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富弘美術館長

聖生清重氏のあいさつ

初日会場風景

平成23・24年度芸振文化事業「星野富弘花の詩画展」
平成24年５月17日（木）〜29日（火）

トキハ本店８階南催し場

▪平成 24 年度通常総会
特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議平成 24 年度通常総会を平
成 24 年６月 14 日㈭ 15：00 ～ 16：30 に大分第一ホテル８F 九重の間で開
報
告
催しました。
正会員数 284 名（団体会員 156 名・個人会員
128 名）実出席者数 88 名、書面出席者数 89 名、合わせて合計 177 名の
出席で成立。議長には大分交響楽団、志賀佳数雄氏、議事録署名人 大
分県日本画協会、中山直美氏、大分県吹奏楽連盟、岡村隆夫氏を選任。
また、今年度は役員改選期にあたるため、選挙管理人として個人会員、
緒方基秀氏を選出しました。
議事及び議事の経過の内容と議決の結果は以下のとおり。
第１号議案 平成 23 年度事業報告と第２号議案 平成 23 年度決算報告及び監査報告、平成 23 年度
芸振文化事業は「星野富弘 花の詩画展」
（24 年度開催）に向けた準備とし、その他計画どおり実施
したことを報告。特に緊急雇用文化情報データベース構築事業を受託し、それに伴いホームページ
を刷新した。会計上、23 年度は赤字となったが、芸振文化事業の収入を受け入れていない状態で
決算時期を迎えたことや 23 年度は未収会費を簿外管理とし、思い切った雑損処理を行ったことな
どが主な原因あることを説明した。引き続き、佐藤教明代表監事が平成 23 年４月１日から平成 24
年３月 31 日までの間の会計帳簿は正しく整備され、会計諸表は法定及び定款に従って財産状況を
正しく示していると判断したと監査報告があり、承認された。
続く第３号議案 平成 24 年度事業計画案、第４号議案 平成 24 年度予算案は資料に挟み込んだと
おり芸振補助金は、１事業を追加訂正したうえ、例年どおりの事業内容のほか、昨年のホームペー
ジの刷新に加え、緊急雇用事業の「おおいた芸術文化ハンドブック（仮称）
」の発行を受託するこ
となどが提案され承認を得た。
この事業計画に対する平成 24 年度予算としては例年より多めの 3,000 万円を予定。
「星野展」経
費として 600 万～ 700 万を見込んだことを除くと例年どおりの予算規模となることを説明し、承認
された。
（芸振文化事業「星野富弘花の詩画展」は既に終了し、諸経費等精算中である。）
なお、大分県文化年鑑 2011 を本日発行したが、団体会員活動記録については未提出の団体には
〔平成 22 年度の活動記録〕を付記していることを報告。この件で、大分県文化年鑑の編集について
会員から文化年鑑の原稿をメールで提出したのに掲載されていないとの指摘があり、今後このよう
なことのないようにしていきたいとお詫びした。
次に役員報酬については法人設立時から役員の報酬は無報酬として提案し承認された。
平成 24・25 年度役員の選任について前回 22 年度と同じ方法（選挙管理人による役員選考委員会
案）で行うことの是非を問い、それが認められたため緒方基秀選挙管理人に役員選考委員会の役員
案の提案を求めた。役員選考委員会（委員 ･ 猪俣呑童 ･ 河野公記 ･ 清原保雄 ･ 中野幸和 ･ 計４名）か
らの選任案答申を受けている旨告げ、別紙役員案名簿（一覧表）を出席者全員に配布し、候補者案
を発表、承認された。今回の改選で理事倉田肱文氏、監事首藤悦爾氏が退任された。
議事終了後、選任された役員により午後４時 30 分から大分第一ホテル８階「国東の間」におい
て定款第 14 条の規定に基づき、理事長を選定するため理事全員の互選の結果、下記の通り決定し
た。理事長に理事渡辺恭英を選定し、被選定者はその就任を承諾した。副理事長には辛島光義氏、
戸口勝山氏、代表監事に佐藤教明氏を決定した。
平成 24・25 年度理事及び監事は以下のとおり。
特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議 平成 24・25 年度 理事及び監事
理 事 長 渡辺恭英
副理事長 辛島光義
戸口勝司（勝山）
理
事 伊勢方信
大崎輝彦
小川善規
清末典子
工藤紘喜
久保木眞人
柴田 束
土谷正公
恒川睦子（藤間次登）
永見政子
二宮昌昭（霊山）
松井 猛
日名子金一郎
代表監事 佐藤教明
監
事 上田耕作
＊平成 24 年度通常総会資料・議事録はホームページでご覧いただけます。

通 常 総 会
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芸 振 文 化 事 業 の ご 報 告

自主事業

■平成24年度芸振文化事業「星野富弘 花の詩画展」
会期

平成24年５月17日㈭～ 29日㈫

会場

トキハ本店８階南催し場

入場者総数

10：00 ～ 19：00（29日は17：00まで）

10,897名

おかげさまでご来場の方々からも感動の声をいただくなど、大分県のみなさんに心和む星野作品
の言葉と詩の世界をご堪能いただき、盛会裏に終了することができました。ありがとうございまし
た。
今回の芸振文化事業は東日本大震災被災地支援として実施、会員のみなさんには前売券の販売に
多大なご協力をいただきました。会員のみなさんのご協力に感謝いたします。

■平成25年度芸振文化事業は未定です…
ジャンルを問わず、広く会員に楽しんでもらえる。芸振文化事業として取り上げて多くの方に
知ってほしい、といった事業のご提案がありましたら、お近くあるいはお知り合いの役員、又は事
務局までお知らせください。

平成25年度助成団体の募集
内

公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団

容：永年地域文化の振興に寄与して来られた団体、とりわけ地域文化の振興に資する音楽・
美術・演劇・伝統芸能の各文化において努力されている諸団体の活動に対して助成支援
を行う。

募集部門：音楽部門、美術展部門、演劇部門、伝統芸能部門
募集期間：平成24年（2012年）８月１日〜 11月30日（消印有効）
詳しくは

http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp

で募集要項をご覧ください。

応募書類もこちらから入手できます。
提出先・問合せ先（財団事務局）
：公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団事務局
〒103-0027

東京都中央区日本橋2-2-4 日本橋ビル

TEL：03-3272-6993

FAX：03-3272-6994
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▪宮瀬香多士（名誉会員）
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ご冥福をお祈りいたします。

83歳

紹

介

事務局長

事務局所在地

24.02.25 新進気鋭の書作家「大分の風」

美術

池田大方 河村霊峰 〒870-0848 大分市賀来北町2丁目21-29-403号 事務局長方

24.04.11 国画会大分作家展

美術

御手洗賢司 牧ひろ子 〒870-0103

大分市東鶴崎2-4-3

24.04.11 ルミエールフルートアンサンブル

音楽

麻生恭子

同左

〒879-0471

宇佐市四日市3552-1

24.04.11 洗足学園音楽大学・短期大学同窓会 大分県支部

音楽

橋本真紀

同左

〒870-1168

大分市松が丘53-5

24.04.17 大分アカデミック・ウィンド・オーケストラ

音楽

竹内紀夫 髙田喜夫 〒870-0162 大分市明野高尾1-6-1 大分高等学校

24.04.19 Oita Musik Akademie

音楽

小村朋代 河野浩亮 〒870-0841 大分市六坊北町8-33 代表者方

24.05.10 おおいた不二の会

音楽

辛島光義 麻生恭子 〒879-0471 宇佐市四日市3552-1 事務局長方

24.04.25 佐藤朱音バレエ研究所

舞踊

佐藤朱音 佐藤利英子 〒870-0834

24.08.02 タイムスダンススタジオ

舞踊

赤田康子

24.04.19 別府市民劇場

演劇

工藤弘太郎 中村佐市 〒874-0935

退

同左

大分市上野丘西21-7

〒870-0021 大分市府内町3-3-24タイムスビル1＆2F
別府市駅前4-19-201

会

（申し出によるもの）大分ジュニアコーラス
（自然退会） 22年度末

23年度末

白鳥光ピアノ会 児童劇団チャイルド
大分ウィンドフィルハーモニー 大分県新舞踊連盟 新舞踊松宗流一門会
川上賢明 詫間文男 須崎敏郎 並河健治 平松茂男 三浦美穂

お 知 ら せ
芸振の会費は当該年度の４月末日までに納入をお願いしています。
会費の納入が済んでいない方は、はやめに納入してください。
◦会費について
「大分県芸術文化振興会議の会費に関する取扱について」で納入期限を決算年度の初
月末日（但し、入会した年度は、入会金に準じる。）としています。
また、定款第３章第９条（３）に記載のとおり、継続して２年以上会費を滞納した
とき、（退会の申し出のないまま、２年間会費の納入がない場合）会員資格が消滅する
ことになります。会費の納入がない２年を経過して、さらに３年目の決算時までに入
金がない場合は、自然退会となり、会計上雑損の手続きをとります。
事務局からは毎年未納会費がある場合は文書を送付いたしますので、うっかり！と
いうことがないよう、芸振からの文書にはもれなく目を通すようお願いします。
なお、退会のご意思がある場合は、必ず文書でお知らせください。FAX でもけっこ
うです。特に様式はありません。団体名、代表者名、日付、を明記して退会届として
ご提出ください。
◦事務局の新しいスタッフとして安部順子さんが加わりました。
特定非営利活動法人 大分県芸術文化振興会議
TEL：097-536-0522

〒870-0035 大分市中央町３丁目６-１３ 岩尾文具別館２階
FAX：097-536-6188 E-mail：info@geishin.jp URL：http://www.geishin.jp/

