
会　　　場

28年 4月 13日 会計監査（平成27年度決算）　　畠山、東海林、鈴木各監事出席県民会館（ジョイナス）

4月 27日 正・副会長会 県民会館（ジョイナス）

5月 13日 第1回理事会 県民会館（ジョイナス）

5月 26日 平成28年度定時総会（平成27年度決算）原案承認可決 秋田キャッスルホテル

8月 2日 第2回理事会 県民会館（ジョイナス）

11月 4日 正・副会長会 県民会館（ジョイナス）

29年 1月 27日 正・副会長会 県民会館（ジョイナス）

2月 2日 第3回理事会 県民会館（ジョイナス）

3月 17日 正・副会長会 県民会館（ジョイナス）

3月 24日 第4回理事会（平成29年度予算）原案承認可決 県民会館（ジョイナス）

◎秋田県地域文化振興事業

28年 6月 14日 補助金審査会 ・市町村芸術文化団体補助事業：9事業 県民会館（会議室）

・後継者育成補助事業：2事業

◎秋田県芸能フェスティバル２０１６

28年 7月 22日 秋田県芸能フェスティバル出演代表者打合せ会議 県民会館（ジョイナス）

8月 28日 秋田県芸能フェスティバル（出演団体：9） 県民会館大ホール

◎秋田県芸術文化振興大会

29年 3月 1日 秋田市にぎわい交流館AU

　　講師　秋田大学名誉教授　佐藤　稔氏 　多目的ホール

公演　劇「減塩寸劇」出演五城目町だまこ座

◎団体育成講師派遣（２件） 　（講師名）

28年 10月 8日 大館市芸術文化連盟／大館市芸術文化祭市民短歌大会 小熊　正明氏

10月 10日 武藤　鉦二氏

◎あきた県民文化芸術祭共催事業

28年 10月 15日 秋田県青少年音楽コンクール〔ピアノ部門〕（2日間） アトリオン音楽ホール

10月 29日 あきたの美術2016（9日間） 秋田県立美術館

11月 19日 秋田県青少年音楽コンクール〔弦楽器部門・声楽部門〕 アトリオン音楽ホール

11月 20日 秋田県青少年音楽コンクール〔管・打楽器部門〕 アトリオン音楽ホール

11月 22日 あきたの文芸表彰式 秋田県正庁

12月 11日 秋田県青少年音楽コンクール第20回記念演奏会 アトリオン音楽ホール

29年 2月 3日 秋田県芸術選奨表彰式 秋田県正庁

◎あきた文化交流発信センター運営事業

28年 4月 1日

ＡＫＩＴＡ）の運営業務受託による（1年間）

◎第42回秋田県秀作美術展

28年 12月 2日 実行委員会（実施計画等打合せ） 県民会館（ジョイナス）

29年 3月 9日 （～3/12）　会期中入場者 924名　　　出品数　135点 秋田県立美術館

◎表彰事業（秋田県芸術文化章）

28年 11月 9日 選考会議 県民会館（ジョイナス）

12月 15日 秋田県芸術文化章授章式、祝賀会　　7個人授章 秋田ビューホテル

会　　　場

◎秋田の文化財を旅する

28年 9月 14日 能代市内

年　月　日 項　　　　　　　　　　　目

国登録有形文化財 旧料亭金勇、井坂記念館を中心に研修視察

平成２８年度　会務・事業報告

年　月　日 項　　　　　　　　　　　目

◎会務（会議）関係

講演 「間違いなのでしょうか？　この日本語！ 」

由利本荘市芸術文化協会連合会／第12回由利本荘市俳句大会

フォンテＡＫＩＴＡ 6Ｆのあきた文化交流発信センター（ふれあーる
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　参加者　36名　ほかに能代市芸文協関係5名

◎刊行事業

28年 9月 30日 あきた芸文ニュース第33号発行

29年 3月 31日 あきた芸文ニュース第34号発行

◎東北・北海道芸術文化団体協議会関係

28年 6月 10日 平成28年度東北・北海道芸術文化団体協議会総会・交流事業青森市「ラ・プラス青い森」

◎慶　　弔

　　　　　　　　　　　慶　　　　　　祝 　　       　　　　　弔　　　　　　慰

28年 9月 3日 28年 4月 20日 高橋彰彦殿（地域・音楽）

9月 11日 9月 12日 安倍宗琴殿（元理事・茶道）

10月 18日

11月 26日

29年 2月 4日

申請団体・個人名

◎共　　催　（８件） 　　　

28年 6月 12日 第49回定期公演「三曲演奏会」 秋田県三曲連盟

7月 9日 第70回秋田県青年大会（2日間） 秋田県連合青年会

8月 28日 秋田県茶道連盟

9月 1日 あきた県民文化芸術祭2016（～11/30） 秋田県

11月 13日 第23回横手平鹿合唱祭 横手平鹿合唱連盟

11月 30日 秋田県立美術館 秋田県工芸家協会

29年 1月 8日 秋田県立武道館 大会実行委員会

3月 19日 秋田市文化会館 国民文化祭を記念する会

◎後　　援　（８３件）

28年 4月 1日 アトリオン 秋田市書道会

4月 3日 秋田テルサ
日本ジャズダンス芸術協
会

4月 9日 秋田民謡全国大会

4月 9日 竹青華道会

4月 14日 秋田県吟剣詩舞道総連盟

4月 16日 アトリオン 山田朗子

4月 22日 アトリオン 秋田師仙会

4月 23日 松生派松涛会

4月 30日 大和花道秋田支部

5月 8日 横手市民会館 母の日コンサート実行委員会

5月 13日 草月会秋田県支部

5月 14日 清栄流華道会

5月 26日 アトリオン 秋田県デザイン協会

申請団体・個人名

◎後　　援

28年 5月 29日 秋田ビューホテル（一財）小原流秋田支部

6月 2日
秋田県いけばな作家協
会

6月 2日
国際ダンスフェスティバ
ル

文化講演「日本舞踊との出合い」中村流松鶴会十世家元七代目中村虎治氏

男鹿･潟上･南秋地区芸術文化振興大会

岩城芸術文化協会40周年記念式典

第11回仙北市芸術文化振興大会

にかほ市芸術文化協会10周年記念式典
男鹿市芸術文化章授賞式並びに芸術文化
振興大会

秋田県内

横手市民会館

第８回秋田工芸展－秋田の工芸・その心と技－
　第55回秋田県工芸家協会展（5日間）

第８回秋田県新春書初め席書大会

国民文化祭を記念する「第６回県民フェスティバル」

第54回秋田市書道会展（4日間）
　特別企画：祈りの般若心経展Ⅲ

年　月　日 事　業　名 会　　場

アトリオン

県立中央公園
スポーツゾーン

第48回全県茶道祭　講演会 講師：佐藤佳紀氏
　　演題「『三十六歌仙絵』の流転」

秋田キャッスルホ
テル

第７回 朗
アキ

コンサート
第13回師仙会書展（4日間）

松生派松涛会平成28年度いけばな展（2日間） にぎわい交流館AU

大和花道秋田支部
 創立70周年記念いけばな展「いけるよろこび」（2日

県ゆとり生活創造
センター遊学舎会
議棟

第27回全国ＪＤＡダンスコンクール
　第１回秋田県支部大会

第７回秋田民謡全国大会（2日間）
協和市民セン
ター「和ピア」

第69回いけばな竹青展2016-響・あうⅡ-（2日間） さきがけホール

第35回秋田県吟剣詩舞道大会
　併催 全国吟詠コンクール秋田県大会

秋田市民俗芸能
伝承館

年　月　日 事　業　名 会　　場

支部創立60周年・青年部設立25周年記念
　特別講習会・祝賀会
平成28年度
　「第62回秋田県代表いけばな作家展」（6日間）

にぎわい交流館AU

トㇾ・コンアモーレ「母の日コンサート・いのちのうた」

第67回秋田県支部草月いけばな展（3日間） アルヴェきらめき広場

清栄流創流65周年記念いけばな展（2日間） にぎわい交流館AU

デザインと美術工芸の協奏（5日間）

第１回石井漠・土方巽記念国際ダンスﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　「踊る。秋田2016」（～11/6）

秋田市文化会館ほか
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6月 5日 秋田市文化会館
鎌田和子フラ25周年記
念発表会実行委員会

6月 5日 第38回 千秋茶会 千秋公園 本丸 千秋茶会実行委員会

6月 5日 アトリオン 合唱団コール虹

6月 11日 華道家元池坊秋田支部

6月 18日 アトリオン 大正琴『花かげ会』

6月 19日 秋田県大衆音楽協会

6月 19日 秋田県赤十字芸能奉仕団

6月 26日 秋田県歌人懇話会総会・全県短歌大会 協働大町ビル 秋田県歌人懇話会

7月 2日 秋田県演劇人協会

7月 3日
(一社)全日本ピアノ指導
者協会秋田支部

7月 10日 第67回秋田県俳句大会 協働大町ビル 秋田県俳句懇話会

7月 11日 平成28年度「松竹大歌舞伎」公演 秋田県民会館
（一財）秋田県総合公社
県民会館事務所

7月 15日 第54回秋田県造形美術展（4日間） アトリオン 秋田県造形美術家協会

7月 16日
AKITA　Ｆ・パフォーミン
グアーツ協会

7月 17日 蔦バレエ研究所『美の祭典～akita彩色健美』 蔦バレエ研究所

7月 22日 アトリオン 秋田県書道連盟

7月 24日 第12回「茶の湯文化にふれる市民講座」
(一社)表千家同門会秋
田県支部

7月 24日 秋田市文化会館 （一社）秋田市文化団体連盟

7月 31日 秋田市文化会館
（公財）日本民謡協会
秋田県連合委員会

8月 3日 秋田市俳句人連盟

8月 7日 第23回公演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

8月 20日 秋田県音楽普及協会

8月 21日 秋田県大衆音楽協会

8月 21日 秋田県川柳懇話会

8月 25日 第62回孝華書院展（5日間） アトリオン 孝華書院

8月 27日 秋田市文化会館 平沢有子ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ

9月 3日 秋田県ジャズダンス協会

9月 3日 男鹿･潟上･南秋地区芸術文化振興大会
男鹿･潟上･南秋地区芸術
文化協会連絡協議会

9月 3日 能代市文化会館 秋田県大正琴連盟

9月 4日
日本太鼓財団秋田県支
部　　　秋田県太鼓連盟

9月 11日 第44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

9月 11日 第46回秋田県民謡グループ対抗歌合戦 秋田県民謡同好会連合会

9月 16日 第44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

申請団体・個人名

◎後　　援

28年 9月 19日 第47回秋音会ピアノ発表会 アトリオン 秋音会

9月 22日 第２回「児童舞踊の仲間集まれ」公演 能代市文化会館 （一社）全日本児童舞踊協会

9月 23日 アトリオン 第一美術協会秋田県支部

9月 24日 秋田市文化会館 秋田県華道連盟

10月 18日 第11回仙北市芸術文化振興大会 仙北市芸術文化協会

10月 19日 にぎわい交流館 秋田県ハーモニカ協会

10月 21日 第16回二科会写真部秋田支部展（4日間） アトリオン
(一社)二科会写真部
秋田支部

創立30周年記念演奏会
　童謡「花かげ」の里、山梨県甲州市に感謝を込めて
第32回日本大衆音楽祭全国大会選抜兼
　第12回秋田県大衆音楽祭

男鹿市文化会館

第49回秋田県赤十字芸能奉仕団『愛の芸能祭』 秋田県民会館

第2回「横手演劇フェスティバル」（2日間） 横手市「かまくら館」

東日本大震災チャリティー
　鎌田和子フラ25周年記念発表会

メモリアルコンサート ～羽川正先生を偲んで～

支部創立75周年
　第53回華道家元池坊秋田支部花展（2日間）

アルヴェ
きらめき広場

秋田市文化会館

第2回秋田市文化の祭典

平成28年度民謡・民舞秋田県連合大会

秋田市竿燈祭り協賛
　第16回竿燈・夏秋祭り俳句大会（4日間）

にぎわい交流館
AU２F

アマチュア音楽愛好者たちの祭典
　おんぷの会第2回「チャレンジコンサート」

アトリオン

第40回ピティナ･ ピアノコンペティション秋田地区予選
にぎわい交流館
多目的ホール

AKITA　Ｆ・パフォーミングアーツ協会公演
　「ｆｌｏｒｅｓ－舞台に咲く花々」

秋田市文化会館

大仙市大曲市民
会館

第55回秋田県書道連盟展（4日間）

年　月　日 事　業　名 会　　場

第10回秋田県アマチュア歌謡祭兼
　第32回日本大衆音楽祭全国大会選抜者壮行会

さきがけホール

第34回東北川柳連盟川柳大会及び
　第81回秋田県川柳大会

ふきみ会館

第14回平沢有子クラシックバレエスタジオ発表会

秋田県ジャズダンス協会合同公演 vol.3 秋田県児童会館

第一美術協会ミニ巡回展・
　第30回秋田県支部展（5日間）
第２回秋田市文化の祭典
　第74回秋田県綜合いけばな展（9日間）

ふれあいプラザ
「クリオン」

ハーモニカふれあいコンサート

男鹿市民文化会
館

第11回秋田県大正琴音楽祭
鼓動の競演！太鼓の祭典！第22回秋田ふるさと村・
　第25回秋田県子ども太鼓フェスティバル

秋田ふるさと村
ドーム劇場

協和市民センター
「和ピア」
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10月 23日 第26回横手マンドリンクラブ定期演奏会 横手市民会館 横手マンドリンクラブ

10月 26日 秋田水墨画協会　第37回水墨画展（4日間） アトリオン 秋田水墨画協会

10月 28日 平成28年度 第16回耿墨展（4日間） 書道研究 耿禾会

10月 29日 第38回秋田県民俗芸能大会 大館樹海ドーム 秋田県教育委員会

10月 29日 本荘芸術文化協会

10月 30日 第42回秋田マンドリン倶楽部定期演奏会 アトリオン 秋田マンドリン倶楽部

10月 31日 秋田県川柳懇話会

11月 5日
（公財）秋田県長寿社会
振興財団

11月 6日 能代市文化会館
（公社）全日本きものコン
サルタント協会秋田県会

11月 6日 アトリオン フェスティバル実行委員会

11月 13日 能代市文化会館
NPO法人
能代市芸術文化協会

11月 17日 第40回二科会写真部東北地区公募展（4日間）
(一社)二科会写真部
秋田支部

11月 27日 アトリオン 舟橋瑞郎ギター教室

12月 3日
コンサート響き実行委員
会

12月 17日 秋田県児童会館
FAN-C（ファンシー）
（代表　佐藤多恵　西根千
鶴）

12月 18日 第15回ピティナ・ピアノステップ秋田（2日間） アトリオン
(一社)全日本ピアノ指導
者協会秋田支部

12月 23日 奥村信子バレエ研究所

29年 1月 13日 秋田県民会館
（一財）秋田県総合公社
県民会館事務所

1月 15日 アトリオン 混声合唱団カンパネラコール

1月 19日 さきがけホール 秋田県書道連盟

1月 20日 第34回茂遠書会展（5日間） アトリオン 孝華書院

1月 22日 「初春のしらべ」（箏・三絃・尺八演奏会） アトリオン 秋田県三曲連盟

2月 11日 秋田市文化会館
あきた演劇フェスティバ
ル実行委員会

3月 4日 秋田県演劇団体連盟

3月 5日 アトリオン
(一社)全日本ピアノ指導
者協会秋田支部

3月 19日 あきた芸能フェスティバルチャリティーショー あきた芸能つどいの会

3月 24日 アトリオン 秋田市書道会

横手市「Ｙ２プラザ」

産業と文化の祭典「由利本荘市民まつり」協賛
　『第12回市民芸術文化祭』（2日間）

由利本荘市文化
交流館『カダー

八戸市美術館

第７回舟橋瑞郎ギターコンサート
第10回マンドリン＆ギターデュオコンサート
　「響きＳｐｅｃｉａｌ」

横手市「かまくら館」

五感で感じる、コミュニケーションを楽しむエンター
　テインメントショー

研究所45周年 ～2016 BALLET FESTIVAL～ 秋田市文化会館

第25回秋田県少年少女川柳大会（締切）
いきいき長寿あきた2016　ねんりんピック
　いきいきシルバー美術展（14日間）

中央シルバーエリア

2017日本の心と美の祭典全日本きもの装い
　コンテスト・きものフェスティバル東北大会
国文祭メモリアルフェスティバルinAKITA　2016
　ピアノフェスティバル

第52回能代市民芸術文化祭文化フェスティバル

第16回ピティナ･ピアノコンペティション入賞者記念
　コンサート

八郎潟町農村環
境改善センター

第55回展・秋田市文化功績章受章記念
　秋田市書道会展（4日間）

　◆事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の付属明細書は作成しておりません。

秋田県民会館みらいへのクラシックコンサート ～阿
　部未来･山形交響楽団とオーケストラのとびらを開く～

創立70周年記念演奏会

第１回新春小品書展（4日間）

あきた演劇フェスティバル2016
　①100LIFE（2/11･12）　②ばあさん（2/18･19）
秋田県演劇セミナー　①モデル公演
　　　　　〃　　　　　　   ②演劇セミナー（3/5）

①能代市文化会館
②能代市「湯らくの
宿」
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