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平成29年度通常総会を開催しました。

平成29年６月22日（木）ホルトホール大分　大会議室

↑芸振文化キャラバン
　平成29年６月１日（木）
　豊後高田市立臼野小学校
　（長唄さくら会）

↑芸振文化キャラバン　平成29年７月１日（土）
　臼杵市立野津中学校（おおいた洋舞連盟）

芸振文化キャラバン　→
平成29年７月８日（土）
佐伯市立直川中学校
（大分市民合唱団ウイ
　ステリア・コール）
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 平成29年度

　芸振の平成29年度総会を、今年はホルトホール大分の大会議室で開催しました。戸口理事長の挨
拶の後、大分県企画振興部長の廣瀬祐宏様からご祝辞をいただきました。総会の成立要件（正会員
の１/２以上の出席）の確認では、正会員数265名（団体153、個人112）に対して出席者数199名（実
出席112、書面出席87）で、成立していることを確認し開会しました。多くの会員の皆様にご出席
いただき誠に有り難うございました。
　最初に議長として書道芸術院九州支局事務局長の児玉元治氏が、また議事録署名人として理事長
のほか、大分県美術協会の日名子金一郎氏と大分県民謡連盟の園田弥生さんが選出されました。
　議事に入り、第１号議案「平成28年度事業報告」と第２号議案「同決算報告及び監査報告」が一
括審議となり、資料に沿って説明を行いました。昨年５月18日に「芸振加盟の地域文化団体との情
報交換会」を実施し、13団体中９団体が参加し、芸振の現況報告に続き各団体の活動報告のあと地
域文化団体が抱えている課題等について意見交換を行いました。「文化を語る夕べ」は、昨年の12
月14日に235名が出席、大分オアシスタワーホテルで開催しました。ルミエールフルートアンサン
ブルのウエルカムコンサートで始まり、芸振講話に代えて海外派遣研修報告として平成25年度にス
イスで学んだ田島安有美さん、平成27年度にイギリスで学んだ小村朋代さんがオペラを披露しまし
た。文化キャラバンは、昨年度も県において国の委託事業を受け入れたことから、小中学校を中心
に52会場で実施し、１万人以上の子どもたちが鑑賞しました。事務局を担当した大分県民芸術文化
祭は、232行事、参加者７万３千人、観覧者23万３千人となりました。国民文化祭については、フィ
ナーレステージを芸振理事長を会長とする実行委員会で実施することとなり、昨年度はその下準備
のための情報収集や台本・演出をお願いする日本舞踊家の藤間蘭黄氏や音楽を担当する大島みちる
氏との折衝を行いました。芸振文化事業は検討しましたが実施出来ませんでした。海外派遣研修事
業については、おおいた洋舞連盟の推薦により、佐藤香名さんがバレエの基礎の見直しとレッスン
の流れや表現方法の研究をテーマに、イギリスロンドンに研修に行きました。団体会員の補助事業
は41団体に対し、総額1,542千円を交付しました。このほか、演奏者等紹介事業、文化年鑑、機関
紙の発行、HPの更新などの事業を行いました。経常収益については、自主事業を実施しなかった
ことから、一昨年度よりかなり減収となり合計で15,512千円となりました。経常費用は一昨年度よ
り3,391千円減少しましたが、固定費の増加や国民文化祭の準備費用の発生などにより経常収支が
マイナスとなり、最終的に284千円の赤字を計上しました。なお昨年度の総会で未収金を雑損失に
計上したことについて会員から苦言を呈されましたので、昨年度は未収金が極力発生しないよう会
費の請求を前倒しするとともに、年度内納入に力をいれた結果、大幅な改善を図ることができまし
た。この取組を今後とも続けてまいりたいと考えています。第３号議案「平成29年度事業計画」と
第４号議案「同予算書」は同じように一括審議とされました。事業については、文化を語る夕べ、
文化キャラバン、県民芸術文化祭事務局機能、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、海外派遣研修事業などを行うとともに、団体への補助事業については総額で1,780千円を計
上することとしました。このほか、文化年鑑、機関紙、HPの更新等は例年通りすることとしまし
た。また、以前から要望が出ていた名称変更に関するアンケートのほか、今後の団体会員の現状と
芸振へのご意見に関するアンケートを実施することとしました。なお、今年の事業の中に国民文化

会 告総 報
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祭のプレイベントに関する議案が提案されていないのはどうしてか、とのご意見があり、芸振の直
接の事業ではないからと回答しましたが、国民文化祭を芸振として支え、参加される団体会員の皆
様を激励するためにも緊急動議ととらえ追加議案として処理すべきであったと、事務局として大い
に反省しています。第５号議案では、昨年NPO法が改正され、貸借対照表を毎年公告することが
義務づけられたため、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
としました。以上、提案した６議案はすべて承認をいただき総会は無事終了しました。総会終了後
は、同じ階のホルトガーデンで約80名が出席し交流会が開催され、なごやかに歓談が行われました。

◇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

西本皆文堂ビル 10月１日
～ 11月19日

しらしんけんチャレンジ第22回大分県小中
学生書道チャンピオン大会予選大会

NPO法人大分県書写 
書道指導者連合会

別府市内各所 10月28日
～ 12月24日 西野　達 in BEPPU 混浴温泉世界実行委員会

別府市内各所、トキハ別府
店の一部、JR別府駅構内、
公民館　他

11月１日
～ 12月３日 ベップ・アート・マンス2017 混浴温泉世界実行委員会

アートプラザ 11月７日
～ 11月12日 第20回大分県水墨画協会総合展 大分県水墨画協会

大分県立美術館 11月17日
～１月21日

20世紀の総合芸術家　イサム・ノグチ
－彫刻から身体、庭へ－

（公財）大分県芸術文化 
スポーツ振興財団

富士屋Gallery 一也百ホー
ル 11月23日 劇団天地第19回公演「エレクトラ」 劇団天地

アストくにさき　くにさき
総合文化センター 11月28日 第11回大分県中学校総合文化祭　国東大会 大分県中学校文化連盟

iichiko音の泉ホール 12月15日 室内楽おおいた～ grand ～第７回定期演奏
会 室内楽おおいた～ grand ～

姫島中央公民館・ 
武蔵中央公民館

１月４日
～１月５日 第12回国東半島書き初め大会 国東半島あいルネサンス連盟

大分県立総合体育館 １月13日 しらしんけんチャレンジ第22回大分県小中
学生書道チャンピオン大会決勝大会

NPO法人大分県書写 
書道指導者連合会

平和市民公園能楽堂 １月14日 篠笛奏者・佐藤和哉　チャリティ　ニュー
イヤーコンサート 国際ソロプチミスト大分－みどり

宇佐市文化会館ウサノピア １月28日 第17回豊の国ブラスフェスティバル 大分県吹奏楽連盟

コンパルホール １月28日 大分県合唱講習会 大分県合唱連盟

iichikoグランシアタ ２月11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

iichikoグランシアタ ２月15日 第43回日本フィル in kyusyu 日本フィル大分公演実行委員会

エイトピアおおの ２月18日 第20回大分県民謡大賞（大分県民謡コン
クール大会） 大分県民謡連盟

武蔵中央公民館 ２月18日 むさしカルティバル2018 武蔵町文化協会

大分県立美術館 ２月22日
～２月25日

しらしんけんチャレンジ第22回大分県小中
学生書道チャンピオン大会作品展

NPO法人大分県書写 
書道指導者連合会

iichiko音の泉ホール ３月11日 第２回　OITA BROADWAY　MUSICAL 
THEATER

（公財）大分県芸術文化スポーツ振
興財団

大分県立美術館 ３月13日
～３月18日 第39回九州国画写真展 九州国画会写真部

別府市豊泉荘 ３月18日 第65回歌帖社全国短歌大会 歌帖社

これから実施される芸術文化行事10月〜３月
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◇芸振文化キャラバン

会　　場　　名 開催日 主催者

玖珠町立塚脇小学校 10月３日 大分県三曲協会

豊後大野市立大野中学校 10月11日 室内楽おおいた～ grand ～

国東市立国東小学校 10月13日 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

九重町立南山田小学校 10月17日 大分県三曲協会

日田市立小野小学校 10月26日 大分県人形劇サークル協議会

大分市立三佐小学校 10月27日 ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

日出町立豊岡小学校 10月27日 アンサンブル「みどりのそよ風」

別府市立鶴見小学校 10月28日 スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ

姫島村立姫島小学校 10月28日 グループＵＮＯ

大分市立判田小学校 10月29日 大分県庁職員吹奏楽団

豊後大野市立朝地小学校 10月30日 大分県人形劇サークル協議会

豊後高田市立桂陽小学校 10月31日 管楽器プレイヤーズ大分

大分市立滝尾小学校 11月２日 大分県人形劇サークル協議会

大分市立野津原西部小学校 11月２日 大分二期会

大分県立臼杵支援学校 11月２日 管楽器プレイヤーズ大分

大分市立佐賀関小学校 11月８日 ルミエールフルートアンサンブル

由布市立川西小学校 11月８日 大分県人形劇サークル協議会

国東市立安岐中央小学校 11月11日 大分県庁職員吹奏楽団

大分市立下郡小学校 11月13日 大分県人形劇サークル協議会

杵築市立杵築小学校 11月16日 管楽器プレイヤーズ大分

大分市立野津原東部小学校 11月18日 大分県人形劇サークル協議会

大分市立小佐井小学校 11月21日 室内楽おおいた～ grand ～

大分市立こうざき小学校 11月22日 ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

大分市立神崎中学校 11月23日 スウィング・エコーズ・ジャズ・オーケストラ

中津市立山移小学校 12月９日 Oita Musik Akademie

杵築市文化体育館 ２月２日　　
　～２月４日 大分県美術協会書道部会
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継承と創造、そして飛躍の予感 第19回大分県民芸術文化祭

　今回は平成30年の第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
へ向けてのプレイベントです。開幕行事として１年前イベントが開催されるなど、来年の国民文化
祭へつながる主催共催36行事のほか、130余りの参加行事（９.13現在）が各地で開催されます。

開幕行事　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
　　　　　１年前イベントステージ事業
　10月１日（日）11:00 ～ 14:00　 芸術文化ゾーン歩行者天国　
　県内芸術文化団体による伝統芸能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
ントをiichiko総合文化センター・大分県立美術館一帯の芸術文化ゾーンで開催されます。

閉幕行事　大分ふるさと第九 in 臼杵　アトリエ弾
　11月26日（日）13:30開場　14:00 ～ 16:00
　臼杵市民会館 大ホール
　入場料　大人2,000円　学生1,000円　

県美展　第53回大分県美術展　大分県美術協会
　書　道　展　H29.10.１（日）～10.８（日）
　写　真　展　H29.10.10（火）～10.15（日）　大分県立美術館
　日洋彫工展　H29.10.17（火）～10.22（日） 

研修会事業
　参加料無料。いずれも申込みが必要です。受付中。

体験講座
「茶の湯文化にふれる」

10月８日（日）
10:00受付　10:30～14:30
平和市民公園能楽堂

指導　表千家同門会
　　　大分県支部

深田博治 
狂言ワークショップ
「柿山伏」

11月５日（日）
13:00受付　13:30～15:00
iichiko県民ギャラリー
講師　深田博治ほか

畑澤聖悟
戯曲ワークショップ
11月18日（土）・19日（日）
両日とも13:00～17:00
ホルトホール大分２F

講師　畑澤聖悟

■ ９月から12月の期間中に開催の芸術文化行事で、まだ参加行事にお申し込みでない団体はご参加
をお待ちしています。（申込期限11月末日）

　詳細は、県民芸術文化祭ホームページ、県民芸術文化祭総合プログラムをご覧ください。

 ● 平成29年度県民芸術文化祭の主要行事について
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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・文化祭おおいた大会
フィナーレステージの進捗状況について

　フィナーレステージについては、平成29年４月、団体参加意向調査を受け、進捗状況を団体会員
のみなさんにお知らせしましたが、今回はその後の取り組みを合わせてご報告します。
　日本の伝統を守りながら、世界へ向けた創作活動で活躍されている藤間闌黄氏が８月にフィナー
レステージ「大分の山々巡行」の取材のため、来県されました。国民文化祭局へご案内、山や海な
ど“大分”の自然や空気に触れていただくことができました。
　これから台本、音楽、振付などを経て、来年４月には会員の皆さんへの作品のご披露を予定して
います。今後のお知らせをお待ちください。

◯フィナーレステージ「大分の山々巡行」
　［開催日時］  平成30年11月25日（日）午後　iichiko総合文化センター
　　　　　　　　フィナーレ・閉会式
　　　　　　　　　・フィナーレステージ「大分の山々巡行」
　　　　　　　　　・式典　・新潟県ステージ　・グランドフィナーレ
　［内容］ 芸振会員をはじめとした大分の芸術文化団体が力を合わせて創り上げる舞台。はるか

二千年の昔、亡国の危機に瀕した日本で行われたという「天照大神の御杖代ご巡幸」（日
本書記）に題材を得て、大分の山々を巡行しながら天下安穏、国土安泰を寿ぎ祈り、ふ
るさとの豊かな自然と歴史への感謝の思いと畏敬の念を表現する。

　［台本・演出・振付］  日本舞踊家　藤間蘭黄氏　
　［音楽］  大島ミチル氏に作曲を依頼。（オーケストラ録音を基本）
　［参加団体］  大分県芸術文化振興会議会員ほか、
　　　　　　　　県内で芸術文化活動を行う団体（障がい者団体含む）など
　［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
　　　　　　　  平成29年３月30日　第１回実行委員会の開催（実行委員会の立上げ）
　　　　　　　  平成29年９月22日　第２回実行委員会の開催

委員名簿

職名 氏　名 部門並びに団体名等
会　長 戸口　勝司 大分県芸術文化振興会議理事長
副会長 藤間　次登 　同　副理事長
副会長（舞台制作担当） 佐藤　朱音 　同　顧問
委　員 花柳笹良志 日本舞踊（大分県日本舞踊連盟）
委　員 花柳琴三紗 日本舞踊（大分県日本舞踊連盟）
委　員 柴田　　束 民踊（大分県民踊連盟）
委　員 伊坂　晴美 民踊（大分県民踊連盟）
委　員 後藤　智江 洋舞踊（おおいた洋舞連盟）
委　員 佐藤利英子 洋舞踊（おおいた洋舞連盟）
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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

29.５.13 くすまち演劇研究会 演劇 帆足　隆哉 竹内　妙子 〒879-4414
玖珠郡玖珠町大字帆足151

29.５.26 大分県照明・音響・舞台事
業者協同組合 総合 山本　伸行 〒870-0006　大分市王子中町10-22

（株）テイクファイブ内

29.６.23 プリマクラッセバレエスタ
ジオ 舞踊 太田　　瞳 太田　　瞳 〒870-0829

大分市椎迫4-1-3

（個人会員）
　　・佐藤　孝司（晴峯）　・阿部　尚子

  新入会正会員紹介

　旭日双光章
　　大分県日本舞踊連盟顧問、大分県芸術文化振興会議副理事長　藤間　次登
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本名：恒川　睦子）
　　おおいた洋舞連盟顧問、笠木啓子バレエ研修所主宰　　　　　笠木　啓子
　　　　誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。

  会員の受章者（平成29年春の叙勲）紹介

（団体会員）　・Oita Sound Creater協会

（個人会員）　・豊田　寛三　・野中　正敏

  退　　会

　前号以降、芸振の活動にご賛同を賜り、下記団体の皆様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）北斗園、（株）別大興産、シャインホテルくす

（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。



特定非営利活動法人  大分県芸術文化振興会議
〒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29年度の会費をまだ納めていない方（個人・団体）は、至急納付してください。
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。

◎推奨品（島原そうめん等）の斡旋について
　冬期の商品では、これまで「ちゃんぽん・皿うどんの詰め合わせ」が人気でした。今
年から新たに『鯛だし入りうどん「鯛の奏で」』が加わりました。鯛だしがとてもおいし
いと評判です。下記事務局までお問い合わせのうえ、是非ご注文ください。
　なお、現在、県産品の中から「JAフーズの大分県産飲料」と「おおいた冠地どりのセッ
ト」を年末のお歳暮に間に合うよう検討しています。もうしばらくお待ちください。

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

◎「文化を語る夕べ」について
　開催日時：平成29年12月13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30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、平成29年12月15日（金）までに事務局に必要書類を提
出してください。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。
　1 芸振補助金　2 海外派遣研修事業　3 文化キャラバン　4 演奏者等紹介事業

◎県立美術館の企画展のチケット販売について
　　「20世紀の総合芸術家　イサム・ノグチ」展（11月17日（金）～１月21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 800円（当日1,000円）、大学・高校生300円（当日500円）
　　中学生以下無料

お 知 ら せ


