令和元年度 会務・事業報告
年 月 日

項

目

会

場

◎会務（会議）関係
31年 4月 17日 会計監査（平成30年度決算）

藤原・佐々木・佐藤各監事出席 あきた文化交流発信センター

4月 26日 正・副会長会

あきた文化交流発信センター

1年 5月 8日 第1回理事会

あきた文化交流発信センター

5月 30日 令和元年度定時総会（平成30年度決算）原案承認可決

秋田ビューホテル

6月 27日 正・副会長会

あきた文化交流発信センター

7月 4日 第2回理事会

あきた文化交流発信センター

11月 8日 正・副会長会

あきた文化交流発信センター

12月 6日 第3回理事会

あきた文化交流発信センター

2年 3月 6日 正・副会長会

あきた文化交流発信センター

3月 13日 第4回理事会（令和2年度予算）原案承認可決

あきた文化交流発信センター

◎秋田県地域文化振興事業
1年 5月 23日 補助金審査会

・市町村芸術文化団体補助事業：8事業

あきた文化交流発信センター

・後継者育成補助事業：5事業
◎秋田県芸能フェスティバル2019ｉｎ横手 ＆ 第14回横手市民ステージ祭・令和元年度横手市交流美術展
1年 11月 2日 出演：県協会員並びに横手市芸文協会員 43団体、537名
11月 3日

入場者約900名

横手市民会館大ホール

◎秋田県芸術文化振興大会
2年 2月 20日 講演 『音を生み出す力』～伝統音楽の今と今後の展開～
講師 尺八演奏家 藤原 道山 氏
◎団体育成講師派遣（３件）

秋田市にぎわい交流館AU
多目的ホール

（講師名）

1年 10月 5日 由利本荘市芸文協連合会／第15回由利本荘市俳句大会

土谷敏雄氏

10月 12日 大館市芸術文化連盟／大館市芸術文化祭市民短歌大会

福岡勢子氏

10月 19日 秋田県現代詩人協会／秋田の詩祭2019

高橋玖未子氏

◎あきた民謡祭事業
1年 6月 9日 あきた民謡祭

秋田市文化会館大ホール

◎若者文化支援事業
31年 4月 ～ 2年 3月 若者文化支援事業、若手アーティスト育成事業

拠点センターアルヴェ他

◎あきた県民文化芸術祭共催事業
1年 10月 9日 （～14日） アーツアーツ２０１９展

アトリオン美術展示ホール

10月 19日 （～20日） 秋田県青少年音楽コンクール〔ピアノ部門〕

アトリオン音楽ホール

11月 15日 あきたの文芸表彰式

県第2庁舎大会議室

11月 23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 24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

2年 2月 4日 秋田県芸術選奨表彰式

県正庁

◎あきた文化交流発信センター運営事業
31年 4月 1日 あきた文化交流発信センター（ふれあーるAKITA）の
運営業務受託（1年間）
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あきた文化交流発信センター

年 月 日

項

目

会

場

◎第45回秋田県秀作美術展
1年 12月 6日 実行委員会（実施計画等打合せ）

あきた文化交流発信センター

2年 2月 27日 （～3/1） 会期中入場者 ９４７名

出品数 １３０点

県立美術館県民ギャラリー

◎表彰事業（秋田県芸術文化章）
1年 11月 22日 選考会議

あきた文化交流発信センター

12月 18日 秋田県芸術文化章授章式、祝賀会

7個人授章

秋田キャッスルホテル

◎第16回大同書展
1年 5月 9日 （～13日） 出展者10名 会期中入場者 ７６５名

アトリオン美術展示ホール

◎秋田の文化財を旅する
1年 10月 3日 北秋田市の文化財を中心に研修視察

北秋田市

「阿仁の寺院と森吉山散策の旅」 参加者 35名
◎刊行事業
1年 9月 30日 あきた芸文ニュース第39号発行
2年 3月 31日 あきた芸文ニュース第40号発行
◎東北・北海道芸術文化団体協議会関係
1年 6月 12日 東北・北海道交流写真展（5日間）

福島市

6月 13日 令和元年度東北・北海道芸術文化団体協議会総会
「コラッセふくしま」
◎慶 弔
慶
祝
弔
慰
1年 7月 6日 秋田県民俗芸能協会創立50周年記念式典 31年 4月 2日 増澤土龍殿（篆刻・元理事）
7月 7日 秋田県俳句懇話会創立70周年記念式典
4月 7日 門間久一郎殿（謡曲）
9月 7日 男鹿･潟上･南秋地区芸術文化振興大会
4月 8日 杉村月郊殿（華道）
第30回

9月 8日 （公社）俳人協会東北俳句大会･秋田大会
10月 18日 第13回仙北市芸術文化振興大会
五城目町芸術文化章並びに創設50周年記
11月 10日 念表彰授賞式

11月 10日 秋田県写真協会創立50周年記念式典
11月 24日 本荘芸術文化協会創立50周年記念式典
2年 2月 9日 秋田県演劇団体連盟創立50周年記念祝賀会

1年 7月 17日 加賀屋裕楓殿（華道・元理事）
9月 23日 千葉三郎殿（文芸）
9月 25日 梅津清一殿（元副会長）
2年 1月 2日 小玉正文殿（地域貢献・元理事）
1月 11日 佐野春子殿（音楽）
1月 19日 猿田寒坊殿（川柳）

男鹿市芸術文化章授賞式並びに芸術文化
2月 11日 振興大会

年 月 日

事 業 名

会

場

◎共 催 （６件）
秋田市文化会館
1年 5月 12日 芸術文化フェスティバル The あきた
6月 23日 第52回秋田県三曲連盟定期公演「三曲演奏会」 アトリオン
8月 25日
9月 1日
11月 20日
2年 1月 30日
◎後

第51回全県茶道祭 講演会：鈴木司氏（秋田公立美術 秋田キャッスル
大学教授） 演題『例えでみるとわかる多様な美術表現』 ホテル
県内各地
あきた県民文化芸術祭2019（～11/30）
第11回秋田工芸展－秋田の工芸・その心と技－
秋田県立美術館
第58回秋田県工芸家協会展（5日間）
第11回秋田県新春書初め大会
さきがけホール
（募集、審査・表彰、展示、4日間）

申請団体・個人名
秋田の地域文化を咲かせる会

秋田県三曲連盟
秋田県茶道連盟
秋田県
秋田県工芸家協会
大会実行委員会

援 （７１件）

31年 4月 13日 第10回秋田民謡全国大会（2日間）
第38回秋田県吟剣詩舞道大会

4月 19日 併催 全国吟剣詩舞コンクール秋田県大会
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協和市民センター 秋田民謡全国大会
「和ピア」
実行委員会
男鹿市民ふれあい
秋田県吟剣詩舞道総連盟
プラザ ハートピア

年 月 日
◎後 援

事 業 名

会

31年 4月 19日 第57回秋田市書道会展（4日間）

場

アトリオン

2019年松生派いけばな展

4月 20日 「百花繚乱 ―百年の、そのさきへ―」（2日間）
トㇾ・コンアモーレ第12回母の日コンサート

申請団体・個人名
秋田市書道会

にぎわい交流館AU いけばな松生派

6月 2日 第41回 千秋茶会

秋田ふるさと村
ドーム劇場
大仙市
大曲市民会館
千秋公園 本丸

母の日コンサート
実行委員会
（公財）日本民謡協会
秋田県連合委員会
千秋茶会実行委員会

6月 6日 デザインと美術工芸の協奏（5日間）

アトリオン

秋田県デザイン協会

1年 5月 12日 「あなたの心に残る歌」
5月 12日 2019年度 民謡・民舞秋田県連合大会

6月 15日 龍生派秋田県中央部支部いけばな展（2日間） にぎわい交流館AU 龍生派秋田県中央部支部
創立50周年記念事業「あきた演劇フェスティバル」
県内各地
秋田県演劇団体連盟
6月 15日
（8公演、～2年2/9）
第35回日本大衆音楽祭全国大会選抜兼

6月 16日 第15回秋田県大衆音楽祭
6月 16日 第15回「茶の湯文化にふれる市民講座」

能代市文化会館

秋田県大衆音楽協会

秋田市文化会館

(一社)表千家同門会秋田県支部

6月 21日 第70回秋田県支部草月いけばな展（3日間）

ｱﾙｳﾞｪきらめき広場 草月会秋田県支部

第72回『いけばな竹青展2019』
にぎわい交流館AU 竹青華道会
6月 22日 —KAKEHASHI—（2日間）
6月 23日 第52回秋田県赤十字芸能奉仕団『愛の芸能祭』 秋田市文化会館 秋田県赤十字芸能奉仕団

6月 23日 秋田県歌人懇話会総会・全県短歌大会

協働大町ビル

2019年 第43回
7月 7日 ピティナ･ ピアノコンペティション秋田地区予選

アトリオン

7月 7日 創立70周年記念 秋田県俳句大会
第32回

7月 20日 東北地区各流合同仕舞・囃子の集い秋田大会
8月 2日 第58回秋田県書道連盟展（4日間）
令和元年秋田市竿燈祭り協賛

協働大町ビル
秋田市民俗芸能
伝承館
アトリオン

秋田県歌人懇話会
(一社)全日本ピアノ指導者
協会秋田支部
秋田県俳句懇話会
秋田県謡曲連盟
秋田県書道連盟

8月 3日 第19回竿燈・夏秋祭り俳句大会（4日間）
あき
8月 4日 第10回朗コンサート

にぎわい交流館AU 秋田市俳句人連盟

アトリオン

山田朗子

8月 8日 第57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

8月 22日 第65回孝華書院展（5日間）

アトリオン
早川みかＴＡＰダンススタジオ発表会
秋田市文化会館
8月 25日 第8回東日本大震災チャリティーショー
①秋田の身體2019 ＆ 雪雄子舞踏公演、②「舞踏 ①旧金子家住宅、②
8月 25日 のふるさと土方巽の秋田」秋田写真展（16日間）
ふれあーるAKITA

8月 31日 アジアトライAKITA 千秋芸術祭2019（2日間）

千秋公園 本丸

石井漠・土方巽記念 国際ダンスフェスティバル

秋田市文化会館
ほか県内各地
協和市民センター
9月 1日 第49回秋田県民謡グループ対抗歌合戦
「和ピア」
第2回ダンススタジオCHEE:SE発表会「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」
秋田県児童会館
9月 1日
令和元年度
八郎潟町農村環
9月 7日 男鹿･潟上･南秋地区芸術文化振興大会
境改善センター
9月 14日 第44回華道家元池坊東北六県連合花展（2日間） ｱﾙｳﾞｪきらめき広場

9月 1日 2019 『踊る。秋田』Vol.5 （～11/17）

孝華書院
早川みかＴＡＰダンススタジオ

NPO法人
土方巽記念秋田舞踏会
ｱｼﾞｱﾄﾗｲAKITA
千秋芸術祭実行委員会
国際ダンスフェスティバル
実行委員会
秋田県民謡同好会連合会
ダンススタジオＣＨＥＥ：ＳＥ
男鹿･潟上･南秋地区芸術
文化協会連絡協議会
華道家元池坊秋田支部

9月 20日 第46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

9月 21日 61ｔｈ ～踊り心つながる～

能代市文化会館

たなはしあゆこﾊﾞﾚｴｽｸｰﾙ

9月 26日 秋田水墨画協会「第40回水墨画展」（4日間）

アトリオン
秋田ふるさと村
ドーム劇場
アトリオン

秋田水墨画協会

9月 29日 第29回横手マンドリンクラブ定期演奏会
10月 4日 第１３回書人秋田展（3日間）
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横手マンドリンクラブ
書人秋田会

年 月 日
◎後 援

事 業 名

会

1年 10月 11日 市川慎箏リサイタル
10月 14日 第84回秋田県川柳大会
10月 18日 第一美術協会 第33回秋田県支部展（4日間）
10月 18日 第14回仙北市芸術文化振興大会
10月 20日 第56回「秋田市民合唱祭」
仙北市文化祭（田沢湖）協賛

10月 26日 第3回「大正琴セレナーデ」

第62回秋田市芸術祭 第5回秋田市文化の祭典

10月 26日 第77回秋田県綜合いけばな展（9日間）
令和元年度 産業と文化の祭典

10月 26日 「由利本荘市民まつり」協賛 本荘芸文協創立50
周年記念『第15回市民芸術文化祭』（2日間）

場

申請団体・個人名

アトリオン
秋田キャッスル
ホテル
アトリオン
ふれあいプラザ
「クリオン」
秋田市文化会館

生田流 箏曲清絃会

仙北市民会館

大正琴ｾﾚﾅｰﾃﾞ実行委員会

秋田市文化会館

秋田県華道連盟

秋田県川柳懇話会
第一美術協会秋田県支部
仙北市芸術文化協会
秋田市民合唱連盟

由利本荘市文化
本荘芸術文化協会
交流館『カダーレ』

10月 27日 第45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 27日 第4回ハーモニカふれあいコンサート

秋田県ハーモニカ協会

11月 3日 ピアノワンダーランドVol.5

にぎわい交流館AU
アルヴェ2F
多目的ホール
アトリオンミニコン
サートホール

11月 3日 第5回秋田市文化の祭典

秋田市文化会館

11月 4日 あきた芸能つどいの会 芸能フェスティバル

五城目町民センター あきた芸能つどいの会

11月 10日 創立50周年記念 秋音会ピアノ発表会

秋田県児童会館

11月 10日 第26回横手平鹿合唱祭

平鹿生涯学習ｾﾝﾀｰ 横手平鹿合唱連盟

いきいき長寿あきた2019

11月 1日 ねんりんピック「ねんりん美術展」（3日間）

11月 10日 第55回能代市民芸術文化祭文化フェスティバル 能代市文化会館
秋田ふるさと村

11月 16日 第12回マンドリン＆ギターデュオ「コンサート響き」 スペーシア

社会福祉法人

秋田県社会福祉協議会
ピアノワンダーランド in
AKITA 実行委員会
（一社）秋田市文化団体連盟

秋音会
NPO法人
能代市芸術文化協会
コンサート響き実行委員会

北前船寄港地･船主集落日本遺産認定記念

11月 16日 「日本海大正琴交流大演奏会」＆「北前船伝承

秋田市文化会館

秋田県大正琴連盟

民俗芸能の祭典」（2日間）

11月 22日 第43回二科会写真部東北地区公募展（4日間） アトリオン
12月 7日 研究所48周年～2019年 BALLET FESTIVAL～ 秋田市文化会館

(一社)二科会写真部
東北地区秋田支部
奥村信子バレエ研究所

12月 8日 Ａｋｉｔａ Jam Festival 2019

秋田県立体育館

12月 15日 第18回ピティナ・ピアノステップ秋田

アトリオン

12月 28日 五人楽女「魅惑のしらべ」2019 in 秋田

アトリオン

（一財）秋田県総合公社
(一社)全日本ピアノ指導者
協会秋田支部
大正琴研修院秋和流

アトリオン

孝華書院

1月 11日 演劇大学ｉｎ横手ウインターキャンパス（3日間）

横手市民会館

実行委員会

1月 16日 第15回毎日書道秋田新春展（5日間）

アトリオン

毎日新聞秋田支局

1月 19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年 1月 10日 第37回茂遠書会展（5日間）

1月 25日 第2回公演「Ｓ・Ｒ ＢＯＸ ～Ｓ.Ｔ.Ｒａｙｓ Magic～」 秋田県児童会館

ダンススタジオＳ．Ｔ．Ｒａｙｓ

1月 30日 第4回新春小品書展（4日間）

さきがけホール

秋田県書道連盟

2月 23日 創立50周年記念発表会

さきがけホール

2月 27日 第37回2020秋田県写真公募展（4日間）

アトリオン

秋田県民俗芸能協会
NPO法人
能代市芸術文化協会
秋田県写真協会

3月 6日 第58回秋田市書道会展（4日間）

アトリオン

秋田市書道会

2月 23日

能代ミュージカル第39話
『十割そばの里 幸福の里～鶴形そば物語～』

能代市文化会館

◆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。
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