
　平成２２年度 共催・後援事業一覧（平成２２年４月～） (8月31日までの申請分）

主催者名

◎共　　催◎共　　催◎共　　催◎共　　催 　　　

6月 13日 （日） 第43回三曲演奏会～筝・三絃・尺八～ 秋田市文化会館 秋田県三曲連盟

7月 23日 （金） 第49回秋田県書道連盟展（4日間） アトリオン 秋田県書道連盟

7月 24日 （土） 第64回秋田県青年大会（2日間） 秋田県連合青年会

8月 22日 （日） 第42回全県茶道祭 秋田県茶道連盟

◎後　　援◎後　　援◎後　　援◎後　　援

4月 10日 （土） 第30回全国吟詠コンクール秋田県大会 秋田市文化会館 秋田県吟剣詩舞道総連盟

4月 16日 （金） 第38回秋田県墨絵芸術協会展（4日間） アトリオン 秋田県墨絵芸術協会

4月 23日 （金） 松生派松涛会平成22年度いけばな展（3日間） 秋田県立美術館 松生派松涛会

5月 26日 （水） 秋田県立美術館
秋田市美術工芸協会
秋田県デザイン協会

6月 6日 （日） 第32回 千秋茶会 千秋公園 本丸 千秋茶会実行委員会

6月 12日 （土） アトリオン (社)全日本ピアノ指導者協
会　　秋田支部

6月 13日 （日） 第47回秋田県造形美術展（4日間） 秋田県立美術館 秋田県造形美術家協会

6月 17日 （木） 第57回秋田県代表いけばな作家展（6日間） 秋田市文化会館 秋田県いけばな作家協会

6月 19日 （土） 秋田県民会館 大正琴『花かげ会』

6月 20日 （日） 37ｔｈ蔦バレエ研究所発表会 蔦バレエ研究所

6月 20日 （日） 龍生派秋田県中央部支部いけばな展（2日間） 秋田県立美術館 龍生派秋田県中央部支部

6月 27日 （日） 第6回秋田県大衆音楽祭 横手市かまくら館 秋田県大衆音楽協会

7月 4日 （日） 第61回秋田県俳句大会 協働大町ビル 秋田県俳句懇話会

7月 10日 （土） 第6回大正琴合同チャリティーコンサート 能代市文化会館 秋田県大正琴連盟

7月 11日 （日） 第17回秋田県新舞踊発表大会 秋田市文化会館 秋田県新舞踊協会

7月 18日 （日） 秋田市文化会館 AKITA　Ｆ・パフォーミング
アーツ協会

7月 31日 （土） 熊谷重子バレエスクール第57回発表会 秋田市文化会館 熊谷重子バレエスクール

7月 31日 （土） にかほ市潮風公園 秋田県太鼓連盟
太鼓の祭典実行委員会

8月 3日 （火） 秋田市俳句人連盟

8月 4日 （水） 秋和流 サマーコンサート 秋田県民会館 大正琴秋和流

8月 21日 （土） 第56回孝華書院展（4日間） アトリオン 孝華書院

8月 28日 （土） 第57回竹沢バレエ学園定期発表会 大館市民文化会館 竹沢バレエ学園

8月 28日 （土） 第3回秋田県アマチュア歌謡祭 秋田県児童会館 秋田県大衆音楽協会

9月 2日 （木） 創立30周年秋田県吟剣詩舞道大会 秋田市文化会館 秋田県吟剣詩舞道総連盟

9月 4日 （土） 男鹿･潟上･南秋地区芸術文化振興大会 男鹿市民文化会館 地区芸文協連絡協議会

9月 4日 （土） 秋田ふるさと村 (財)日本太鼓連盟県支部
秋田県太鼓連盟

9月 5日 （日） サンルーラル大潟 秋田県川柳懇話会

9月 5日 （日） 第40回秋田県民謡グループ対抗歌合戦 秋田市文化会館 秋田県民謡同好会連合会

シャインプラザ平安
閣秋田

会　場

大仙市大曲市民会館

県営トレーニング
センター

秋田市立図書館
明徳館前

期　日 事　業　名

AKITA　Ｆ・パフォーミングアーツ協会
設立10周年記念公演「アンダルシアの風」

第21回日本海に響け！太鼓の祭典
第24回秋田県太鼓フェスティバル

生涯学習『花かげ会』チャリティーコンサート
“大正琴誕生100年の響き”

秋田市美術工芸協会
秋田県デザイン協会合同展（5日間）

第34回
ピティナ･ ピアノコンペティション秋田予選（2日間）

竿燈祭り協賛
第10回竿燈、夏・秋祭り俳句大会（4日間）

第19回秋田県子ども太鼓、第16回秋田ふるさと村・
第19回東北太鼓フェスティバル（2日間）
第75回秋田県川柳大会
第28回東北川柳連盟川柳大会



主催者名

9月 11日 （土） 第63回いけばな竹青展2010（2日間） 秋田県立美術館 竹青華道会

10月 1日 （金） 第61回秋田県支部草月いけばな展（3日間） 秋田県立美術館 草月会秋田県支部

10月 1日 （金） 第31回水墨画展（4日間） アトリオン 秋田水墨画協会

10月 2日 （土） 第2回秋田民謡全国大会（2日間） 秋田ふるさと村 秋田県民謡協会

10月 2日 （土） 基礎デザイン講習会（2回目：10/9） ジョイナス 秋田県デザイン協会

10月 2日 （土） 能代市文化会館 たなはしあゆこﾊﾞﾚｴｽｸｰﾙ

10月 3日 （日） 第16回平福百穂顕彰短歌大会 角館樺細工伝承館 短歌大会実行委員会

10月 8日 （金） 三浦絵美子ピアノリサイタル アトリオン 三浦絵美子

10月 10日 （日） 第29回東北ハーモニカフェスティバル ｉｎ 秋田 秋田市文化会館 東北ハーモニカ連盟秋田会

10月 16日 （土） 第8回北涯俳句大会（表彰式）、17日：吟行会 北涯俳句大会実行委員会

10月 17日 （日） 第34回秋田県民俗芸能大会　 秋田県教育委員会

10月 17日 （日） 第38回横手混声合唱団定期演奏会 横手市民会館 横手混声合唱団

10月 24日 （日） 協働大町ビル 秋田県歌人懇話会

10月 30日 （土） 第68回秋田県綜合いけばな展（10日間） 秋田市文化会館 秋田県華道連盟

10月 31日 （日） 第20回秋田県少年少女川柳大会(締切）、12月発表 秋田県川柳懇話会

10月 31日 （日） 山田朗子秋のコンサート 秋田市文化会館 山田朗子

11月 5日 （金） 秋田ふるさと村 実行委員会

11月 14日 （日） 第17回横手平鹿合唱祭 横手平鹿合唱連盟

11月 23日 （火） 二科会写真部第35回東北公募展（6日間） 二科会写真部東北地区

11月 27日 （土） 2010年ピティナ・ピアノステップ秋田（2日間） アトリオン (社)全日本ピアノ指導者協
会　　秋田支部

11月 28日 （日） 秋田市文化会館 奥村信子バレエ研究所

12月 5日 （日） 第3回伝統を継ぐ田中郷子邦楽演奏会 アトリオン 筝曲生田流宮城社田中郷子

（平成23年）

1月 8日 （土） 大仙市長

2月 12日 （土） 華道家元池坊秋田支部『翠倫会』花展（2日間） 秋田県立美術館 華道家元池坊秋田支部『翠倫会』

大仙市大曲市民会館

平鹿町生涯学習ｾﾝﾀｰ

会　場

三種町八竜公民館
藤里町
八郎潟町農村環境
改善ｾﾝﾀｰ

第5回東北地区押し花芸術祭 ｉｎ 秋田（3日間）

期　日

研究所39周年 ～2010 BALLET FESTIVAL～

第23回大仙市大曲新人音楽祭コンクール（2日間）

福島県文化センター

平成22年度県歌人懇話会総会、全県短歌大会

事　業　名

52周年記念公演「一人一人が輝いて」


