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第21回大分県民芸術文化祭を開催
　第21回大分県民芸術文化祭は「継
承と創造おおいた2019」の全体テー
マのもと、１万８千人が参加し、33
万人もの皆さんが観覧しました。
　開幕行事「九重町民劇場旗揚げ20
周年記念公演創作劇「このこえ」が、
舞台「Handy」等で知られる市村啓
二氏を作・演出に迎え、令和元年10
月12日にiichikoグランシアタで開催
されました。
　九重町民劇場結成のきっかけと
なったエピソードを元に、コミカル
さを交えた創作劇を公演。観客からは感動のコメントが寄せられました。

　閉幕行事は、男声合唱団豊声会創
立50周年記念演奏会「〜歌い継いで
半世紀　今新たな出発〜」を11月30
日、iichikoグランシアタで開催。思
い出深い曲や故郷のうたを中心とし
たプログラムに、来場者は「50年の
重みを感じた」、「ハーモニーが素晴
らしかった」と好評でした。

12月10日「文化を語る夕べ」を開催

　ホテル日航大分オアシスタワー「孔雀の間」
で、広瀬知事をはじめ多くのご来賓、会員をあ
わせて総勢210名の方々が参加されました。海外
派遣研修報告では今年度オランダのデン・ハー
グで、声楽を学んだ新見準平氏に成果を披露し
ていただき、その後は和やかに歓談が行われま
した。
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令和元年度芸振活動
（●は文化キャラバン）

平成31年・令和元年  

 4月 1日 　平成30年度第４回理事会	
 5月 8日 　平成30年度第７回三役会	
 5月 20日	 　平成30年度第５回理事会	
 6月 3日 　平成30年度第６回理事会	
 6月 4日 　⃝小楠小学校　おおいたオペラカンパニー
 6月 7日 　⃝春木川小学校　室内楽おおいた〜grand〜
 6月 12日 　⃝堅徳小学校　長唄松樹會
 6月 12日 　総会	
 6月 14日 　⃝川崎小学校　グループUNO
 6月 17日 　⃝豊岡小学校　おおいたオペラカンパニー
 6月 21日 　⃝佐伯支援学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
 6月 25日 　⃝大分支援学校　大分県人形劇サークル協議会
 7月 4日 　⃝小原小学校　カサ・デ・ギターラ
 7月 6日 　⃝神崎小学校　スウィングエコーズ　ジャズオーケストラ
 7月 6日 　⃝高家小学校　スウィングエコーズ　ジャズオーケストラ
 7月 6日 　⃝長峰小学校　大分二期会
 7月 7日 　⃝東中津中学校　グループUNO
 7月 7日 　⃝耶馬溪中学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
 7月 18日 　⃝	敷戸小学校・稙田東中学校はばたき分校　おおいたオペラカ

ンパニー

 8月 30日 　⃝臼杵支援学校　ルミエールフルートアンサンブル
 8月 30日 　令和元年度第１回三役会	
 9月 2日 　令和元年度第１回理事会	
 9月 17日 　⃝朝地中学校　カサ・デ・ギターラ
 9月 20日 　⃝南山田小学校　大分県三曲協会
 9月 24日 　⃝直川中学校　管楽器プレイヤーズ大分
 9月 28日 　⃝野津中学校　室内楽おおいた〜grand〜
 10月 2日 　⃝白丹小学校　グループUNO
 10月 8日 　⃝武蔵東小学校　グループUNO
 10月 8日 　⃝	今津コミュニティーセンター（今津中学校）　洗足学園音楽

大学同窓会大分県支部

 10月 10日 　⃝渡町台小学校　大分二期会
 10月 11日 　⃝南立石小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」
 10月 12日 　⃝鶴見小学校　おおいたオペラカンパニー
 10月 18日 　⃝三光中学校　管楽器プレイヤーズ大分

６月４日
おおいたオペラカンパニー

６月14日
グループUNO

７月４日
カサ・デ・ギターラ

７月６日
スウィングエコーズ　ジャズオーケストラ

７月６日
大分二期会

９月20日
大分県三曲協会
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 10月 18日 　⃝姫島中学校　室内楽おおいた〜grand〜
 10月 18日 　⃝北部小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」
 10月 30日 　⃝佐伯小学校　大分県人形劇サークル協議会
 11月 1日 　⃝稙田西中学校　室内楽おおいた〜grand〜
 11月 2日 　⃝敷戸小学校　大分県庁職員吹奏楽団
 11月 2日 　令和元年度第２回三役会	
 11月 3日 　⃝コアやまくに　大分県人形劇サークル協議会
 11月 6日 　⃝大田小学校　管楽器プレイヤーズ大分
 11月 7日 　⃝大平山小学校　大分県人形劇サークル協議会
 11月 7日 　⃝杵築小学校　大分マンドリンオーケストラ
 11月 8日 　⃝日出小学校　大分二期会
 11月 9日 　⃝横山小学校　大分県人形劇サークル協議会
 11月 12日 　⃝別府中央小学校　大分県三曲協会
 11月 13日 　⃝和田小学校　大分県児童文化研究会
 11月 13日 　⃝有田小学校　グループUNO
 11月 14日 　⃝三佐小学校　室内楽おおいた〜grand〜
 11月 16日 　⃝本耶馬渓中学校　大分二期会
 11月 21日 　⃝佐田小学校　大分県人形劇サークル協議会
 11月 22日 　⃝今津小学校　カサ・デ・ギターラ
 11月 25日 　⃝真坂小学校　大分県児童文化研究会
 12月 3日 　令和元年度第２回理事会	
 12月 6日 　⃝豊洋小学校　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」
 12月 7日 　⃝直川地区公民館　大分マンドリンオーケストラ
 12月 10日 　文化を語る夕べ	
 12月 12日 　⃝みんなんかん（国見中学校）　ピアノ演奏グループ「Ｏ’未来」
 12月 12日 　⃝	竹田支援学校　（公社）日本フラワーデザイナー協会大分県

支部

12月14日 　⃝境川小学校　スウィングエコーズ　ジャズオーケストラ

令和２年   
 1月 6日 　令和元年度第３回三役会	
 1月 22日 　令和元年度第４回三役会	
 1月 27日 　令和元年度第３回理事会	
 1月 30日 　海外派遣選考委員会	
  2月4日～9日 　⃝	竹田市総合文化ホールグランツたけた　大分県美術協会　

日洋彫工部会
 2月 17日 　⃝西馬城小学校　洗足学園音楽大学同窓会大分県支部
 2月 18日 　役員選考委員会	
 3月 25日 　令和元年度第５回三役会	
 3月 30日 　令和元年度第４回理事会	

９月24日
管楽器プレイヤーズ大分

9月28日
室内楽おおいた～grand～

10月８日
洗足学園音楽大学同窓会大分県支部

11月２日
大分県庁職員吹奏楽団

11月７日
大分マンドリンオーケストラ

11月13日
大分県児童文化研究会

12月６日
ピアノ演奏グループ「O′未来」
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 令和２年４月～９月までの行事（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２F
アートホール

３月27日
〜４月26日 アートプラザ　磯崎新パネル展 アートプラザ共同事業体

大分県立美術館 ５月11日
〜６月21日 坂茂建築展－仮設住宅から美術館まで

坂茂建築展実行委員会／（公財）大
分県芸術文化スポーツ振興財団／
大分県立美術館

紙上開催 ５月９日 第六十八回大分県短歌大会 大分県歌人クラブ
中津市立
小幡記念図書館

６月17日
〜21日 第36回白日会大分支部展 白日会大分支部

大分県立美術館 ６月29日
〜７月5日 第47回行動大分作家展 行動大分作家協会

大分県立美術館 ７月７日
〜12日 2020　第51回大分平和美術展 大分県文化団体連絡協議会

コンパルホール ７月18日 レッツダンスでガッツ元気の会による	
ダンス！ダンス！フェスティバルVol.13 レッツダンスでガッツ元気の会

大分県立美術館 ７月22日
〜９月６日

西洋絵画400年の旅　
珠玉の東京富士美術館コレクション

（公財）大分県芸術文化スポーツ振
興財団

J:COM
ホルトホール大分 ７月23日 第44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

iichiko
グランシアタ ８月10日 iichikoグランシアタ・ジュニアオーケス

トラ第11回定期演奏会
（公財）大分県芸術文化スポーツ振
興財団

Web配信 ８月30日 第11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

大分県立美術館 ９月１日
〜６日 大分二紀展2020 一般社団法人二紀会大分支部

大分県立美術館 ９月１日
〜６日 20（第51回）大分自由美術展 大分自由美術

大分県立美術館 ９月８日
〜13日 第41回九州創光写真展 九州創光写真協会

大分スポーツ公園
昭和電工武道スポー
ツセンターほか

９月27日 第31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
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（個人会員）
　　・穴井　友香里

  新　入　会　正　会　員　紹　介

（団体会員）　・大分県俳画協会　・書道芸術院九州支局　・創作舞踊研究会
　　　　　　・別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ
　　　　　　・（公社）日本フラワーデザイナー協会大分県支部
　　　　　　・（一社）九州ふるさと創生国際交流促進協会
　　　　　　・国東半島あいルネサンス連盟

（個人会員）　・阿部　尚子　・荒金　節子　・くろさ　あこ

  退　　会

◎会費の納入はお済みでしょうか？
　令和元年度並びに２年度の会費をまだ納めていない方（個人・団体）は、早めに納付
をお願いします。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、必ず書面（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。

◎令和２年度通常総会について
　６月18日（木）14：00〜大分県男女共同参画プラザ「アイネス」の大会議室で開催します。
　今年は、新型コロナウイルスの感染防止のため、最小限の人数で開催したいと考えて
います。会員の皆様には、総会案内に同封した書面表決書又は委任状をご利用いただき
ますようお願いします。なお交流会は感染防止のため今年は中止します。

お 知 ら せ

・文部科学大臣表彰　地域文化功労者
　　おおいた洋舞連盟
・大分県功労者表彰　学術文化振興
　　柴田　　束（大分県民踊連盟会長、芸振理事）
　　永見　政子（大分県音楽協会副会長、芸振理事）
・大分合同新聞文化賞　芸術文化
　　戸口　勝司（芸振理事長）
　　津久見樫の実少年少女合唱団

  会 員 の 受 彰 （賞）者 紹 介



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/

◎推奨品（島原そうめん）の斡旋について
　今夏も取り扱い手数料を芸振並びに団体会員の活動資金の一部に活用するため、「島
原そうめん」を斡旋販売いたします。販売価格は定価の７割前後とお得ですので是非ご
利用ください。
　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

◎お願い
　賛助会員の皆様に引き続きご支援いただくためには、芸振会員がどのような活動をし
ているのかより理解を深めていただく必要があります。つきましては各団体が主催する
コンサート等の招待券の提供が可能な団体は、芸振事務局までご連絡ください。

◎芸振事務局のコピー機利用について
　事務局コピー機の機種変更により、印刷スピードも速くなりました。
　加盟団体の皆様が、総会や会議等のため、他の店舗等でコピーされている場合は、事
務局のコピー機のご利用をお願いします。(芸振の収入になります）
　使用料は下記のとおりです。
　　（白黒の場合）
　　　コピー代　１頁５円×頁数×部数（紙持ち込みの場合は１頁４円）
　　　手 数 料　コピー代×0.1円
　　（カラーの場合）
　　　コピー代　１頁10円×頁数×部数（紙持ち込みの場合は１頁８円）
　　　手 数 料　コピー代×0.1円

◎�芸振事務局が、会員の皆様に年に数回、各種ご案内やお知らせ、機関紙、文化
年鑑の送付などを行う際、団体会員の皆様が実施するイベントのチラシ等を無
料で同封することができますので、その都度お問い合わせください。


