
特定非営利活動法人 大分県芸術文化振興会議
通巻第144号　2018（平成30）年５月１日発行

第19回大分県民芸術文化祭

開幕行事　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
　　　　　おおいた大茶会１年前イベント
　平成30年10月６日（土）から11月25日（日）に開催する国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の
機運醸成を図るため、１年前イベントとして県内芸術文化団体による伝統芸能の披露やアーティス
トによるパフォーマンス披露など各種イベントが開催されました。
《ステージ事業》
　開 催 日　平成29年10月１日（日）10：50 ～ 14：10
　会　　場　芸術文化ゾーン（歩行者天国）
《展示事業》
　開催期間　平成29年10月１日（日）～ 12月５日（火）
　会　　場　�大分県立美術館、iichiko総合文化センター、

商店街
　観 客 数　約45,000人

閉幕行事　大分ふるさと第九 in 臼杵
　開 催 日　平成29年11月26日
　会　　場　臼杵市民会館　大ホール
　主 催 者　�アトリエ弾、大分県民芸術文化祭実

行委員会
　アトリエ弾の企画により、臼杵市初となる第九
の演奏会を閉幕行事として開催しました。夏の暑
さ、台風等に見舞われた約半年の練習を経て、合

唱110名、オーケストラ76名、指揮、ソリスト５名が出演し、大ホール満席の観客に応え素晴らし
い演奏会となりました。
　その他、第19回県民芸術文化祭の詳細は実行委員会発行の記録集をご覧下さい。

12月13日「文化を語る夕べ」

　大分オアシスタワーホテル「孔雀の間」で、広瀬知事
をはじめ多くのご来賓、会員をあわせ総勢210名の方々が
参加し、盛大に開催されました。恒例のウエルカムコン
サートでは、都山流尺八大分県支部の皆さんによる尺八
の演奏を、また、海外派遣研修報告では、今年度の海外
派遣研修でドイツ・ミュンヘンに声楽を学んだ首藤玲奈
さんに歌曲を披露していただき、その後和やかに歓談が
行われました。
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平成29年度の芸振活動
（会議・事業から）

29年  

  6月  7日� 三役会�

  6月  1日� 臼野小学校　長唄さくら会

  6月  3日� 東小学校　大分県児童文化研究会

  6月  8日� 大田小学校　大分県人形劇サークル協議会

  6月10日� 長峰小学校　グループUNO

  6月13日� 理事会�

  6月15日� 秣小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

  6月20日� 小原小学校　グループUNO

  6月22日� 総会�

  6月27日� 下堅田小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

  6月30日� 院内北部小学校　合唱団“藍”

  7月  1日� 野津中学校　おおいた洋舞連盟

  7月  1日� 堅徳小学校　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

  7月  2日� 耶馬溪中学校　大分二期会

  7月  7日� 大分県立病院　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

  7月  8日� 直川中学校　大分市民合唱団ウイステリア・コール

  7月  8日� 横山小学校　おおいたオペラカンパニー

  7月11日� 佐伯市八幡地区公民館　グループUNO

  7月18日� 咸宜小学校　グループUNO

  7月19日� 宇目緑豊中学校　ルミエールフルートアンサンブル

  9月  6日� 三役会�

  9月21日� コンパルホール　おおいたオペラカンパニー

10月  3日� 塚脇小学校　大分県三曲協会

10月  4日� 理事会�

10月11日� 大野中学校　室内楽おおいた～grand～

10月13日� 国東小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

10月17日� 南山田小学校　大分県三曲協会

10月19日� 評議員会�

10月26日� 小野小学校　大分県人形劇サークル協議会

10月27日� 三佐小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

10月27日� 豊岡小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」

6月15日
ピアノ演奏グループ「O’未来」

7月1日
別府溝部学園短期大学バンドベルリンガーズ

7月18日
グループUNO

10月3日
大分県三曲協会

10月13日
洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

10月27日
アンサンブル「みどりのそよ風」
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10月28日� 鶴見小学校　スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ

10月28日� 姫島小学校　グループUNO

10月31日� 桂陽小学校　管楽器プレイヤーズ大分

11月  2日� 滝尾小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月  2日� 野津原西部小学校　大分二期会

11月  2日� 大分県立臼杵支援学校　管楽器プレイヤーズ大分

11月  7日� 朝地小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月  8日� 三役会�

11月  8日� 佐賀関小学校　ルミエールフルートアンサンブル

11月  8日� 川西小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月10日� 日出小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月11日� 安岐中央小学校　大分県庁職員吹奏楽団

11月13日� 明野東小学校　能を楽しむ会

11月13日� 下郡小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月16日� 杵築小学校　管楽器プレイヤーズ大分

11月18日� 野津原東部小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月21日� 小佐井小学校　室内楽おおいた～grand～

11月22日� こうざき小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

11月23日� 神崎中学校　スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ

11月28日� 渡町台小学校　大分県人形劇サークル協議会

12月  6日� 役員会（理事会）�

12月  9日� 山移小学校　Oita�Musik�Akademie

12月13日� 文化を語る夕べ�

30年  

  1月17日� 役員会（理事会）�

  2月2日～2月4日� 杵築市文化体育館　大分県美術協会書道部会

  3月  7日� 三役会�

  3月13日� 評議員会�

  3月19日� 三役会�

  3月28日� 役員会（理事会）�

10月28日
スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ

11月2日
大分二期会

11月2日
管楽器プレイヤーズ大分

11月8日
ルミエールフルートアンサンブル

11月10日
大分県人形劇サークル協議会

11月21日
室内楽おおいた～grand～
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 平成30年４月～９月までの芸術文化行事（芸振事務局把握分）

会　場　名 実 施 日 事　　業　　名 主　　催　　者

アートプラザ ４月１日㈰
～４月15日㈰

ARTPLAZA　親子で楽しむ春の連続
ワークショップ アートプラザ共同事業体

iichiko
音の泉ホール ４月20日㈮ スプリングコンサート アンサンブルK＆K

朝倉文夫記念
文化ホール

４月28日㈯
～５月20日㈰

椿窯　佐藤珠幸　陶展
～25年をむかえ～ 豊後大野市朝倉文夫記念館

アートプラザ ４月１日㈰
～５月31日㈭ ARTPLAZA　磯崎新パネル展 アートプラザ共同事業体

別府市公会堂 ４月30日㈪ 菊水秀芳十七回忌追善
秀絃会八十周年記念　地歌・箏曲演奏会 秀絃会

iichiko
音の泉ホール ５月２日㈬ 中島利恵＆木下文葉　

Piano�Duo�Recital 葉っぱの会

J:COM
ホルトホール大分 ５月５日㈯ 第９回おおいた新人演奏会 大分県音楽協会

J:COM
ホルトホール大分 ５月12日㈯ 第六十六回大分県短歌大会 大分県歌人クラブ

iichiko
グランシアタ ５月13日㈰ 大分交響楽団2018ファミリーコンサート 大分交響楽団

大分県立美術館 ５月15日㈫
～５月20日㈰ 2018春季大分県美術展・写真展 大分県美術協会写真部会

コンパルホール ５月20日㈰ 大分県音楽団体協議会定期演奏会
「いろいろな音を楽しむ会」　 大分県音楽団体協議会

大分県立
総合体育館

５月20日㈰
～８月５日㈰

全国小中学生書道チャンピオン大会
しらしんけんチャレンジ第23回大分県小中学生
書道チャンピオン大会予選大会・決勝大会

NPO法人
大分県書写書道指導者連合会

大分県立美術館 ５月22日㈫
～５月27日㈰ 2018年春季大分県美術展 大分県美術協会日洋彫工部会

iichiko
音の泉ホール ５月27日㈰ 大分チェンバーオーケストラ

第13回演奏会 大分チェンバーオーケストラ

大分県立美術館 ５月29日㈫�
～６月３日㈰ 2018春季県美展書道展 大分県美術協会書道部会

ホルトホール大分 ６月３日㈰ アンサンブルOITA第18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11日㈪�
～６月17日㈰ 行動大分作家展 行動大分作家協会

アートプラザ ６月12日㈫�
～６月17日㈰ 第34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15日㈮ 歌曲の会　第23回演奏会

～花鳥風月＝自然～ 歌曲の会

平和市民公園
能楽堂 ６月17日㈰ 茶の湯文化にふれる市民講座　

日本文化と茶懐石
一般社団法人�
表千家同門会大分県支部

大分県立美術館 ６月19日㈫�
～６月24日㈰

第７回新進気鋭の書作家　
大分の若い風展 大分の若い風展

iichiko
音の泉ホール ６月23日㈯ ３人によるメモリアルコンサート おおいたオペラカンパニー

iichiko
音の泉ホール ６月23日㈯ 「３人会」Recital おおいたオペラカンパニー

津久見市民会館 ６月24日㈰ 「川野夏美20周年・ふるさとコンサートin
津久見」～災害復興から歌声で元気を～ 津久見観劇会

iichiko
音の泉ホール ６月29日㈮ ピアノ演奏グループ「О’未来」

第31回定期演奏会
ピアノ演奏グループ�
「未来」大分県支部

iichiko
音の泉ホール ６月９日㈯ 伊勢戸康弘ピアノリサイタル 翼の会

iichiko
グランシアタ ７月１日㈰ 大分市民合唱団ウイステリア・コール

第66回定期演奏会
大分市民合唱団�
ウイステリア・コール

平和市民公園
能楽堂 ７月15日㈰ 第46回都山流尺八演奏会 都山流大分県支部

iichiko
音の泉ホール ７月15日㈰ 第42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
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会　場　名 実 施 日 事　　業　　名 主　　催　　者
未定
（大分市内屋外） ７月16日㈪ 第９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

iichiko
音の泉ホール ７月20日㈮ 平山麻美ピアノリサイタル Bellina�Musica

（ベッリーナ・ムジカ）

大分県立美術館 ７月下旬 大分二紀展2018 一般社団法人二紀会大分支部

大分市、佐伯市
（予定） ７月 第22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

トップス　
ビッツ　ホール

８月中旬
～下旬 創作舞踊研究会　第32回公演 創作舞踊研究会

玖珠
メルサンホール ８月19日㈰ 第31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21日㈫
～８月26日㈰ ’18（第49回）大分自由美術展 大分自由美術

大分県立美術館 ８月21日㈫
～８月26日㈰ 第49回大分平和美術展 大分県文化団体連絡協議会

平和市民公園
能楽堂 ８月25日㈯ 能楽堂Ars.Schora�vol.17

「小野リサ＆DOS�ORIENTALES」コンサート 平和市民公園能楽堂

大分県立美術館 ９月４日㈫
～９月23日㈰ 第54回大分県美術展 大分県美術協会

県民芸術文化祭実行委員会
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

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

平和市民公園
能楽堂 ９月16日㈰ 民謡フェスタ2018（第51回） 大分県民謡研究会萬謡會

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

B-con�Plaza
フィルハーモニアホール ９月24日㈪ 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
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

　第20回大分県民芸術文化祭は、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
祭に拡大して開催されます。
　なお、第54回大分県美術展は、開催時期の関係で第20回大分県民芸術文化祭として開催されま
す。参加行事は通常通り募集します。

第54回大分県美術展
日時：平成30年９月４日～ 23日　大分県立美術館

参加行事募集
　県民芸術文化祭実行委員会では、平成30年４月１日～ 12月31日に県内で開催される芸術文化行
事を対象に参加行事を募集しています。（募集期間：３月１日～ 11月23日）�
　今回は、第33回国民文化祭・おおいた2018　第18回全国障害者芸術・文化祭のプレイベント
（４/１～ 10/５）又は応援事業（10/６～ 12/31）となります。多くの行事参加をお待ちしています。

「おおいた大茶会とともに」第20回大分県民芸術文化祭
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　昨年、５月１日付けで加盟団体の皆様にご協力を頂き、実施したアンケート調査の結果を取りま
とめましたので報告します。

大項目 中項目 小項目 件数 （%）
回答団体数 111 100

加盟団体の現状

後継者の有無
後継者がいない 26 23
後継者を育成中 67 60
後継者がいる 18 16

会員数の増減
減少 58 52
増減なし 38 34
増加 15 14

抱えている悩み、問題点がある 67 60

加盟団体の活動記
録・資料について

整理保存状況
整理保存されている 58 52
今後整理する予定 35 32
整理できない 15 14

芸振で整理保存する
資料を提供する 65 59
提供できない 36 32

芸振に加盟してい
る理由

県立文化施設の割引利用ができる 45 41
文化キャラバンに参加できる 30 27
伝統文化を後世に継承したいから 37 33
本県芸術文化の振興に貢献したい 86 77
交流の場があるから 45 41
いろいろな情報が入るから 48 43
NPO法人としての活動を期待している 22 20
加盟団体への支援を期待している 45 41
その他 7 6

県立美術館・iichiko�総合文化センターへのご意見（※） 33 30
回答団体数 104 100

芸振の今後の活動
について

望ましい自主事業

芸振総合フェスティバル 67 64
大分出身著名人講演会 43 41
大分出身者の寄席 18 17
能・狂言 14 13
コンサート 26 25
美術作品展覧会 36 35
その他 11 11

望ましい公益事業

展覧会 17 16
講演会 19 18
コンサート 33 32
その他 19 18

※�「県立美術館・iichiko総合文化センターへのご意見」のうち、県立美術館に対しては、安全な展
示作業、駐車場の利用割引、雨天時の搬入搬出対策等について、またiichiko総合文化センターに
対しては、会場予約の受付開始日、施設利用料の割引率の引き上げ、駐車場の利用割引等につ
いて、昨年12月18日に㈶大分県芸術文化スポーツ振興財団を理事長、副理事長、理事２名が訪問
し、要望活動を行いました。
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（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

29.12.4 大分県書道教育研究会 美術 加藤　寒月 安倍　双峰 〒874-0023　大分市千代町4-1-6

（個人会員）
　　・加藤　寒月　　・天津　洋子　　・八坂　俊明　　・原尻さちこ　　・手島　武雄

  新　入　会　正　会　員　紹　介

・文部科学大臣表彰　地域文化功労者
　　大分県音楽協会
・大分県功労者表彰　学術文化振興
　　日名子金一郎（大分県美術協会長、芸振参与）
　　後藤　智江（おおいた洋舞連盟会長、後藤智江モダンダンス・スタジオ主宰、芸振理事）
　　淡窓伝光霊流日本詩道会
　　一般社団法人表千家同門会大分県支部
　　九重町民劇場
・大分合同新聞文化賞　芸術文化
　　藤間　次登（大分県日本舞踊連盟顧問、芸振副理事長）
　　笠木　啓子（おおいた洋舞連盟顧問、笠木バレエ研究所主宰）

  会 員 の 受 彰 （賞）者 紹 介

（団体会員）　・ドルチェペーラ　・大分県日本画協会
（個人会員）　・宮吉　寛

  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

・全国共済農業協同組合連合会大分県本部　・三和酒類株式会社
（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。

◎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。

お 知 ら せ
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◎平成29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。

◎平成30年度通常総会について
　６月13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
　今夏は、「島原そうめん」を２種類に限定して斡旋販売することとしました。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１商品につき600円～ 700円の
手数料が入ります。まとめてご注文いただければ団体の活動収入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
　第４回日展大分展の前売り券販売にご協力いただき有り難うございました。
　なお、今年度は国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭期間中に、東京国立博物館や京都国立
近代美術館の国宝等を含む名品展が開催されます。またその時期に前売り券を取り扱いますの
で、お買い求めの際は是非芸振をご利用ください。

◎12月の「文化を語る夕べ」のウエルカムコンサートの出演希望について
　今年のウエルカムコンサートに出演を希望する団体は、事務局まで連絡ください。

◎芸振事務局の休業日について
　４月から、iichiko総合文化センター休館日の第２、第４月曜日は、芸振事務局もお休みにな
りましたので、お知らせいたします。�
　芸振事務局休業日：日曜日・祝祭日・第２、第４月曜日、年末年始（12/29 ～１/３）


