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NPO法人 大分県芸振 通巻第151号
　2021（令和３）年10月１日発行

　この１年半コロナの影響で会員の皆様は厳しい日々が続いている

ことと思います。公演活動も客数制限を行うなど芸術文化の活動に

とって色々と厳しい制限がありました。その中で会員の皆様はそれ

ぞれ工夫をしながら活動を続けてきましたことは本当に素晴らしいことだと感謝申し

上げます。

　会員の年齢が高まる中で色々な活動を休んだり退会する方々も多かったと思いま

す。活動の希薄さと同時に人々の絆が薄れていることが心配です。少し落ち着いた今

こそコロナ対策をゆるめずに活動の復活が望まれます。「心をつなぐアートの力」と

いう大分県民芸術文化祭のスローガンを実行に移すことが必要です。このことばを軸

に力強く粘り強く活動を進めてゆこうではありませんか。

「コロナ禍の中で」
芸振理事長　戸口　勝司

芸振文化キャラバン 
令和３年６月４日
杵築市立太田小学校
（ 大分県児童文化研

究会）

芸振文化キャラバン 
令和３年６月15日
佐伯市下堅田小学校
（PATHMA）

芸振文化キャラバン 令和３年６月29日
別府市立上人小学校
（グループUNO）

芸振文化キャラバン 
令和３年７月９日
中津市立本耶馬渓中学校
（ピアノ演奏グループ「O’未来」）
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令和３年度

　昨年度から続くコロナ禍により令和３年度通常総会も、会員の皆様の出席を求めず書面表決又は

委任状の提出をお願いし、NPO法で認められている最小限の人数で、６月25日（金）に事務局で

開催しました。総会成立要件の確認では、正会員数246名のうち171名の出席（実数４名、書面表決

者113名、委任状54名）を確認しました。議長には戸口理事長を、議事録署名人として副理事長の

後藤智江氏、理事の佐藤教明氏を選任し、議事に入りました。

　主な内容について報告します。

　第１号議案「令和２年度事業報告」と第２号議案「令和２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。

・県内芸術文化団体の連絡提携事業……「文化を語る夕べ」は新型コロナ禍により中止。

　団体会員にコロナ禍の影響に関するアンケート調査を実施。（結果は機関紙第149号掲載）

・ 芸術文化事業の企画実施及び人材育成事業……文化キャラバンは、昨年度も県が国の委託費を受

け入れ芸振団体会員の協力により実施。コロナ禍により13会場で実施できなかったが、小中学校

を中心に計39会場で実施し、約5,700人の子どもたちが鑑賞。「ライブフェスティバル in OITA」

は、コロナ禍を支援する文化庁の委託費を芸振が受入、理事長を会長とする実行委員会方式で実

施。芸振文化事業の「芸振フェスティバルの検討」については、大分県芸術文化スポーツ振興財

団と連携して、大分の歴史・文化を題材とした舞台を令和４年度に開催する方向で検討。バー

チャル事業は、コロナ禍を支援する県の補助事業でHPのリプレイスや動画作成を行い、HPやス

マートフォンで会員の公演事業を動画鑑賞できるようにした。

・ 決算報告……２年度は文化庁の事業を受託、例年になく高額の決算となる。正味財産を1,122千

円増やし、前年度分と併せて2,499千円を繰り越す。その後行われた監査報告では、特に指摘す

る事項はなかったとの報告。

　　第３号議案「令和３年度事業計画案」、第４号議案「令和３年度活動予算書案」も一括審議。

・ 芸術文化事業の企画実施及び人材育成事業……海外派遣研修事業は、新型コロナ禍で昨年度実施

できず今年度に延期したもの。補助事業は、コロナ禍で事業を中止した団体があり件数が減少、

今年度も交付基準を一部増額変更を提案、その他の事業については例年どおり実施する予定であ

る旨提案。

　　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。

　　以上の第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総会を終了しました。

（総会議事録はHPに掲載）

会 告総 報
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◇芸振後援事業＆補助事業（県民芸術文化祭行事を含む）

会　　場　　名 開催日 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

大分県立美術館 ９月28日～
10月3日 大分県美展（写真展） 大分県美術協会

誌上
10月１日～

10月20日
（投句期間）

第53回大分県川柳大会 大分県番傘川柳連合会

J:COMホルトホール大分
大ホール 10月２日

文化庁　大規模かつ質の高い文化芸術活動
を核としたアートキャラバン事業『大分
エンターテインメント・フェスティバル
Meets DRUM TAO!』公演

ホルトホール大分みらい共同事業体

iichikoグランシアタ 10月２日～
10月３日 オペラ《カルメン》 大分二期会

アートプラザ　
ギャラリー A

10月４日～
10月10日 四極会芸術文化祭「自遊展」 四極会大分支部

大分県立美術館 10月６日～
10月17日 大分県美展（日洋彫工展） 大分県美術協会

宇佐文化会館
ウサノピアホール

10月９日～
11月７日

市民劇「南一郎平」
演劇ワークショップ事業 市民劇「南一郎平」実行委員会

宇佐文化会館
ウサノピア

10月９日～
10月10日 第30回　宇佐市民芸術祭 宇佐市文化協会

iichiko音の泉ホール 10月10日 大分マンドリンオーケストラ　
第33回定期演奏会 大分マンドリンオーケストラ

iichikoグランシアタ 10月10日 第57回定期演奏会 大分県立芸術文化短期大学

県内各地 10月10日～
１月16日

第57回大分県美術展巡回展
〈書道・写真・日洋彫工〉 大分県美術協会

アートプラザ　
ギャラリー A

10月11日～
10月17日 第40回写真クラブ「白陽会」写真展 写真クラブ白陽会

九重文化センター・体育館 10月12日～
10月17日

第29回　「九重の自然を描く絵画展」＆
第10回「九重の自然を自然を撮る写真展」 九重の自然を描く絵画展・実行委員

大分県信用組合　
本店５階ホール

10月13日～
10月22日 第30回けんしん美術展 大分県信用組合

平和市民公園能楽堂 10月15日 Buck to the 18th century part4－古楽器で
聴くバロックの調べ in 能楽堂－ カンマームジークoita

iichiko音の泉ホール 10月15日
文化庁　大規模かつ質の高い文化芸術活動
を核としたアートキャラバン事業　音楽舞
踊詩『巨木の花』

ホルトホール大分みらい共同事業体

iichikoグランシアタ 10月15日 アレッサンドロ・ベヴェラリ　
クラリネットリサイタル

（公財）大分県芸術文化スポーツ
振興財団

大分県立歴史博物館 10月15日～
11月28日

開館40周年記念令和３年度特別展
「赤塚古墳と三角縁神獣鏡～宇佐風土記の
丘からみた古墳時代～」

大分県立歴史博物館

竹田市総合文化ホール　
グランツたけた

10月15日～
10月17日

第75回瀧廉太郎記念
全日本高等学校声楽コンクール 竹田市

大分県立芸術文化短期大学
音楽ホール棟　音楽ホール 10月16日 A.ベヴェラリ氏公開マスタークラス 大分県立芸術文化短期大学

iichiko総合文化センター
（アトリウムプラザ）

10月16日～
10月17日 華道家元池坊　大分支部いけばな展 華道家元池坊　大分支部

朝倉文夫記念文化ホール 10月16日～
11月21日 第31回　豊後大野市アマチュア美術展 豊後大野市　朝倉文夫記念館

大分市平和市民公園　
能楽堂 10月17日 令和３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

コンパルホール　
文化ホール 10月17日 第60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

これから実施される芸術文化行事10月〜３月
（芸振事務局把握分）
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会　　場　　名 開催日 事　　業　　名 主催者
お部屋ラボ祝祭の広場 10月19日 Moon light and tea Moon light and tea実行委員会
大分県立美術館
１・３階展示室

10月19日～
10月24日 第72回毎日書道展九州展 毎日新聞西部本社事業部

iichikoグランシアタ 10月20日 諏訪内晶子J.Sバッハ　
無伴奏ヴァイオリンリサイタル

（公財）大分県芸術文化スポーツ
振興財団

別府市美術館 10月20日～
10月24日 第66回蒼土展 蒼土会

iichiko音の泉ホール 10月23日 第49回大分県音楽コンクール予選 大分県音楽協会
コンパルホール４階集会室 10月23日 長唄・三味線おさらい会 大分県長唄連盟

由布院アルテジオ 10月23日～
10月31日

渡邊琢磨映像作品展
「ラストアフターヌーン」 Oita　Art　Collective

中津文化会館　大ホール 10月24日 第25回なかつ市民芸能祭 (特非)中津文化協会

J:COMホルトホール大分 10月24日 第２回華舞台 鶴崎芸能文化協会
華舞台実行委員会

大分県立美術館　
１階展示室A

10月27日～
11月７日

おおいた障がい者芸術文化支援センター
企画展vol.３「生きるチカラ」

（公財）大分県芸術文化スポーツ
振興財団　おおいた障がい者芸術文
化支援センター

コンパルホール　
文化ホール 10月28日 第34回琴城流　大分支部演奏会 琴城流大正琴振興会大分支部

大分県立美術館　
１階展示室B

10月28日～
10月31日

第70回大分県高等学校文化連盟
美術・工芸中央展 大分県高等学校文化連盟

コンパルホール集会室
（和室大広間） 10月30日 家元八世松永忠五郎師による

『船揃』講習会 長唄　松樹會

臼杵市市浜区
コミュニティセンター 10月31日 waku waku笑ライブⅡ 豊後お笑い倶楽部

大分県水産会館及び
リモート 11月３日 第９回しんけん大分学検定 （一社）大分学研究会

大分県立芸術文化短期大学
人文棟大講義室・視聴覚教
室・101教室

11月３日
大分発世界へ
～東アジアを見据えたイベントと
マーケット～

大分県立芸術文化短期大学

アートプラザ
２Fアートホール

11月４日～
11月９日 第15回春陽会九州研究会展 春陽会九州研究会

iichiko音の泉ホール 11月４日 超贅沢なさわかみアラカルトコンサート
大分公演

（公財）さわかみオペラ芸術振興
財団

大分県立芸術文化短期大学
音楽ホール棟　音楽ホール 11月６日 作曲作品展2021 大分県立芸術文化短期大学

紙上 11月７日決定 第55回大分県俳句大会 大分県俳句連盟

iichikoグランシアタ 11月７日 iichiko presents フルートアンサンブル　
マグナムトリオ

（公財）大分県芸術文化スポーツ
振興財団

iichiko音の泉ホール 11月９日 Directors concert　～私のお気に入り 大分二期会

iichiko音の泉ホール 11月10日
コンサートシリーズNo.112
ピアノコース演奏会
～ピアノ音楽への誘い～

大分県立芸術文化短期大学

B-CON PLAZA 別府国際
コンベンションセンター

11月18日～
11月20日

第46回大分県高等学校総合文化祭　
別府・速杵・国東大会 大分県高等学校総合文化連盟

滝尾校区公民館 11月12日～
11月14日 滝美展～小さな美術館～ 滝美展実行委員会

グランツたけた 11月12日 第14回大分県中学校総合文化祭竹田大会 大分県中学校文化連盟
大分市平和市民公園　
能楽堂 11月13日 次世代へつなぐ

日本の豪華二大伝統芸能『能・長唄』 大分県能楽連盟・大分県長唄連盟

J:COMホルトホール大分・
大ホール

11月13日～
11月14日 第74回大分県高文連中央演劇祭 大分県高等学校文化連盟　

大分県高等学校文化連盟演劇専門部
iichiko音の泉ホール 11月14日 第49回大分県音楽コンクール本選 大分県音楽協会

大分県立美術館　展示室B 11月15日～
11月21日 第54回豊光会展 豊光会

アートプラザ
２Fアートホール

11月16日～
11月22日 ARTPLAZA　U_40建築家展2021 U_40建築家展2021実行委員会

竹田市総合文化ホール、グ
ランツたけた　キナーレ他

11月17日～
11月28日

グランツ美術館2021　
「みんなで世界こどもの日」 （一社)竹田市文化振興財団
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会　　場　　名 開催日 事　　業　　名 主催者

別府市内各所・オンライン 11月20日～
１月23日 ベップ・アート・マンス2021　 混浴温泉世界実行委員会

iichiko音の泉ホール 11月20日 伊勢戸　康弘ピアノコンサート ㈱別大興産

佐伯城山さくらホール 11月20日～
11月28日 第50回佐伯芸術文化祭 佐伯文化振興会

豊泉荘 11月21日 吟道関心流大分県本部
第52回（周年）吟詩大会 吟道関心流大分県本部

津久見市文化会館　
大ホール 11月21日 津久見市制70周年記念事業

「川野夏美コンサート」 津久見観劇会

アストくにさき 11月21日 第20回記念大浪曲大会　 全日本浪曲愛好会

紙上 11月21日
決定 第57回大分県短歌コンクール 大分県歌人クラブ

iichikoグランシアタ 11月21日 大分交響楽団第44回定期演奏会 大分交響楽団
iichiko音の泉ホール 11月23日 第１回おおいた民謡の祭典 大分県民謡連盟
大分県立美術館
１階展示室A

11月23日～
11月28日 新潮流’21展 新潮流の会

別府市コミュニティ
センター 11月23日 大瓜生島　―過去と未来を紡ぐ― 劇団OTC

大分県立美術館
３階展示室B

11月26日～
1月23日

相田みつを全貌展
～いのちの尊さことばのチカラ～ 相田みつを全貌展大分実行委員会

鶴崎公民館 11月28日 第47回 鶴崎芸能文化祭 鶴崎芸能文化協会

iichiko音の泉ホール 12月３日
コンサートシリーズNo.113
管弦打コース演奏会～師走に心当たりひと
ときを～

大分県立芸術文化短期大学

大分県立美術館
１階展示室A

12月４日～
１月23日

GENKYO横尾忠則
「原郷から幻境へ、そして現況は？」

（公財）大分県芸術文化スポーツ
振興財団・大分県立美術館

大分県立芸術文化短期大学
音楽ホール棟　音楽ホール 12月８日

オペラサークル Opera Piene di Vita
第31回公演　オペラ・オペレッタ
名場面集

大分県立芸術文化短期大学

宇佐市民図書館・視聴覚
ホール 12月11日 第23回　横光利一俳句大会　 宇佐市・宇佐市教育委員会・

豊の国宇佐市塾

コンパルホール　
文化ホール 12月12日

コンパルホール開館35周年・コンパルホー
ル合唱団10周年記念公演音楽劇スタイル
「クリスマス・リーダーズシアター」

コンパルホール共同事業体

iichikoグランシアタ 12月12日
大分第九の夕べ特別公演
「歌声を未来へ」～コロナ禍を乗り越えて
「第九」を歌い継ぐ～

（特非）おおいた第九を歌う会

大分県医師会館大ホール 12月18日 第9回ピアラミュージックフェスティバル ピアラ大分支部

別府市内各所 12月18日～
２月13日 廣川玉枝 in BEPPU 混浴温泉世界実行委員会

大分市美術館 12月21日～
12月26日

令和３年度　
第73回芸術緑丘高等学校制作展 大分県立芸術緑丘高等学校

iichiko音の泉ホール 12月22日 モーツアルト作曲
オペラ　魔笛（日本語版） 大分県立芸術文化短期大学

昭和電工武道スポーツ
センター １月９日 第４回

全国小中学生書道チャンピオン大会
（特非）大分県書写書道指導者
連合会

コンパルホール １月９日 令和３年度大分県合唱講習会 大分県合唱連盟
iichiko音の泉ホール １月14日 大分二期会新春オペラガラコンサート 大分二期会

iichiko音の泉ホール １月30日 小林道夫チェンバロリサイタル　第５章 （公財）大分県芸術文化スポーツ
振興財団

iichikoグランシアタ ２月13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
大分県立美術館 ２月21日 驥の書展 驥の会
iichikoグランシアタ ２月22日 第47回日本フィルin kyusyu大分 日本フィル大分公演実行委員会
竹田市総合文化ホール
グランツ竹田　大ホール ２月27日 第21回　豊の国ブラスフェスティバル 大分県吹奏楽連盟

大分県立美術館 ３月３日～
３月６日

第４回全国小中学生書道
チャンピオン大会作品展

（特非）大分県書写書道指導者
連合会

津久見市民会館　全館 ３月５日～
３月６日

〈創立50周年＋１〉
第50回　津久見市文化祭 津久見市文化協会
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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

由布市 東庄内小学校 10月１日 大分県児童文化研究会

国東市 国東小学校 10月５日 グループUNO

大分市 下郡小学校 10月６日 大分県長唄連盟

日出町 日出小学校 10月６日 室内楽おおいた～ grand ～

国東市 志成学園 10月７日 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

杵築市 豊洋小学校 10月７日 大分県人形劇サークル協議会

大分市 東稙田小学校 10月12日 大分県三曲協会

別府市 石垣小学校 10月19日 おおいたオペラカンパニー

日田市 有田小学校 10月20日 室内楽おおいた～ grand ～

日出町 藤原小学校 10月22日 グループUNO

杵築市 護江小学校 10月22日 大分二期会

姫島村 姫島小学校 10月23日 大分県庁職員吹奏楽団

姫島村 姫島中学校 10月26日 Oita Musik Akademie

中津市 今津小学校 10月26日 ルミエールフルートアンサンブル

大分市 稙田西中学校 10月29日 PATHMA（パスマ）

佐伯市 佐伯小学校 11月１日 管楽器プレイヤーズ大分

大分市 佐賀関中学校 11月３日 おおいた洋舞連盟

大分市 三佐小学校 11月３日 スウィングエコーズジャズオーケストラ

由布市 塚原小学校 11月５日 大分県庁職員吹奏楽団

杵築市 杵築小学校 11月５日 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

国東市 竹田津小学校 11月９日 合唱団“藍”

日出町 川崎小学校 11月９日 大分マンドリンオーケストラ

佐伯市 大分県立佐伯支援学校 11月９日 PATHMA（パスマ）

佐伯市 明治小学校 11月９日 アンサンブル「みどりのそよ風」

国東市 安岐小学校 11月11日 大分県現代箏曲研究会

豊後高田市 豊後高田市中央公民館 11月13日 大分県人形劇サークル協議会

日田市 大山中学校 11月17日 大分県能楽連盟

中津市 下郷小学校 11月25日 室内楽おおいた～ grand ～

中津市 真坂小学校 11月25日 室内楽おおいた～ grand ～

佐伯市 宇目緑豊小学校 ２月10日 グループUNO

会　　場　　名 開催日 事　　業　　名 主催者
大分県立美術館 ３月８日 第43回九州創光写真展 九州創光写真協会

大分県立美術館 ３月15日 国展（絵画部）新大分作家展（第１回） 国展新大分作家展
（国展大分作家展より改称）

豊泉荘（別府市） ３月20日 第69回歌帖社全国短歌大会 歌帖社

日時未定分

市町村 会場名 開催日 主催者

大分市 聾学校 大分県現代箏曲研究会

別府市 鶴見小学校 管楽器プレイヤーズ大分

中津市 耶馬渓中学校 ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

中津市 和田小学校 大分県人形劇サークル協議会

佐伯市 渡町台小学校 大分県人形劇サークル協議会
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　第23回県民芸術文化祭が、「心をつなぐアートの力」をテーマに開催されています。
　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。12月までに開催される行事が対象です。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

令和２（2020）年度
・文部科学大臣表彰　地域文化功労者
　　淡窓伝光霊流日本詩道会

まことにおめでとうございます。

  会 員 の 受 彰 （賞）者 紹 介 （※第 150 号不掲載分）

市町村 会場名 開催日 主催者
竹田市 白丹小学校 華道家元池坊大分支部

杵築市 山香小学校 ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

豊後大野市 三重東小学校 大分クラリネットアンサンブル

国東市 小原小学校 大分県人形劇サークル協議会

国東市 国見中学校（みんなんかん） 管楽器プレイヤーズ大分

日出町 豊岡小学校 ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

１　芸術文化活動継続緊急支援事業費補助金について
　コロナ禍により中止・延期した公演等について、今後も活動を継続できるよう、キャンセル費用
を大分県が補助する制度です。
対象期間
　○ ５月５日以前に開催を決め、５月６日～６月13日の間に中止・延期を決定したもので、５月６

日から７月13日の間に開催する予定であった公演等
　○ ８月16日以前に開催を決め、８月17日～９月12日の間に中止・延期を決定したもので、８月17

日から10月12日の間に開催する予定であった公演等
　○ ９月12日以前に開催を決め、９月13日～９月26日の間に中止・延期を決定したもので、９月13

日から10月26日の間に開催する予定であった公演等
補助率
　○ 10/10（上限300万円/１公演）
※本事業の詳細は、県及び芸振のHPに掲載
※問合せ窓口
　大分県企画振興部芸術文化スポーツ振興課（担当：宮添、石垣）
　TEL 097-506-2054　Mail：a10980@pref.oita.lg.jp
　　　
２　iichikoグランシアタ及びiichiko音の泉ホール休館のお知らせ
　天井の耐震改修工事のため、令和５年４月１日～令和６年５月頃まで、上記両ホールを休館しま
す。４階の会議室、１階アトリウム、地下１階の練習室等及び地下駐車場は通常通り営業。

  県からの情報



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/

◎HPについてのご案内
　昨年度リニューアルしたホームページのトップページ「会員について」の中で、会員
の皆様へのお知らせ事項を掲載していますのでご覧下さい。

◎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（様
式任意。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。

◎今年度の文化を語る夕べについて
　新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた上で、11月初旬に開催する理事会で開催の
是非について検討した結果を会員の皆様にお知らせいたします。

◎県立美術館の企画展のチケット販売について
　「相田みつを全貌展」が11月26日から開催されます。芸振が前売り券を取り扱ってお
り、１割の手数料が貴重な収入財源となっています。本機関紙と一緒にチラシ、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について（お礼）
　団体会員の大分県美術協会（写真部会、書道部会、日洋彫工部会）、大分創元会、大
分二期会、大分県民謡研究会萬謡會、大分交響楽団、グループUNOの皆様、並びに賛助
会員の㈱別大興産様から沢山の招待券をご寄贈いただきました。早速、賛助会員や文化
年鑑への広告掲載で芸振にご協力をいただいている方々に送らせていただきました。ご
寄贈、誠に有り難うございました。

お 知 ら せ

（個人会員）
　　・安野　心粋　・河野　太持　・池田　皓樹　・秋月　淳司　・佐藤　陽菜　・磯野　蘭夢　
　　・岩矢　紗季　・三輪　有沙

  新入会正会員紹介

（団体会員）　　・鶴田恵子箏曲奏絃会
（個人会員）　　・花柳　琴三紗

以上の皆様、これまでご協力有り難うございました。

 退会


