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第18回大分県民芸術文化祭を開催

　第18回大分県民芸術文化祭は
「五感に響け 新しい波」の全体
テーマのもと、およそ７万人が
参加し、県内全域で開催されま
した。来場者は23万人にのぼり
ました。
　10月１日・２日、開幕行事「喜
歌劇こうもり」（大分二期会）で
開幕（写真）。ゲストに大分出
身の俳優石丸謙二郎氏を招くな
ど、シュトラウスの愉しく華や

かな舞台を多くの観客が楽しみました。その他期間中には、美術展や音楽会など、様々なジャンルの
232行事が開催され、大分県日本舞踊連盟による閉幕行事では日本の古典芸能の奥深さや新しい魅力
をご覧いただきました。詳細は「第18回大分県民芸術文化祭記録集」をご覧ください。

12月14日「文化を語る夕べ」　海外研修報告でオペラを披露

　大分オアシスタワーホテル「孔雀の
間」で、総勢235名の方々が出席のもと、
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ルミエールフルー
トアンサンブルの皆さんによるフルー
ト演奏を、芸振講話に代えて行われた
海外派遣研修報告では平成25年度研修
の田島安有美さん、平成27年度研修の
小村朋代さんのお二人に、研修成果と
してオペラを披露していただいた後、
なごやかに歓談が行われました。
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平成28年度の芸振活動
（会議・事業から）

28年  
  4月20日 理事会 

  5月18日 地域文化団体情報交換会 

  5月31日 三役会 

  6月  3日 理事会 

  6月11日 長峰小学校　大分県庁職員吹奏楽団

  6月11日 ㈱寿雲グランドホーム八雲　長唄松樹會

  6月15日 総会 

  6月20日 三郷小学校　大分県番傘川柳連合会

  6月21日 大分県立佐伯支援学校　グループUNO

  6月22日 前津江小学校　大分県児童文化研究会

  6月27日 佐伯東小学校　GEN室内管弦楽団を招く会

  7月  2日 蒲江小学校　おおいたオペラカンパニー

  7月  4日 理事会

  7月  4日 咸宜小学校　GEN室内管弦楽団を招く会

  7月  7日 大分県立病院　グループUNO

  7月  9日 横山小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

  7月15日 東雲小学校　合唱団“藍”

  7月20日  大分県立由布支援学校　NPO法人大分県書写書道指導者連
合会

  7月23日 直川文化協会　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

  9月  8日 三役会 

  9月21日 鶴見中学校　室内楽おおいた～grand～

  9月27日 四日市北小学校　室内楽おおいた～grand～

  9月28日 国見中学校　室内楽おおいた～grand～

  9月29日 理事会 

10月  4日 大分県立別府支援学校　大分二期会

10月13日 横瀬西小学校　合唱団“藍”

10月13日 沖代小学校　GEN室内管弦楽団を招く会

10月18日 東庄内小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」

10月18日 小田小学校　カサ・デ・ギターラ

10月18日 評議員会 

10月20日 渡町台小学校　グループUNO

10月21日 下郡小学校　大分二期会

10月25日 鶴見小学校　大分県人形劇サークル協議会

10月27日 三佐小学校　大分県民踊連盟

10月28日 神崎中学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

10月28日 稙田西中学校　グループUNO

10月28日 有田小学校　大分県三曲協会

6月21日
　　　　グループUNO

7月4日
GEN室内管弦楽団を招く会

7月15日
合唱団“藍”

9月28日
室内楽おおいた～grand～

10月18日
カサ・デ・ギターラ

　10月25日
大分県人形劇サークル協議会
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11月  1日 滝尾小学校　室内楽おおいた～grand～

11月  8日 直川小学校　能を楽しむ会

11月  8日 上小学校　カサ・デ・ギターラ

11月  8日 菅尾小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月  9日 中津市立小幡記念図書館　大分県美術協会日洋彫工部会

11月  9日 三役会 

11月11日 河内小学校　合唱団“藍”

11月14日 豊岡小学校　大分マンドリンオーケストラ

11月15日 桂陽小学校　大分県児童文化研究会

11月15日 杵築小学校　アンサンブル「みどりのそよ風」

11月16日 小佐井小学校　おおいたオペラカンパニー

11月18日 長洲小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

11月19日 野津原東部小学校　大分県庁職員吹奏楽団

11月20日 田染中学校　大分二期会

11月22日 福良ケ丘小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」

11月23日 耶馬溪中学校　大分県庁職員吹奏楽団

11月23日 都野中学校　室内楽おおいた～grand～

11月24日 大平山小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

11月25日 こうざき小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月25日 豊田小学校　大分二期会

11月26日 姫島小学校　大分県人形劇サークル協議会

11月27日 院内北部小学校　GEN室内管弦楽団を招く会

11月30日 理事会 

12月  3日 呉崎小学校　ルミエールフルートアンサンブル

12月  3日 大分県立歴史博物館　ルミエールフルートアンサンブル

12月  5日 第二中学校　大分マンドリンオーケストラ

12月  6日 大分県立臼杵支援学校　大分県人形劇サークル協議会

12月13日 犬飼小学校　大分県三曲協会

12月14日 文化を語る夕べ 

12月15日 佐賀関中学校　能を楽しむ会

12月21日 木立小学校　別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ

12月28日 三役会

  1月16日 三役会 

29年  
  1月23日 理事会 

  2月  4日 切畑小学校　大分県人形劇サークル協議会

  3月  6日 三役会

  3月14日  日田市民文化会館（パトリア日田）　大分県人形劇サークル協
議会

  3月15日 理事会

  3月15日 評議員会

 11月16日
おおいたオペラカンパニー

11月22日
ピアノ演奏グループ「O’未来」

11月25日
大分二期会

12月3日
ルミエールフルートアンサンブル

12月5日
大分マンドリンオーケストラ

12月15日
　　　能を楽しむ会
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 平成29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

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

大分県立美術館 ４月15日
～６月11日

何必館コレクション　北大路魯山
人－和の美を問う－ 大分県立美術館

コンパルホール ４月15日 第57回カサ・デ・ギターラ　ギター演
奏会 カサ・デ・ギターラ

大分市平和市民
公園能楽堂 ４月23日 第６回　狂言「やっとな会」 大分合同新聞社

ホルトホール大分 ４月30日 支部創立60周年記念発表会
「新緑に舞う」 中山民俗舞踊研究所大分県支部

大分県立美術館 ５月２日
～５月７日

第６回新進気鋭の書作家「大分の若
い風」展 新進気鋭の書作家「大分の若い風」

ホルトホール大分 ５月３日 大分ダンスフェスティバル 株式会社　ゴールデンマインド

津久見市民会館 ５月６日 津久見樫の実少年少女合唱団
第38回定期演奏会 津久見樫の実少年少女合唱団

ホルトホール大分 ５月13日 第65回大分県短歌大会 大分県歌人クラブ

①ホルトホール大分
②コンパルホール
③ パークプレイス大分

１Fセンターステージ

①５月14日
②５月21日
③５月28日

劇団水中花〈family　プロジェクト
第３弾〉「おもちゃのきもち」 劇団水中花

大分県立美術館 ５月16日
～５月21日 2017春季大分県美術展日洋彫工展 大分県美術協会日洋彫工部会

大分県立美術館 ５月23日
～５月28日 2017春季大分県美術展書道展 大分県美術協会書道部会

コンパルホール ５月28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

大分県立美術館 ５月30日
～６月４日 2017春季大分県美術展写真展 大分県美術協会写真部会

iichiko
グランシアタ ６月４日 大分市民合唱団ウイステリア・コール

第65回定期演奏会
大分市民合唱団ウイステリア・コー
ル

ホルトホール大分 ６月４日 アンサンブルOITA第17回定期演奏
会 吹奏楽団アンサンブルOITA

iichiko
音の泉ホール ６月９日 歌曲の会第22回演奏会　音の泉～やさし

い歌・悲しい歌・切ない歌・懐かしい歌～ 歌曲の会

iichiko
音の泉ホール ６月９日 歌曲の会第22回演奏会 歌曲の会

大分県立美術館 ６月13日
～６月18日 第44回行動大分作家展 行動大分作家協会

アートプラザ ６月13日
～６月18日 第33回白日会大分支部展 白日会大分支部

大分市平和市民
公園能楽堂 ７月２日 第45回都山流尺八演奏会 都山流大分県支部

大分県立美術館 ７月７日
～９月３日

ジブリの大博覧会
～ナウシカからマーニーまで～ ジブリの大博覧会大分展実行委員会

iichiko
音の泉ホール ７月７日 アンサンブルVinコンサート アンサンブルVin

ホルトホール大分 ７月16日 第41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

大分市、佐伯市予
定 ７月予定 第21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
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会　場　名 実 施 日 事　　業　　名 主　　催　　者

未定 ８月６日
８月27日

第８回ピースリーディング
「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 ８月20日 30周年記念　大分県少年少女合唱祭 大分県少年少女合唱連盟

トップスビッツ
ホール

８月19日
～20日 創作舞踊研究会　第31回公演 創作舞踊研究会

大分県立美術館 ８月29日
～９月３日 大分二紀展2017 一般社団法人二紀会大分支部

大分県立美術館 ９月５日
～９月10日 '17（第48回）大分自由美術展 大分自由美術

大分県立美術館 ９月12日
～９月17日 第48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 ９月17日 民謡フェスタ2017（第50回） 大分県民謡研究会萬謡會

大分市
西部公民館 ９月23日 第17回長唄さくら会　浴衣浚い 長唄さくら会

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24日 第28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

きつき
生涯学習館 ９月24日 十周年記念きつき城下町短歌大会 きつき城下町短歌会

iichiko総合文化センター
アトリウムプラザ

９月29日
～10月３日

「ときめき作品展」
（絵画・工芸・写真・書・陶芸・合作） 大分県障害者社会参加推進センター

iichiko
音の泉ホール ９月30日 ピアノ演奏グループ「O’未来」

ファミリーコンサート
ピアノ演奏グループ「未来」大分県支
部

主催共催行事
▪開幕行事　国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の１年前イベントとして開催。
　詳細は次頁をご覧ください。
▪閉幕行事　大分ふるさと第九 in 臼杵
　 日時　平成29年11月26日（日）14：00 ～　　臼杵市民会館
▪研修会事業・ジャンル別行事・若者行事・地域文化行事の募集は４月10日（月）で終了しました。

参加行事・募集
　県民芸術文化祭実行委員会では、平成29年９月１日～ 12月31日までに大分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30日）。
　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となります。多くの行事参加をお待ちしています。
　また、参加行事になると大分県民芸術文化祭実行委員会・大分合同新聞社・大分県芸術文化振興
会議の後援名義を使用できるほか、その他実行委員会発行の印刷物やホームページで行事の紹介を
いたします。

「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
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平成29年度スケジュール
⃝４月20日　国民文化祭大分県実行委員会、全国障害者芸術・文化祭実行委員会第２回総会
　・会則改正、実施計画案、平成28年度決算報告、平成29年度事業案承認
⃝５月６日　500日前イベント第19回別府アルゲリッチ音楽祭～ 26日
⃝５月下旬　国民文化祭第５回企画会議、全国障害者芸術・文化祭第４回企画運営委員会
⃝７月10日　文化庁主催国民文化祭実行委員会（予定）
　 ・実施計画案承認
⃝９月１日　「国民文化祭・なら2017、全国障害者芸術・文化祭なら大会」開幕
⃝10月１日～  国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭１年前イベント
⃝11月26日　「国民文化祭・なら2017、全国障害者芸術・文化祭なら大会」閉幕
　・国民文化祭大会旗引き継ぎ（奈良県知事から大分県知事へ）

１年前イベント（H29.10.1 ～）
【ステージ事業】※第19回県民芸術文化祭開幕行事
　日　時：平成29年10月１日（日）12：00 ～ 14：00
　場　所：芸術文化ゾーン歩行者天国（雨天：iichikoグランシアタ）
　テーマ：「伝える力、創る力（仮称）」
　内　容：５つのゾーンから伝統芸能、伝統を守るための創造的取り組みを紹介
　　　　　⃝出会いの場（大分市・別府市・由布市）
　　　　　⃝祈りの谷（豊後高田市・杵築市・宇佐市・国東市・姫島村・日出町）
　　　　　⃝豊かな浦（佐伯市・臼杵市・津久見市）
　　　　　⃝耕す里（竹田市・豊後大野市）
　　　　　⃝水の森（中津市・日田市・玖珠町・九重町）

【展示事業】
　⃝障がい者芸術の特別展（Action！）
　　平成29年10月27日（金）～ 11月５日（日） ／ 大分県立美術館
　⃝県美展
　　平成29年10月１日（日）～ 10月22日（日） ／ 大分県立美術館
　⃝ときめき作品展
　　平成29年９月29日（金）～ 10月３日（火） ／ iichiko総合文化センターアトリウム
　⃝プレ街中アート
　　平成29年10月１日（日）～ 11月５日（日）【予定】／ 大分市（中央町・竹町商店街）

来年の国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭に向けて
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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

28.4.1 DEAR FRIENDS 音楽 森進一郎 藤井博之 〒874-0002　別府市関の江新町
15-3

29.4.17 大分クラリネットアンサン
ブル 音楽 佐藤三保 山口えつ子 〒870-0936　大分市岩田町2-10-16

29.4.24 一般社団法人表千家同門会
大分県支部

生活
文化 岩屋　毅 羽山　賢二 〒874-0933　別府市野口元町6-5

（個人会員）
　　・吉原　恵子

  新　入　会　員　紹　介

・文部科学大臣表彰　地域文化功労者　特定非営利活動法人大分県書写書道指導者連合会
・大分県功労者表彰　学術文化振興　伊勢　方信（大分県歌人クラブ会長、芸振理事）
・大分合同新聞文化賞　芸術文化　大分交響楽団理事長　志賀佳数雄

  会 員 の 受 彰 （賞）者 紹 介

（団体会員）　・大分能面会　・アンジェルス児童合唱団
　　　　　　・大野タカシワンマンライヴ実行委員会　・劇団吉祥じゅん＆女騎士
（個人会員）　・八坂　俊行　・辛島　光義　・花柳　吉志奈　・荘田　啓介　・松岡　小壽
　　　　　　・阿南　高範　・川上　正子　・徳丸　義久　・花柳　三美代　・原田　詩子

  退　　会

　前号以降、芸振の活動にご賛同を賜り、下記団体並びに個人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

（団体）

・大分信用金庫　・平倉建設（株）　・（株）大分銀行　・（株）丸互タクシー　・（有）藤田金型製作所
・茶房　花椿　・わだ内科医院　・スナック夢細工　・公認会計士・税理士此本卓彌事務所

（個人）

・小野　金一郎
（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。

◎新進演奏家育成プロジェクトリサイタル・シリーズオーディションのご案内
　公益社団法人日本演奏連盟では、文化庁委託事業〈次代の文化を創造する新進芸術家育成事
業〉の一環として、新進演奏家のためのリサイタル・シリーズを大分市を含む全国６都市で開
催しています。
大分：オーディション　　７月６日（木）　ホルトホール大分　小ホール
　　　リサイタル　2018年１月13日（土）　音の泉ホール
　詳細は、日本演奏連盟ホームページをご覧ください。http://www.jfm.or.jp
　なお、募集要項・申込書（数に限りあり）が必要な方はお渡ししますので、芸振事務局へお
立ち寄りください。

お 知 ら せ



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。

◎平成28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29年度通常総会について
　６月22日（木）15：00 ～ホルトホール大分で開催します。会員交流会は同ホルトガーデンで
行います。別途ご案内しますので、予定に入れておいてください。

◎アンケート調査について
　団体会員の皆様に総会案内と一緒にお送りしましたアンケート調査については、芸振の現状
を把握するため、すべての団体会員からの回答が欠かせません。是非ご協力をお願いします。

◎推奨品（島原そうめん等）の斡旋について
　昨年夏及び年末に取り扱いました「島原そうめん等」の斡旋により、芸振にも約４万円の取
り扱い手数料が入りました。ご注文をいただきました会員の皆様に御礼申し上げます。販売価
格も定価の７割前後とお得です。今後も取り扱いをいたしますので、ご注文の際は下記事務局
までお申し込みください。

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
　何必館コレクション北大路魯山人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、当日券も取り扱っていますので、お買い求めの際は是非ご利用ください。
　７月７日（金）～９月３日（日）の「ジブリの大博覧会」についても、前売り券を取り扱います。
６月１日（木）からの販売です。芸振を是非ご利用ください。

◎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。


