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平成28年度通常総会を開催しました。

（平成28年６月15日（水）ホルトホール大分302、303会議室にて　新役員紹介の場面）

↑芸振文化キャラバン
　平成28年７月２日（土）
　佐伯市立蒲江小学校
　（おおいたオペラカンパニー）

↑芸振文化キャラバン　平成28年６月11日（土）
　宇佐市立長峰小学校（大分県庁職員吹奏楽団）

芸振文化キャラバン　→　
平成28年６月20日（月）
中津市立三郷小学校
（大分県番傘川柳連合会）
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　６月の総会で渡辺恭英先生の後任として理事長に就任いたしました。どうかよろしくお願いいた
します。芸振は一昨年50周年、そして昨年NPO法人化10周年という節目の時を迎え、無事に祝い
の事業を終えることが出来ました。それも会員の皆様の団結と活力によるものと心より感謝申し上
げます。
　さて、芸振はNPO法人化をして10年が過ぎましたが、まだまだ充分に一人歩き出来る状態とは
いえません。各団体の会員は高齢化がすすみ次へのバトンを渡すべく努力をしていますが、若手の
指導者が数少なく後継者づくりに苦労をしております。また一人ひとりの会員が芸振の会員として
の意識の高まりが少なく、積極的に運動をすすめる一員となり得ていません。さらに現在芸振の財
政面は伸び悩んでおり、充分な活動も出来ない状態でもあります。
　日本の社会全体も経済の発展は足踏み状態であり、災害も起こるという不安状況が増しつつあり
ます。これらマイナス面は数多くありますがそのような時こそ、文化や芸術が人々に活力を与える
ものと信じております。
　そのような中で、２年後に２回目の国民文化祭が大分で開かれます。この大きなイベントを機に
大分の芸術文化団体が若手の新しいエネルギーを生み出させ、新しい活力の芽を育んでいくチャン
スととらえたいと思います。若者には常にワクに捕われない新しい発想があります。これからは思
い切った改革が随所に必要になると思います。
　理事会も６人の新しい理事さんを迎え、少しづつ若返りの方向性を持ちました。理事一人ひと
りが何をすべきか、何が出来るか考え、積極的に実行に移していく体制を整えたいと考えます。
NPO法人としての芸振が持つ力をフルに発揮させ手をとりあっていきましょう。150余の団体と個
人が本気になって活動を県民の中に広げていき、県民の生活の中に喜びを与える文化や芸術の営み
が出来たらと思います。楽天的に創造的に共にがんばりましょう。
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● 略　歴
1940年（昭和15年）大分県日出町に生まれる
1965年（昭和40年）大分大学学芸学部卒業

県立蒲江高校国語科教諭。その後、佐伯鶴城、
森、芸短附属緑丘、山香農業高校に勤務

1991年（平成３年）「大分の書を求める豊墨会」発会、事務局長就任
以後平成26年の最終回まで24年間大分県の書道界
の中核として牽引力となる

2000年（平成12年）大分県美術展書道大賞受賞、第１回個展（アート
プラザ）、「書と文化と生活と」出版

2001年（平成13年）山香農業高校退職、県書写書道指導者連合会会
長・県美術協会書道部会事務局長就任

2003年（平成15年）県美術展OG賞受賞、大分合同新聞日曜文化欄に
「書に親しむ」を連載（２年間97回）

2005年（平成17年）県美術協会副会長及び書道部会長就任
県芸術文化振興会議理事就任

2006年（平成18年）第２回個展（朝倉美術館）、「書に親しむ」出版
2009年（平成21年）県美術協会名誉会員
2012年（平成24年）県芸術文化スポーツ振興財団理事就任

県芸術文化振興会議副理事長就任
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 平成28年度 　　　　　　　　　

　芸振の平成28年度総会を、昨年度に引き続きホルトホール大分で開催しました。渡辺理事長の挨
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270名（団体152、個人118）に対して出席者数169名（実
出席97、書面出席72）で、成立していることを確認し開会しました。
　最初に議長として個人会員の久保木真人氏、議事録署名人として理事長のほか、大分マンドリン
オーケストラ会長の石川正夫氏と（社）日本フラワーデザイナー協会大分県支部の野田淳一氏、選
挙管理人としてNPO法人大分県書写書道指導者連合会会長の柗嵜典孝氏が選出されました。
　議事に入り、第１号議案「平成27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。「文化を語る夕べ」は、昨年の12月24日に220名の
出席を得て、大分レンブラントホテルで開催しました。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51会場で実施することができました。事務
局を担当した大分県民芸術文化祭は、213行事が行われ参加者157千人、観覧者347千人となりまし
た。芸振文化事業については、初めての取組として、NPO法人化10周年芸振総合フェスティバル
をiichiko総合文化センターのグランシアタとアトリウムプラザで開催し、会員の出演並びにチケッ
ト・展示作品の販売への協力により、計画どおり実施することができ、収益にも反映させることが
できました。海外派遣研修事業については、オペラの表現方法の研究をテーマに、小村朋代さんが
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50団体に対し、総額1,795千円を交
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、芸振総合フェスティバルのチケット・作品の販売収入と県立美術
館の開館記念企画展の前売りチケットの販売手数料等により、26年度より3,340千円増え、合計で
20,463千円となりました。経常費用はフェスティバルの費用を計上しているため、昨年度より2,706
千円増加しましたが、管理費は抑えることができたため、当期経常増減額は812千円計上すること
ができました。なお、雑損失で計上した未収金について会員から質疑があり、早期に回収する努力
をするよう苦言を呈されました。第３号議案「平成28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、例年どおり文化を語る夕べ、文化キャラバ
ン、県民芸術文化祭事務局機能のほか、海外派遣研修事業を行うとともに、芸振文化事業では、展
覧会・講演会等の企画を検討することとし、団体への補助事業については総額で1,800千円を計上
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。
第５号議案では例年どおり「役員報酬」を無報酬としました。第６号議案は、国民文化祭を芸振加
盟団体の皆様とともに盛り上げ、素晴らしい成果を残せるよう頑張りましょう、という趣旨の意思
表明であり読み上げて提案しました。第７号議案は、２年に一回の役員改選を「役員選考委員会」
案で行うことの是非を問い承認されたため、選挙管理人から同案を発表し、承認されました。その
他の提案は特になく議事が終了し、その後別室で新役員が協議し、新理事長として戸口勝司氏、代
表監事として後藤一郎氏が選任され、新理事長の挨拶、新役員の紹介が行われました。総会終了後
は、同じ階のホルトガーデンで交流会が開催され、なごやかに歓談が行われました。

会 告総 報
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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） （前 理 事）

日名子金一郎 （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
辛島　光義 （音　　楽）

恒川　睦子（藤間次登）（舞　　踊）

理　　 事

阿部　正義（正調） （文　　芸）

伊勢　方信 （文　　芸）

裏　　正亘 （学識経験）

小川　善規 （美　　術）

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）

土谷　正公 （音　　楽）

永見　政子 （音　　楽）

羽田野　修（逢山） （音　　楽）

松井　　猛 （音　　楽）

代表監事 後藤　一郎 （学識経験）

監 事 上田　耕作 （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）

足立　佐与（大分県俳画協会）

日名子金一郎 （大分県美術協会日洋彫工部会）

樋口　紫水（大分県美術協会書道部会）

伊東南海男（大分県美術協会写真部会）

柗嵜　典孝（NPO法人大分県書写書道指導者連合会）

本多　好美（大分県音楽協会）

宮本　　修（大分県合唱連盟）

佐藤　萌山（大分県三曲協会）

岡村　隆夫（大分県吹奏楽連盟）

園田　弥生（大分県民謡連盟）

志賀佳数雄（大分交響楽団）

杵屋六絹也（大分県長唄連盟）

阿部　容子（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）

後藤　　強（NPO法人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（日本フラワーデザイナー協会大分県支部）

野村　浩之（大分県高等学校文化連盟）

佐藤　勤也（豊後大野市文化連盟協議会）

是永　幹夫（学識経験）

新役員等名簿
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◇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

宇佐文化会館 10月８日
～ 10月９日 第26回宇佐市民芸術祭 宇佐市文化協会

大分県信用組合
５F大ホール

10月19日
～ 10月28日 第25回けんしん美術展　応募作品展 大分県信用組合

はさま未来館児童室 10月22日 第53回大分県児童文化祭 大分県児童文化研究会

臼杵市民会館 10月22日
～ 10月23日 第58回臼杵市秋の文化祭 臼杵市文化連盟

別府市内各所・トキハ別府
店の一部、JR別府駅構内

10月29日
～ 11月30日 ベップ・アート・マンス　2016 別府現代芸術フェスティバル

「混浴温泉世界」実行委員会

くにさき総合文化センター 10月31日
～ 11月６日 第46回国東町総合文化祭 国東町文化協会

大分県信用組合本店営業部 10月31日
～ 11月11日 第25回けんしん美術展　入賞作品巡回展 大分県信用組合

別府市役所（予定） 11月３日
～ 11月30日 目 in BEPPU 別府現代芸術フェスティバル

「混浴温泉世界」実行委員会
大分大学旦野原キャンパス
第三体育館

11月４日
～ 11月６日 アートプロジェクト2016 ～ tri-angle ～ 大分大学教育福祉科学部総合表現

コース

はさま未来館文化ホール 11月12日 親子で楽しくクラシックコンサートvol.4 親子で楽しくクラシックコンサート
実行委員会

大分県信用組合中津支店 11月15日
～ 11月28日 第25回けんしん美術展　入賞作品巡回展 大分県信用組合

コンパルホール 11月19日 「大分ダンサー　with　Defy」 Defy

大分ルーテル教会 11月20日 音楽の夕
～吉丸一昌没後100年を記念して～ 安東　峰子

大分県立美術館 11月22日
～ 11月27日 第46回大分県日本画展 大分県日本画協会

ホルトホール大分 11月23日 10周年記念　ルナバレエ　５thコンサート
2016 ルナバレエ

野津中央公民館 12月14日 第52回大分県人形劇フェスティバル 大分県人形劇サークル協議会

臼杵市民会館 12月23日 津久見樫の実少年少女合唱団
第23回ほらほらコンサート

津久見樫の実会
（津久見樫の実少年少女合唱団）

武蔵中央公民館 １月５日 第11回国東半島書き初め大会 国東半島あいルネサンス連盟

iichiko音の泉ホール １月10日
ニューイヤーコンサート2017　
ウィーン交響楽団ヨハン・シュトラウス 
アンサンブル

国際ソロプチミスト大分－みどり

iichikoグランシアタ １月15日
宗家の百年歳に感謝　熊本・大分大震災義
援金　チャリティーイベント
家元を偲んで　筑紫流発表会

伊坂舞踊研究所筑紫流

臼杵市民会館 １月29日 第16回豊の国ブラスフェスティバル
～社会人バンドの饗演～ 大分県吹奏楽連盟

別府大学短期大学部
大分キャンパス文化ホール ２月５日 平成28年度大分県合唱講習会 大分県合唱連盟

iichikoグランシアタ ２月12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42回日本フィル　in kyusyu 日本フィル大分公演実行委員会
武蔵中央公民館 ２月20日 むさしカルティバル2017 武蔵町文化協会

大分県立美術館 ３月７日
～３月20日 第70回記念二紀展大分展 一般社団法人二紀会大分支部

別府市中央公民館 ３月19日 第64回歌帖社全国短歌大会 歌帖社

iichiko音の泉ホール ３月20日 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28日
～４月２日 第38回九州国画写真展 九州国画会写真部

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

大分県立別府支援学校 10月４日 大分二期会

大分市立横瀬西小学校 10月13日 合唱団“藍”

中津市立沖代小学校 10月13日 ＧＥＮ室内管弦楽団を招く会

玖珠町立小田小学校 10月18日 カサ・デ・ギターラ

佐伯市立渡町台小学校 10月20日 グループＵＮＯ

大分市立下郡小学校 10月21日 大分二期会

豊後高田市立桂陽小学校 10月25日 大分県児童文化研究会

大分市立三佐小学校 10月27日 大分県民踊連盟

大分市立稙田西中学校 10月28日 グループＵＮＯ

日田市立有田小学校 10月28日 大分県三曲協会

大分市立滝尾小学校 11月１日 室内楽おおいた～grand～

中津市立小幡記念図書館 11月２日～　
　11月６日 大分県美術協会日洋彫工部会

佐伯市立直川小学校 11月８日 能を楽しむ会

杵築市立上小学校 11月８日 カサ・デ・ギターラ

豊後高田市立河内小学校 11月11日 合唱団“藍”

日出町立豊岡小学校 11月14日 大分マンドリンオーケストラ

宇佐市立長洲小学校 11月18日 ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」大分県支部

大分市立小佐井小学校 11月18日 おおいたオペラカンパニー

大分市立野津原東部小学校 11月19日 大分県庁職員吹奏楽団

豊後高田市立田染中学校 11月20日 大分二期会

竹田市立都野中学校 11月23日 室内楽おおいた～grand～

別府市立大平山小学校 11月24日 洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

中津市立豊田小学校 11月25日 大分二期会

宇佐市立院内北部小学校 11月27日 ＧＥＮ室内管弦楽団を招く会

大分県立歴史博物館 12月３日 ルミエールフルートアンサンブル

津久見市立第二中学校 12月５日 大分マンドリンオーケストラ

佐伯市立木立小学校 12月21日 別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

佐伯市立切畑小学校 ２月４日 大分県人形劇サークル協議会

日田市民文化会館（パトリア日田） ３月12日 大分県人形劇サークル協議会
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　第18回大分県民芸術文化祭は、昨年に引き続き「五感に響け 新しい波」を全体テーマに、今回

も多数の団体会員に参加いただき開催しています。

　すでに９月からは参加行事が、そしていよいよ10月１日、大分二期会2016公演「喜歌劇こうもり」

で開幕します。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。９月～ 12月の行事開催があり、まだ参加行

事として申し込まれていない団体は是非お申込みください。

 ● 大分県民芸術文化祭

　「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」は、平成

30年（2018）、①街にあふれ、道にあふれる、県民総参加のお祭り　②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～　③地域をつくり、人を育てる　の３つの基本方針のも

と、「おおいた大茶会」を大会テーマに開催されます。

　25歳以下を対象に公募していたロゴマークは、今年11月頃に発表される予定です。

　なお、今年度は以下のとおりキックオフイベントを開催の予定です。

　11月11日　　　　前夜祭　iichiko音の泉ホール

　　　12日　　　　キックオフイベント

　　　　　　　　　県立美術館１階アトリウム、iichikoアトリウムプラザ他

　　　12日～20日　特別展示　県立美術館展示室A

　

　「第31回国民文化祭・あいち2016」行事視察希望調査

　開催行事の視察を希望される方（団体）は大分県芸術文化振興課への申し込みが必要です。

　　提出：○視察希望調査票【様式１】○視察希望者名簿【様式２】

　　期限：平成28年９月26日（月）

　　（注）・申し込み多数の場合は希望に添えない場合があります。

　　　　・視察者受入体制は【視察者受入体制一覧】をご覧ください。

　　　　・旅費等の視察に係る経費はすべて自己負担です。

　　※ （Excel）【様式１】【様式２】と（PDＦ）【受入体制一覧】をダウンロードできます。芸振ホー

ムページWhat’s newをご覧ください。

国民文化祭に関するお問い合わせは大分県芸術文化振興課まで

TEL097-506-2077　FAX097-506-1725

 ● 国民文化祭



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/

（団体会員）　・大分県吟剣詩舞道総連盟　　・NPO福祉事業社 和の会
　　　　　　・エンジェルハートコンサート実行委員会

  退　　会

▪山本　恭正　　H28.5.27 　84歳
▪花柳登己忠　　H28.6.28　 81歳

　心からご冥福をお祈りいたします。

  物故者（個人会員）

（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

28.6.6 管楽器プレイヤーズ大分 音楽 上岡敏宏 山口えつ子 〒879-6442　豊後大野市大野町
藤北1925-3（上岡方）

  新　入　会　員　紹　介

会費の納入について
　平成28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。

推奨品（島原そうめん等）の斡旋について
　冬期の商品では、「ちゃんぽん・皿うどんの詰め合わせ」が人気です。下記事務局までお問
い合わせのうえ、是非ご注文下さい。
　　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28年12月14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
　会員の皆様には後日改めてご案内を送付します。
　多くの方の出席をお待ちしています。

平成29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28年12月16日（金）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。
　　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

お 知 ら せ


