工部会）
本多　好美（大分県音楽協会）
宮崎　敬子（大分県合唱連盟）
佐藤　萌山（大分県三曲協会）
長野　　薫（大分県吹奏楽連盟）
園田　弥生（大分県民謡連盟）
深田　振霊（淡窓伝光霊流日本詩道会）
志賀佳数雄（大分交響楽団）
杵屋六絹也（大分県長唄連盟）
愛甲　久美（大分二期会）
花柳笹良志（大分県日本舞踊連盟）
伊坂　晴美（大分県民踊連盟）
尾野　るり（おおいた洋舞連盟）
小野　目依（おおいた演劇の会）
仲道　美衣（大分県子ども劇場連絡会）
谷村　育子（能を楽しむ会）
大塚タカ子（華道家元池坊大分支部）
野田　淳一（ 公益社団法人日本フラワーデ

ザイナー協会大分県支部）
岩男　尚子（一般社団法人表千家同門会大分県支部）
阿部　　斉（大分県高等学校文化連盟）
山本　伸行（大分県照明・音響・舞台事業者協同組合）
藤花　幸一（宇佐市文化協会）
安藤　正一（臼杵市文化連盟）
是永　幹夫（学識経験）

▎新役員等名簿

　第３号議案「平成30年度事業計画」と第４号議案「同予算書」も同じように一括審議となり、例
年どおり文化を語る夕べ、文化キャラバン、県民芸術文化祭実行委員会、国民文化祭フィナーレス
テージ実行委員会の事務局機能、海外派遣研修事業、団体への補助事業などのほか、文化年鑑、機
関紙、HPの更新等を実施することを提案しました。第５号議案では、芸振の正式名称を「NPO法
人大分県芸術文化振興会議」、広く県民に周知を図るため通称名を「NPO法人大分県芸振」とする
こととし、定款変更を提案しました。第６号議案では、例年どおり「役員報酬」を無報酬と提案し
ました。第７号議案では、今年の国民文化祭、障害者芸術・文化祭の成功に向けて決意表明を提案
しました。第８号議案では、２年に１回の役員改選を選挙管理人から提案しました。以上提案した
８議案はすべて承認され、総会終了後は、昨年度同様、同じ階のホルトガーデンで交流会を開催
し、ご来賓、会員を併せて約80名が参加し、なごやかに歓談が行われました。
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◇芸振後援事業・補助事業（文化祭参加行事含む）

会　　場　　名 開催日 事　　業　　名 主催者
アートプラザ
２Ｆアートホール

７月21日㈯
～９月９日㈰

アートプラザ開館20周年記念
「西元祐貴　龍のキセキ」大分展 アートプラザ共同事業体

大分銀行本店
２階画廊フロア

７月23日㈪
～９月21日㈮ 大分銀行本店ロビー展　井元千穂子　展 ㈱大分銀行

朝倉文夫記念文化ホール ７月26日㈭
～９月９日㈰ 画業60年　小川善規回顧展2018 豊後大野市朝倉文夫記念館

由布市湯布院公民館
大ホール ９月２日㈰ 第50回文化芸能発表会

第36回湯布院町チャリティー芸能大会 由布市湯布院町文化芸能振興会

医師会館７Fホール ９月２日㈰ 第７回PIARAミュージックフェスティバル PIARA大分支部

大分県立美術館 ９月４日㈫
～９月９日㈰ 平成30年第54回大分県美術展　写真展 大分県美術協会

津久見市民会館 ９月５日㈬ 龍谷大学吹奏楽部創立50周年記念演奏会
in　九州津久見市復興支援演奏会 津久見市教育委員会

大分市佐賀関市民センター ９月８日㈯ 関の鯛つり踊り大会・第３回関の鯛つり唄
日本一大会 NPOさがのせきまちづくり協議会

コンパルホール ９月８日㈯ 平成30年度大分県中学生演劇発表会 大分県中学校文化連盟
iichiko音の泉ホール ９月９日㈰ 第55回民踊まつり 日本民踊研究会九州支部

大分県立美術館 ９月11日㈫
～９月16日㈰

平成30年第54回大分県美術展
日洋彫工部会 大分県美術協会

大分銀行本店
２階画廊フロア ９月12日㈬ 第786回大分銀行ウエンズデイコンサート

県立芸術文化短期大学音楽科有志 ㈱大分銀行

iichiko音の泉ホール ９月14日㈮ 大分クラリネットアンサンブル第９回コンサート 大分クラリネットアンサンブル
J:COMホルトホール大分 ９月16日㈰ ルナバレエ第６回発表会 ルナバレエ

アートプラザ ９月17日（月・祝）
～９月23日㈰ 第37回写真クラブ「白陽会」写真展 写真クラブ白陽会

アクロス福岡
シンフォニーホール ９月17日（月・祝）九州北部豪雨災害復興支援合唱コンサート 九州北部豪雨災害復興支援合唱コン

サート実行委員会

大分県立美術館 ９月18日㈫
～９月23日㈰ 平成30年第54回大分県美術展　書道展 大分県美術協会

大分銀行本店
２階画廊フロア ９月19日㈬ 第787回大分銀行ウエンズデイコンサート

カルテットクローバー（弦楽四重奏） ㈱大分銀行

コンパルホール ９月22日㈯ 第46回大分県音楽コンクール　予選 大分県音楽協会
大分東明高等学校
多目的ホール ９月22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

別府市公会堂 ９月23日㈰ 第19回別府古楽祭 大分古楽研究会
大分県立総合体育館、大洲総
合運動公園、別大興産スタジア
ム、大分県総合社会福祉会館

９月23日㈰ 第29回豊の国ねんりんピック 大分県/大分県教育委員会/社会福祉
法人大分県社会福祉協議会

杵築市きつき生涯学習館 ９月23日㈰ 第11回きつき城下町短歌大会 きつき城下町短歌大会
B-con Plazaフィルハーモニアホール ９月24日（月・祝）第23回九州ハンドベルフェスティバル 別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ
大分銀行本店２階
画廊フロア

９月25日㈫
～ 11月16日㈮ 大分銀行本店ロビー展　大分の洋画10人展 ㈱大分銀行

iichikoグランシアタ ９月28日㈮ 「劇団四季ソング＆ダンス65」大分公演 大分合同新聞社

大分県立美術館 ９月28日㈮
～ 10月21日㈰

－日本モダンの精華－　
京都国立近代美術館コレクション

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
特別企画実行委員会

朝倉文夫記念文化ホール・
朝倉文夫記念館

９月29日㈯
～ 11月25日㈰ おおいたこども彫刻展 大分アジア彫刻展実行委員会

朝倉文夫記念文化ホール ９月29日㈯
～ 11月25日㈰ 第14回大分アジア彫刻展 大分アジア彫刻展実行委員会

iichiko音の泉ホール ９月30日㈰ 第47回グループＵＮＯ定期演奏会 グループＵＮＯ

別府市美術館 10月２日㈫
～ 10月10日㈬ 第63回蒼土展 蒼土会

大分県立美術館 10月２日㈮
～ 11月25日㈰ 海と宙の未来展 （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団

特別企画実行委員会

大分県立美術館 10月２日㈮
～ 11月25日㈰

MEGASTAR（スーパープラネタリウム）
－138億光年の彼方へ－

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
特別企画実行委員会

これから実施される芸術文化行事９月〜３月
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会　　場　　名 開催日 事　　業　　名 主催者

ウサノピア 10月６日㈯
～ 10月７日㈰ 第28回宇佐市民芸術祭 宇佐市文化協会

別府市内各所、トキハ別府店の一
部、JR別府駅構内、公民館ほか

10月６日㈯
～ 11月25日㈰ ベップ・アート・マンス2018 混浴温泉世界実行委員会

アートプラザ 10月６日㈯
～ 11月11日㈰

アートプラザ開館20周年記念
アートプラザフェスタ2018

文化庁、厚生労働省、大分県、大分県教育委
員会、大分市、大分市教育委員会、第33回国民
文化祭大分県実行委員会、第18回全国障害者
芸術・文化祭実行委員会、第33回国民文化祭、
第18回全国障害者芸術・文化祭大分市実行委員
会、アートプラザフェスタ2018実行委員会

別府公園 10月６日㈯
～ 11月25日㈰ アニッシュ・カプーアin BEPPU 混浴温泉世界実行委員会

大分市平和市民公園能楽堂 10月７日㈰ 平成30年度公益財団法人
日本民謡協会民謡民舞大分県連合大会

（公財）日本民謡協会大分県連合委
員会

大分銀行本店
２階画廊フロア 10月10日㈬ 第788回大分銀行ウエンズデイコンサート

桂　悠紀（マリンバ） ㈱大分銀行

ビーコンプラザ・
フィルハーモニアホール 10月14日㈰ 第41回別府市民合唱祭 別府市民合唱協会

コンパルホール 10月14日㈰ 大友宗麟顕彰　全国カラオケフェスティバル （特非）原川ミュージック楽座

九重文化センター体育館 10月14日㈰
～ 10月21日㈰

第28回九重の自然を描く絵画展・九重の自
然を撮る写真展

九重の自然を描く絵画展・九重の自
然を撮る写真展実行委員会

大分県信用組合本店
５Fホール

10月15日㈪
～ 10月25日㈭ 第27回けんしん美術展 大分県信用組合

大分県立美術館 10月16日㈫
～ 10月21日㈰ 第53回豊光会展 豊光会

iichiko音の泉ホール 10月17日㈬ 第32回琴城流大分支部大正琴演奏会 琴城流大正琴振興会大分支部
大分銀行本店
２階画廊フロア 10月17日㈬ 第789回大分銀行ウエンズデイコンサート

小野聡美（コントラバス） ㈱大分銀行

アートプラザ 10月17日㈬
～ 10月21日㈰ 大分合同新聞油絵教室作品展 大分合同新聞文化教室油絵講座

iichiko音の泉ホール 10月19日㈮ 大分県立芸術緑丘高等学校　第14回定期演奏会 大分県立芸術緑丘高等学校
竹田市総合文化ホール　
グランツたけた

10月19日㈮
～ 10月21日㈰

第72回瀧廉太郎記念　全日本高等学校声楽
コンクール

竹田市教育委員会、竹田市、大分県
教育委員会

臼杵市民会館 10月20日㈯
～ 10月21日㈰ 第60回臼杵市秋の文化祭 臼杵市文化連盟

iichiko音の泉ホール 10月21日㈰ 未来へつむぐ～日本の伝統芸能への誘い
～長唄・三味線演奏会

文化庁、厚生労働省、大分県、大分市、
大分県・大分市教育委員会、第33回国民
文化祭大分県・大分市実行委員会、第18
回全国障害者芸術・文化祭大分県・大分
市実行委員会、大分県長唄連盟

アートプラザ 10月21日㈰
アートプラザ　親子で楽しむハロウィン
ワークショップ「ハロウィンに飾ろう‼粘
土でつくるマカロンパフェ」

アートプラザ共同事業体

J:COMホルトホール大分 10月24日㈬
～ 25日㈭ 9PROJECT　vol.8「つか版・忠臣蔵」 9PROJECT

由布市はさま未来館 10月27日㈯ 第55回大分県児童文化祭「こどもおはなしまつり」大分県児童文化研究会

iichiko音の泉ホール 10月28日㈰ 第２回大分ダンスフェスティバル ㈱ゴールデンマインド
（ゴールドバレエアカデミー）

中津文化会館 10月28日㈰ 第22回なかつ市民芸能祭 （特非）中津文化協会
くにさき総合文化センター
アストくにさき

10月29日㈪
～ 11月４日㈰ 第48回国東町総合文化祭 国東町文化協会

iichikoグランシアタ 10月31日㈬
～ 11月１日㈭ ミュージカル「マイ・フェア・レディ」 （公財）大分県芸術文化スポーツ振

興財団

トキハ別府店７F 11月１日㈭
～ 11月６日㈫ 豊後南画「過去・現代・未来」への誘い 大分県水墨画協会

iichikoアトリウムプラザ 11月１日㈭
～ 11月５日㈪ 平成30年度　第23回「ときめき作品展」 大分県障害者社会参加推進協議会

大分県立美術館 11月２日㈮
～ 11月25日㈰

国宝　日本の美をめぐる　東京国立博物館
名品展

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
特別企画実行委員会

大分合同新聞社、大分県水産会館ほか 11月３日（土・祝）第６回しんけん大分学検定・第４回こども検定 一般社団法人大分学研究会

大分県立美術館 11月６日㈫
～ 11月11日㈰

おおいた文化の祭典　第22回書道芸術院九
州支局展 書道芸術院九州支局

杵築市役所山香庁舎
（山香中央公民館）

11月９日㈮
～ 11月11日㈰ 第55回杵築市山香町総合文化祭 杵築市山香町文化連盟

iichiko音の泉ホール 11月10日㈯ 第46回大分県音楽コンクール　本選 大分県音楽協会
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会　　場　　名 開催日 事　　業　　名 主催者

津久見市民会館 11月10日㈯
～ 11月11日㈰ 津久見市文化祭 津久見市文化協会

iichikoグランシアタ 11月11日㈰ 日本舞踊の祭典

文化庁、厚生労働省、大分県、大分県教育委
員会、第33回国民文化祭大分県実行委員会、
第18回全国障害者芸術・文化祭実行委員会、
おおいた2018日本舞踊の祭典実行委員会

鶴崎公民館 11月11日㈰ 第45回鶴崎芸能文化祭 鶴崎芸能文化協会
佐伯文化会館 11月11日㈰ 佐伯芸術文化祭 佐伯文化振興会

大分県立美術館 11月14日㈬
～ 11月24日㈯ 第５回大分武漢友好美術展 NPO法人遊鳳国際文化交流協会

大分県立美術館 11月14日㈬
～ 11月24日㈯ 大分武漢子ども夢交流展 NPO法人遊鳳国際文化交流協会

大分銀行本店２階画廊フロア 11月14日㈬ 第790回大分銀行ウエンズデイコンサート　薮崎　将（チェロ）㈱大分銀行
臼杵市民会館　
臼杵市中央公民館

11月14日㈬
～ 11月16日㈮

第43回大分県高等学校総合文化祭県南豊肥
大会 大分県高等学校文化連盟

滝尾地区公民館 11月16日㈮
～ 11月18日㈰ 第２回滝美展 大分市滝尾校区公民館

J:COMホルトホール大分 11月18日㈰ 第54回大分県短歌コンクール 大分県歌人クラブ
豊泉荘（別府市） 11月18日㈰ 吟道関心流大分県本部第49回吟詩大会 吟道関心流大分県本部
コンパルホール 11月18日㈰ 第18回おおいたビデオフェスティバル 大分県ビデオサークル
くじゅうサンホール
（竹田市久住町） 11月18日㈰ 奏リコーダーアンサンブル

第14回定期演奏会 奏リコーダーアンサンブル

蒲江地区公民館 11月18日㈰
～ 11月24日㈯

『かまえ～海、はな、自然、くらし～』
フォトコンテスト　2018写真展と「小さな絵画展」蒲江浦づくりの会

大分銀行本店
２階画廊フロア

11月19日㈪
～１月18日㈮ 大分銀行本店ロビー展　江川京子　展 ㈱大分銀行

J:COMホルトホール大分 11月20日㈫ 第52回大分県俳句大会 大分県俳句連盟
大分銀行本店
２階画廊フロア 11月21日㈬ 第791回大分銀行ウエンズデイコンサート

グループ「Papelera」 ㈱大分銀行

J:COMホルトホール大分 11月23日（金・祝）
～ 11月24日㈯

演劇公演「花人～桜舞う、あなたの居る場
所～」 おおいた演劇の会

大分県立美術館 11月26日㈪
～ 12月２日㈰ 第７回国展大分作家展 国展大分作家展

中津文化会館 11月30日㈮ 第12回大分県中学校総合文化祭中津大会 大分県中学校文化連盟
iichiko総合文化センター
B1F県民ギャラリー

12月１日㈯
～ 12月７日㈮ 第41回大分県俳画協会主催俳画展 大分県俳画協会

中津文化会館 12月７日㈯
～ 12月２日㈰ 第15回中津An die Musik ピアノコンクール 中津An die Musik 

大分県立美術館 12月３日㈫
～ 12月９日㈰ 新潮流’18展 新潮流の会

iichiko音の泉ホール 12月３日㈪ iichiko presents 小林道夫チェンバロリサイタル （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
コンパルホール 12月７日㈮ 第27回大正琴「豊の会」 大正琴「豊の会」

iichiko音の泉ホール 12月８日㈯ 第23回ピアラピアノコンクール・ピアノグ
レードテスト PIARA大分支部

コンパルホール 12月９日㈰ 藤田圭子×佐藤広美　
フルートと歌で奏でるデュオコンサート 歌とフルート研究会

臼杵市野津中央公民館 12月12日㈬ 平成30年度第54回大分県人形劇フェスティバル
「にんぎょうげきまつり」 大分県人形劇サークル協議会

大分銀行本店
２階画廊フロア 12月12日㈬ 第792回大分銀行ウエンズデイコンサート

小野未希（フルート） ㈱大分銀行

iichikoグランシアタ 12月16日㈰ 第42回大分第九の夕べ （特非）おおいた第九を歌う会

大分市美術館 12月18日㈫
～ 12月23日㈰

第70回記念大分県立芸術緑丘高等学校美術
制作展 大分県立芸術緑丘高等学校

大分銀行本店
２階画廊フロア 12月19日㈬ 第793回大分銀行ウエンズデイコンサート

ゼーレ・トリオ（ピアノ・チェロ・ヴァイオリン）㈱大分銀行

iichiko音の泉ホール 12月24日（月・祝）白と黒冬のコンサートPartXXⅢ（第23回）白と黒

アートプラザ １月11日㈮
～１月20日㈰

アートプラザ開館20周年記念
第７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14日㈭ 第44回日本フィル in kyusyu 日本フィル大分公演実行委員会

J:COMホルトホール大分 ３月３日㈰ 淡窓伝光霊流鶴崎詩道会発会60周年記念吟
剣詩舞道大会 淡窓伝光霊流鶴崎詩道会
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◇芸振文化キャラバン

会　　場　　名 開催日 主催者

大分県立聾学校 ９月６日 （公社）日本フラワーデザイナー協会大分県支部

豊後大野市立朝地中学校 ９月７日 室内楽おおいた～ grand ～

コアやまくに ９月９日 スウィングエコーズ　ジャズオーケストラ

豊後大野市立朝地小学校 ９月20日 大分県三曲協会

佐伯市立直川中学校 ９月27日 大分二期会

佐伯市立上野小学校 ９月28日 大分県人形劇サークル協議会

国東市立竹田津小学校 10月12日 グループＵＮＯ

竹田市立緑ヶ丘中学校 10月13日 大分二期会

宇佐市立横山小学校 10月13日 大分県庁職員吹奏楽団

別府市立鶴見小学校 10月13日 おおいた洋舞連盟

姫島村立姫島中学校 10月15日 大分県三曲協会

佐伯市立佐伯小学校 10月18日 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

竹田市立菅生小学校 10月18日 アンサンブル「みどりのそよ風」

豊後高田市立桂陽小学校 10月18日 大分県人形劇サークル協議会

中津市立三光中学校 10月19日 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

日出町立豊岡小学校 10月26日 おおいたオペラカンパニー

由布市立由布川小学校 10月30日 アンサンブル「みどりのそよ風」

国東市立旭日小学校 10月30日 大分県人形劇サークル協議会

豊後高田市立香々地小学校 10月31日 ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

日出町立藤原小学校 11月１日 ルミエールフルートアンサンブル

日出町立大神小学校 11月２日 グループＵＮＯ

大分市立佐賀関小学校 11月３日 管楽器プレイヤーズ大分

大分県立佐伯支援学校 11月６日 合唱団“藍”

佐伯市立渡町台小学校 11月７日 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

杵築市立杵築小学校 11月８日 ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

日田市立咸宜小学校 11月９日 室内楽おおいた～ grand ～

大分市立判田小学校 11月11日 大分県庁職員吹奏楽団

日田市立有田小学校 11月14日 大分県児童文化研究会

大分市立横瀬西小学校 11月15日 大分マンドリンオーケストラ

立高家小学校 11月20日 グループＵＮＯ

大分市立小佐井小学校 11月20日 おおいたオペラカンパニー

国東市立安岐小学校 11月20日 合唱団“藍”

大分市立稙田小学校 11月21日 おおいたオペラカンパニー

別府市立亀川小学校 11月23日 吹奏楽団　アンサンブルOITA

アートプラザ 12月15日 別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

竹田市立久住中学校 １月19日 おおいたオペラカンパニー
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11月25日（日）13：00 〜 15：30（式典等含む）iichiko総合文化センター

　平成30年４月、大島ミチルさんが「大分の山々巡行」のために書
き下ろしてくださった素晴らしい音楽が完成し、藤間蘭黄氏による
振付け、振り渡しが始まりました。
　その後６月、８月と蘭黄氏の来県指導を経て舞台の全容が姿を現
わしつつあります。

出演団体：�大分県日本舞踊連盟・大分県民踊連盟・おおいた洋舞連盟・タイムスダンススタジオ・
ダンススタジオシオナーズ・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・大分県長唄連盟・能を楽しむ会ほか（順不同）

　大分県では、「県立武道スポーツセンター」の平成31年度開館に向け、芸術文化など、様々な分
野から「オープニングイヤー協賛事業」を公募しています。
　協賛事業として承認されると、申請書記載の期間・目的に限り、施設利用予約が優先的に受け付
けられます。
公募期間……平成30年７月20日～ 12月10日
　①第１次締切　平成30年９月20日　　②第２次締切　平成30年12月10日
詳細は、芸振ＨＰをご覧下さい。

　永年地域文化の振興に寄与してこられた団体、とりわけ地域の音楽・美術・演劇・伝統芸能の各
分野において努力されている諸団体の活動に対して助成支援を行うもの
　募集期間……2018年８月１日～ 11月30日（消印有効）
　詳細は、芸振ＨＰをご覧下さい。

  国民文化祭フィナーレステージ「大分の山々巡行」

  県立武道スポーツセンターオープニングイヤー協賛事業の公募について

  2019年度（公財）三菱UFJ信託地域文化財団助成団体の募集のお知らせ

（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

30.６.12 OMAP実行委員会 総合 阿部　浩之 仲谷　由香 〒870-0164　大分市明野西2-12-6

  新入会正会員紹介

・堤　碇山（個人会員）　H30.８.１ご逝去　ご冥福をお祈りいたします。

（個人会員）　・猪俣　呑童　・小代千代子

  物 故 者

  退　　会

　前号以降、芸振の活動にご賛同を賜り、下記企業の方々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

アトリエ永田、（株）イージービデオ企画



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30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：平成30年12月12日（水）
　　・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。

◎平成31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14日（金）
　芸振補助金
　　提出期限： ３月15日（金）

◎県立美術館企画展の前売チケットの販売について
　「日本モダンの精華京都国立近代美術館コレクション」（9月28日（金）～ 10月21日（日））
　「国宝、日本の美をめぐる東京国立博物館名品展」（11月２日（金）～ 25日（日））
　前売券を取り扱っています。１割の手数料が芸振の収入になります。是非芸振でお買
い求めください。
　　前売券　一般 600円（当日800円）、大学・高校生300円（当日500円）
　　中学生以下無料

◎名称変更のお知らせ
　６月の通常総会で、芸振の正式名称が「NPO法人大分県芸術文化振興会議」となり、
通常使用する通称名が「NPO法人大分県芸振」となりました。今後は、通常は「NPO法
人大分県芸振」を使うことになりましたので、お知らせします。

◎�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 知 ら せ


