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Ⅰ  会議等開催報告 

 

 １  定時総会 

  (1) 第７回定時総会 

ア）開催方法   新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から総会の開催を 

        中止し、書面での決議を取り進めたところ、全会員の同意 

が得られたので、全会員の同意が得られた令和 2年 5月 13 

日に標記総会の決議があったものとみなした。 

    イ）決議内容    ① 令和２年度岩手県芸術文化協会表彰者について 

                      ② 岩手県芸術文化協会令和元年度事業報告及び収支決算 

について 

③ 岩手県芸術文化協会令和２年度事業計画及び収支予算 

について など 

 

 ２  理事会 

 (1)  第 27回理事会 

   ア）開催日時等   令和 2年 4月 16日（木）13時 30分  県公会堂 2階 21号室 

   イ）開催内容     ① 岩手県芸術文化協会令和元年度事業報告について 

② 岩手県芸術文化協会令和元年度収支決算について 

③ 令和 2年度岩手県芸術文化協会表彰者案について 

④ 第 7回定時総会の書面決議について 

⑤ 岩手芸術祭総合フェスティバル地域開催事業の開催地区 

案について など 

 

   (2)  第 28回理事会 

   ア）開催日時等   令和 2年 8月 6日（木）13時 30分  県公会堂 2階 26号室 

    イ）開催内容     ① 岩手県芸術文化協会令和 2年度事業報告について 

② 第 7回定時総会の書面協議結果について 

③ 令和 2年度東北北海道芸術文化団体協議会総会の書面協議 

結果について 

④ 法人賛助会員の新加入の状況について 

⑤ 第 4回芸術体験イベントの開催内容について など 

 

    (3)  第 29回理事会 

   ア）開催日時等   令和 2年 12月 10日（木）13時 30分  県水産会館 大会議室 

   イ）開催内容     ① 岩手県芸術文化協会令和 2年度事業報告について 

② 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバルの開催状況について 

③ 第 4回芸術体験イベントの開催内容について 

④ 令和 3年度事業計画案について 

⑤ 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル in いわいの開催案 

  について 

⑥ 令和 2年度いわて芸文研修会の開催案について など 



    (4)  第 30回理事会 

   ア）開催日時等   令和 3年 3月 25日（木）13時 30分  県民会館第 1会議室 

   イ）開催内容     ① 岩手県芸術文化協会令和 2年度事業報告について 

② 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル in いわいの開催状況 

について 

③ 岩手県芸術文化協会令和 2年度収支予算補正案について 

④ 岩手県芸術文化協会令和 3年度事業計画案について 

⑤ 岩手県芸術文化協会令和 3年度収支予算案について など 

 

 ３ 運営委員会 

 (1)  第１回運営委員会 

   ア）開催日時等   令和 2年 4月 7日（火）13時 30分 県民会館第 5会議室 

   イ）開催内容     ① 令和元年度事業実施報告について 

                   ② 令和元年度収支決算について 

                      ③ 岩手芸術祭総合フェスティバルの開催地について 

                      ④ 会員団体における新型コロナウィルス感染防止対策の 

現状について 

                    ⑤ 新型コロナウィルス感染防止対策のための事業計画の 

見直しについて 

                   ⑥ 第 27回理事会への提案議題について など 

 

(2)  第２回運営委員会 

   ア）開催日時等   令和 2年 6月 5日（金）13時 30分 県民会館第 4会議室 

   イ）開催内容     ① 新型コロナウィルス感染拡大防止への対応状況について 

                   ② 第 73回岩手芸術祭の開催検討状況について 

                      ③ 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバルの開催検討について 

                   ④ 第 4回芸術体験イベントの開催検討について など 

 

(3)  第３回運営委員会 

   ア）開催日時等   令和 2年 7月 20日（月）13時 県水産会館 5階 中会議室 

   イ）開催内容     ① 代表理事の業務執行状況について 

                   ② 第 7回定時総会の書面協議結果について 

                      ③ 令和 2年度東北北海道芸術文化団体協議会総会の書面協議結 

             果について 

                   ④ 第 28回理事会への提案事項について 

                       ⑤ 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバルの企画内容について 

            ⑥ 第 4回芸術体験イベントの企画内容について 

            ⑦ 新型コロナウィルス感染拡大防止に係る情報についてなど 

 

 

 

 



(4)  第４回運営委員会 

   ア）開催日時等   令和 2年 11月 19日（木）13時 30分～県民会館 4階第 5会議室 

   イ）開催内容     ① 代表理事の業務執行状況について 

                   ② 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバルの開催状況について 

                      ③ 第 4回芸術体験イベントの開催状況について 

                   ④ 令和 3年度事業計画案について 

                       ⑤ 令和 2年度いわて芸文研修会開催案について など 

 

(5)  第５回運営委員会 

   ア）開催日時等   令和 3年 3月 11日（木）13時 30分 ～ 岩手県公会堂会 14号室 

   イ）開催内容     ① 代表理事の業務執行状況について 

                   ② 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル in いわいの開催状 

況について 

                      ③ 令和 2年度収支予算補正案ついて 

                   ④ 令和 3年度事業計画案について 

                       ⑤ 令和 3年度収支予算案について など 

 

４ 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル企画運営委員会 

   (1)  第 1回企画運営委員会  

ア）開催方法   新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、開催を中止し、 

書面での決議を取り進めた。 

提案事項について、全委員の承認が得られた。 

    イ）承認内容    ① 第 72回岩手芸術祭総合フェスティバル in 北三陸の開催状 

況について 

② 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバルのスタッフについて 

                   ③ 今後の検討日程等について など 

 

(2)  企画運営に係る第 1回小委員会 

       ア）開催日時等  令和 2年 6月 5日（金）15時       県民会館第 4会議室 

    イ）開催内容    企画内容についての意見交換 など 

 

 (3)  企画運営に係る第 2回小委員会 

ア）開催日時等  令和 2年 6月 25日（木）13時 30分  県民会館第 4会議室 

    イ）開催内容    企画素案についての意見交換 など 

 

   (4)  第 2回企画運営委員会  

ア）開催日時等  令和 2年 8月 6日（木）15時       県民会館第 4会議室 

    イ）開催内容    ①スタッフ案について 

②開催方法案について 

③構成台本について 

④感染防止対策案について など 

 



 (5)  企画運営に係る第 3回小委員会 

ア）開催日時等  令和 2年 9月 15日（火）13時 30分  県民会館第 1会議室 

    イ）開催内容    ①入場整理券の配布状況 

            ②リハーサル本番日程 

            ③マリオスの出演者日程表 

            ④文化芸術宣言、舞台進行表 など 

 

  (6)  第 3回企画運営委員会 

ア）開催日時等  令和 2年 11月 16日（月）14時   県水産会館 5階会議室 

    イ）開催内容    ①  第 73回岩手芸術祭総合フェスティバルの開催結果 

            ②  第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル in 一関・平泉 

開催計画案  など 

 

 (7)  企画運営に係る第 4回小委員会 

ア）開催日時等  令和 2年 12月 8日（火）13時 30分  県公会堂 11号室 

    イ）開催内容    ① 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル inいわいの構成案 

            ② 今後の検討、準備スケジュール案 など 

 

    (8)  企画運営に係る第 5回小委員会 

    ア）開催日時  令和 2年 12月 22日（火）14:00 ～ 県公会堂 11号室 

    イ）開催内容  ① 一関文化センターの施設利用予定状況 

            ② 感染防止対策の状況 

            ③ 映像配信について 

            ④ 舞台設営について など 

 

５ 第 4回芸術体験イベントに係る企画検討 

  (1)  運営委員会での検討 

    ア）開催日時等   令和 2年 6月 5日（金）13時 30分  県民会館第 4会議室 

    イ）開催内容     ① 芸術体験イベントの開催案について 

            ② 芸術体験イベントの開催検討スケジュールについて など 

  

  (2)  理事会での企画検討 

   ア）開催日時等   令和 2年 8月 6日（木）13時 30分  県公会堂 2階 26号室 

   イ）開催内容     ①  芸術体験イベントの開催案について 

            ②  開催スケジュールについて など 

   

   (3)  出演者打合せ会 

ア）開催日時等   令和 2年 9月 17日（木）13時 30分  県公会堂第１会議室 

   イ）開催内容     ①  イベント内容の最終確認について 

            ②  事前準備、当日のイベント運営スケジュールについて 

            ③ 留意事項について 

 



６ 東北北海道芸術文化団体協議会総会 

  ア) 開催方法     新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、総会の開催を中止 

し、書面での決議を取り進めたところ、全加盟団体の同意が得 

られたので、同意が得られた令和 2年 6月 23日、標記総会の決 

議があったものとみなすこととした。 

 

  イ）決議内容      ①  役員の選出について 

          ②  令和元年度事業報告及び収支決算について 

                    ③  令和 2年度事業計画及び収支予算（案）について 

                    ④ 北斗 45号のテーマについて 

          ⑤  情報交換について 

           ⑥ 共同事業「文化芸術活動の後継者育成と次世代育成」につい 

て ほか 

    ウ）共同事業   共同事業「文化芸術活動の後継者育成と次世代育成」については

書面による事例紹介とすることとした。 

 

 ７ 岩手県議会文教委員会現地調査 

ア）開催日時等  令和 2年 9月 1日（火）10時 15分～12:00 県民会館第 2会議室 

  イ）開催内容      県民会館における新型コロナウィルス感染症の感染防止対策等 

           について 

  ウ）出席者    岩手県議会文教委員会 県議会議員 10名 

           県民会館       髙橋理事長、菅原館長他 

           当協会        柴田会長、佐々木事務局長 

  エ）当協会からの説明内容 

① 岩手芸術祭開催事業（共催事業） 

② 岩手芸術祭総合フェスティバル開催事業（岩手県からの委託事業） 

③ 芸術体験イベント（岩手県からの委託事業） 

④ 芸術文化の普及振興事業（岩手県文化振興基金事業） 

⑤ 芸術文化活動記録集発刊事業・会報「芸文いわて」発行事業 

⑥ いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業 

   ⑦ 新型コロナウィルス感染症による文化芸術活動への影響 など 

  オ）質疑事項（当協会関係） 

    ◇斎藤委員 

     コロナの感染リスクは地域によっては取り巻く環境は大きな違いがある。 

文化芸術の開催方法は全国一律ではなくても良くて、岩手方式があっても 

良いのではないかと思うがいかがか。活動しないと組織は活性化しない。 

岩手芸術祭の開催を高く評価する。成功を祈る。 

    ◇柴田会長 

     東日本大震災の際も、心の復興には文化芸術の復興は不可欠であることが 

    認識されている。文化芸術が衰退すれば社会生活はどうにもならなくなる。 

     今回の岩手芸術祭の開催検討に当たっても、全国一律の方式ではなく、新 

たな岩手方式、新たな生活習慣に対応した方法で開催することとしている。 



Ⅱ 実施事業報告 

 

1  岩手芸術祭開催事業 

(1)  第 73 回岩手芸術祭開催事業（共催事業） 

     岩手芸術祭実行委員会事務局（岩手県文化振興事業団）の分室として、他の共催 

   団体とともに、岩手芸術祭を開催する。 

       ア） 会 期： 令和 2年 10月 ～ 令和 3年 2月 

    イ） テーマ： 『芸術がつなぐ みんなの心 この手で創る 未来の岩手』 

    ウ） 会 場： 岩手県内 

    エ） 内 容：   

開幕式典 感謝状贈呈・芸術祭テーマ表彰 

美術展 
日本画・洋画・水墨画・版画・彫刻・工芸・書道・写真 

・デザイン・現代美術 

巡回美術展 
奥州市・一戸町・岩泉町・久慈市・山田町・宮古市 

・一関文化センター 

小・中学校美術展 書写・絵画 

巡回小・中学校美

術展 
宮古市・九戸村・久慈市 

伝統芸能 謡と仕舞の会 

音 楽 ピアノ・三曲・ギター・管弦楽 

舞 踊 洋舞 

演 劇 
盛岡地区・沿岸地区（釜石市）・県北地区（二戸市）・市町

村民劇場（一関市）・映像フェスティバル（盛岡市） 

演 芸 民謡 

文芸祭 
小説・戯曲・文芸評論・随筆・児童文学・詩・短歌・俳句 

・川柳 

県民文芸作品集

刊行 
第 51集刊行 

移動公演 弦楽（一戸町） 

    

 

 

 

 

 



(2)  第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル開催事業（岩手県委託事業） 

第 73回岩手芸術祭の開幕に合わせ、芸術祭を広く県民にアピールするために、 

総合フェスティバルを開催する。 

    ①  開催日時及び会場 

(1) 舞台公演 

開催日時：令和 2年 10月 3日（土）  

13時開演 ～15時 40分終演 

開催会場：岩手県民会館 大ホール 

(2) リモート公演 

開催日時：令和 2年 10月 3日（土） 

開催会場：盛岡市民文化ホール 大ホール 

出 演 者：岩手県立不来方高校音楽部 

 合唱「とっておきの音楽祭スペシャル」 

(3) 生映像鑑賞会場 

① 釜石市民ホール TETTO    

② 奥州市文化会館（Zホール） 

③ 二戸市シビックセンター 

(4) スマートフォン 

  への生映像配信 

パンフレット、ポスター、チラシの QRコードから 

アクセスしての携帯電話（スマートフォン）等での

鑑賞 

②  開催テーマ 

    疫病退散 

  一部 祈り  二部 笑い  三部 協力 

③ 開催内容 

  ①舞台公演 

  ②式典 

  ③岩手芸術祭美術展 

④ 出演者等（11団体 129名） 

  第一部（祈り） 

 ・毛越寺薬師会法要での厄災消除祈願の映像 

  ・滑田鬼剣舞（滑田鬼剣舞保存会） 

  ・モダンダンス（金田尚子舞踊研究所） 

  ・クラシックバレエ（村上弘子 黒沢智子バレエスタジオ） 

  第二部（笑い） 

  ・東北弁落語「六華亭遊花」 

  ・漫才「アンダーエイジ」 

  式典 

  第三部（協力） 

  ・フラッグダンス＆アクロパフォーマンス（アルブル、新☆男塾） 

  ・（館外からのリモート出演）合唱「岩手県立不来方高校音楽部」 

  ・弦楽演奏「いわてフィルハーモニーオーケストラ、ジュニア選抜」 

  ・（館外からのリモート出演）合唱「イーハトーヴとっておきの音楽祭 

スペシャル」 



  ・「さんさ踊り」（さんさ華の連） 

  ・フィナーレ 

⑤ 入場料金 

           無料 

（新型コロナウィルス感染拡大防止のために、入場者は定員の 1/2 

（1,003席）に制限し、入場は入場整理券持参者に限定。盛岡市民文化 

ホール会場は無観客。） 

     ⑥ 出演者 

       11団体 129名 

     ⑦  スタッフ（敬称略） 

構成・演出 大森 健一 

舞台監督 近藤 英一 

構成・演出補佐 大沼まゆみ 

民俗芸能コーディネーター 藤沢 清美 

合唱コーディネーター 太田代政男 

舞台美術コーディネーター 小笠原卓雄 

司 会 川島 有貴（IBC岩手放送アナウンサー） 

         ⑧ 入場者、鑑賞者など 

 (ア) 県民会館大ホール鑑賞者 

1,000名 

         (イ) 県内 3施設での鑑賞者 

① 釜石市民ホール TETTO  50名 

② 奥州市文化会館（Z ホール） 100名 

③ 二戸市シビックセンター 78名 

      計 228名 

      (ウ) スマートフォン等での鑑賞 

        375名（※ アクセス数による。） 

 

 ２ 岩手芸術祭地域連携事業 

   長い歴史を持つ岩手芸術祭の開催内容を拡充し、地域における鑑賞機会の提供や地 

域の文化催事との連携を行うことで、県民総参加的な盛り上げを図るとともに、岩手 

の文化芸術の魅力を総合的に発信する。 

  (1) 岩手芸術祭を PRする地方との共催イベントの開催（岩手県委託事業） 

   ① イベント名 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル in いわい 開催事業 

  ② 開催内容、開催日時及び会場 

(1) 舞台公演 
◆ 開催日時：令和 3年 1月 24日（日）13時～15時 10分 

◆ 開催会場：一関文化センター 大ホール 



(2) 舞台公演の 

YouTube生配信 

◆ 開催日時：令和 3年 1月 24日（日）13時～15時 10分 

ポスター、チラシの QRコードからアクセスしての携帯 

電話（スマートフォン）、パソコン等での鑑賞 

(3) 舞台公演の 

  YouTube録画 

配信 

◆ 録画配信：令和 3年 2月 5日（金）～ 2月 28日（日） 

岩手県芸術文化協会ホームページからの YouTube録画 

配信 

(4) 巡回美術展 

◆ 開催日時：令和 3年 1月 22日（金）～ 24日（日） 

10時～16時 

◆ 展示会場：一関文化センター 展示室、小ホール 

③  開催テーマ 

  疫病退散     一部 祈り  二部 協力 

④ 出演者 

  第一部（祈り） 

       ・国指定重要無形民俗文化財 毛越寺の延年「老女」 

       ・二子鬼剣舞（二子鬼剣舞保存会） 

       ・モダンダンス（金田尚子舞踊研究所） 

・ピアノ（佐藤彦大） 

           休憩 

           第二部（協力） 

・フラッグダンス＆アクロパフォーマンス（アルブル・新☆男塾） 

      ・達古袋神楽（達古袋神楽） 

      ・モダンダンスと津軽三味線のコラボ 

（コスモス舞踊研究所・すもも会・華ダンスカンパニー・徳声会） 

      ・フルート（岡本梨奈） 

      ・合唱・フィナーレ（一関合唱連合会） 

⑤ 入場料 

      無料（新型コロナウィルス感染拡大防止のために、入場者は定員の 1/2（600 

席）に制限し、入場は入場整理券持参者に限定。） 

       ⑥  出演者 

  11団体 129名 

    ⑦ スタッフ（敬称略） 

構成・演出 大森 健一 

舞台監督 近藤 英一 

構成・演出補佐 大沼まゆみ 

民俗芸能コーディネーター 藤沢 清美 

合唱コーディネーター 太田代政男 

舞台美術コーディネーター 小笠原卓雄 

司 会 甲斐谷 望（IBC岩手放送アナウンサー） 

 



⑧ 入場者、鑑賞者など 

事業名 会場等 開催（放映）日時等 入場者等 

巡 回 

美術展 

展示ホール 

小ホール 

1月 22日（金）10時～16時 50名 

1月 23日（土）10時～16時 44名 

1月 24日（日）10時～16時 312名 

舞台公演 

大ホール 1月 24日（日）13時～15時 10分  600名 

YouTube生配信 1月 24日（日）13時～15時 10分   559名 

YouTube録画配信 2月 5日（金）～ 2月 28日（日）   420名 

計   1,985名 

       ※ YouTube生配信はアクセス回数 

 

 (2) 市町村文化祭などへの文化芸術団体の派遣（岩手県委託事業） 

    市町村と連携し、岩手芸術祭の出演団体を市町村（盛岡市以外）や圏域で開催さ 

れる文化祭等へ派遣する。 

（派遣団体は市町村団体からの要望に基づき、県と協議のうえ派遣決定。） 

ア）岩手町芸術文化協会への団体派遣 

ア）派遣する催事 第 59回岩手町芸術祭 

イ）共 催 者 岩手町教育委員会、岩手町芸術文化協会ほか 

ウ）派遣日時 令和 2年 11月 8日（日）14時 45分～15時 30分 

エ）派遣会場 岩手町スポーツ文化センター「森のアリーナ」 

オ）派遣団体 岩手県民謡協会 

カ）開催内容 

第一部 岩手町芸術文化協会加盟団体舞台発表 

第二部 髙橋掬太郎没後 50周年追悼ステージ 

    岩手町で聴く民謡のしらべ 

キ）鑑 賞 者 163名 

 

イ）釜石市芸術文化協会への団体派遣 

ア）派遣する催事 
第 50回釜石市民芸術文化祭 

兼釜石市芸術文化協会結成 50周年記念式典 

イ）共 催 者 釜石市、釜石市教育委員会、釜石市芸術文化協会 

ウ）派遣日時 令和 2年 11月 14日（土）14時 45分～15時 30分 

エ）派遣会場 釜石市民ホール TETTO 

オ）派遣団体 チンドン寺町一座（大船渡市） 

カ）開催内容 
① 記念式典     ② 記念フェスティバル 

③ 舞台発表会   ④ 展示 

キ）鑑 賞 者 記念フェスティバル   300名 

 

 

 



３ 第 4回芸術体験イベント開催事業（岩手県委託事業） 

      県民が気軽に文化芸術に親しむ機会を提供し、岩手の文化芸術の魅力を発信すると 

ともに、県民が楽しむことができるイベントを実施することにより、広く県民が文化 

芸術に親しむ機会の機運の醸成を図るために、芸術体験イベントを開催する。 

(1) イベントのキャッチフレーズ 

      “キテ ミテ 体験 ！ みんな de アート” 

第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル＆第 4回芸術体験イベント 

    (2) 開催日時、会場及び出演者 

開 催 日 開催時間 会  場 出 演 者 

令和 2年 10月 3日（土） 10時～16時 

県民会館  

盛岡市肴町アーケード 

プラザおでって広場 

16団体 79名 

令和 2年 10月 4日（日） 10時～16時 
県民会館 

盛岡市肴町アーケード 
11団体 53名 

令和 2年 10月 29日（木） 10時～16時 県民会館展示室 3団体 20名 

令和 2年 10月 30日（金） 10時～16時 県民会館展示室 3団体 20名 

  (3) 開催内容 

 ① 芸術体験イベント 延ベ 44イベント 

 ② オンライン体験  延べ ８イベント 

  ③ 子ども芸術発表会      ７団体 

  ④ 子ども芸術発表会のユーチューブ配信 

(4) 参加者数 

      延べ 3,927名（第 3回芸術体験イベント参加者  延べ 6,190名） 

開 催 日 延べ参加者 備   考 

令和 2年 10月 3日 （土） 25イベント   1,752名  

令和 2年 10月 4日 （日） 22イベント   2,063名  

令和 2年 10月 29日（木） 3イベント      38名 美術展と同時開催 

（日本画・水墨画・版画） 令和 2年 10月 30日（金） 3イベント      74名 

計 53イベント   3,927名  

 

４ 芸術文化の普及･振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(1) 芸術文化講座開催事業（岩手県文化振興基金事業） 

  ア）開催内容   

県民の芸術文化活動への関心を促進し、芸術文化活動の普及振興に資すること 

を目的に、本協会の特性を生かした専門講師を加盟団体が主催する芸術文化講座 

等に派遣する。 



      イ）開催期間 

令和 2年 5月 ～ 令和 3年 2月 

   ウ）開催講座 

        開催 13講座 参加者 573名 

 

(2) いわて芸文研修会開催事業（岩手県文化振興基金事業） 

   令和 2年 6月 11日（木）に、東北北海道芸術文化団体協議会の共同事業との併催 

で、「文化芸術活動の後継者育成と次世代育成」に係る事例紹介を行うこととしたが、 

新型コロナウィルス感染防止対策のために中止とし、下記内容に変更して開催。 

ア）開催テーマ 

  文化芸術活動における ZOOM会議システム活用研修（初級編） 

イ）開催趣旨 

新型コロナウィルス感染拡大により、従来の方法による文化芸術活動が制限さ 

れる中で、今後の文化芸術活動を推進していくために、新しい生活様式に対応し 

た新たな活動手法について習得するために開催。 

ウ）受講対象 

岩手県芸術文化協会会員団体の会員 

      エ）開催日時、開催会場及び参加者 

会 場 開 催 日 時 延べ参加者 

岩手県民会館 

令和 3年 2月 10日（水） 

10時～12時 

参加者 8名 

（うちリモート参加 2名） 

令和 3年 2月 10日（水） 

13時～15時 

参加者 9名 

（うちリモート参加 1名） 

奥州市文化会館 
令和 3年 2月 17日(水)   

13時～15時 

参加者 11名 

（うちリモート参加 2名） 

   計  
参加者 28名 

（うちリモート参加 5名） 

オ）開催内容 

  ①  会議システム「ズーム」の操作方法の習得 

  ② 文化芸術活動への活用事例 など 

 

   (3) いわて芸術家派遣事業（岩手県文化振興基金事業） 

    ア）開催内容 

岩手県内在住の新進・若手芸術家等を学校等に派遣し、児童生徒に生の芸術文 

化に触れる機会を提供するとともに、芸術家の人材活用と育成を目指す。 

    イ）派遣期間     

令和 2年 5月 ～ 令和 2年 12月 

    ウ）派遣団体（当初予定） 

岩手三曲協会、いわてフィルハーモニー・オーケストラ、鈴木牧子カルテット、 

邦楽アンサンブル、岩手県民謡協会、ギターアンサンブル、岩手県弦楽研究会 

 



   エ）派遣計画 

小学校 8校、中学校 4校、支援学校 1校。 

   オ）派遣状況 

          実施校     6校（鑑賞者 789名） 

     中止      7校 

 

(4) 共催・後援事業 

  ア）事業内容     

県内で開催される催事等の共催・後援を行い、岩手県における芸術文化活動の

普及、振興、育成を図る。 

  イ）承認した催事など 

承認申請のあった 37団体の事業承認 

 

(5) 表彰事業 

  ア）事業内容 

本協会の発展に功労のあった方々に、表彰状を贈呈して顕彰する。 

  イ）表彰の名称 

令和 2年度岩手県芸術文化協会表彰 

   ウ）表彰者 個人 9名 団体 2団体 

エ）表彰式 

  新型コロナウィルス感染拡大防止のために表彰式及び祝賀交流会の開催は中止。 

 

５  芸術文化の広報・刊行事業 

(1) 芸術文化活動記録集刊行事業（岩手県文化振興基金事業） 

ア）事業内容   

令和元年度の本協会の事業及び県内芸術文化団体等の活動記録・話題を収録し、

交流活動の資料として刊行する。 

   イ）発行時期  

令和 2年 8月 20日 

   ウ）掲載内容   

本協会加盟団体及び本協会の令和元年度活動記録 

  エ）体裁及び発行部数  

Ａ5判 180頁、発行部数 850部 

     

(2) 芸文いわて発行事業 

  会報「芸文いわて」の発行 

 ア）掲載内容   

協会の事業実績の紹介、賛助会員の入会者の紹介、各団体の活動紹介など 

   イ）発行時期 

令和 2年 8月 20日  109号 

        令和 3年 1月 １日  110号 

 ウ）発行部数  2,000部 



６ その他事業 

 (1) いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業（岩手県補助事業） 

   ア）事業内容    

県内の東日本大震災で被災した小・中学生が、合唱・吹奏楽コンクールで県大会、 

東北大会及び全国大会に出場する際の旅費・宿泊費を補助する。 

  イ）補助金交付決定額 

35,356円（当初交付決定額 850,000円） 

   ウ）補助金支出済額 

    35,356円 

 

 (2) 岩手芸術家等交流事業（自主事業） 

     新型コロナウィルス感染拡大防止のために開催を中止とした。 

  

  (3) 東北北海道芸術文化団体協議会交流事業 

  ア）書面による事例発表会 

① テーマ 

 「芸術文化活動の後継者育成と次世代育成に係る事例紹介」 

      ② 書面による事例発表県（道） 

         北海道、青森県、秋田県、岩手県（その他の県は令和 3年度に事例発表の予定） 

      ③ 事例内容 

「北斗 45号」に掲載 

  イ）機関誌の発行      

① 機関誌名 

「北斗 45号」 

    ② 特 集     

「芸術文化活動の後継者育成と次世代育成に係る事例紹介」 

（北海道、青森県、秋田県、岩手県の事例） 

    ③ 発 行      

令和 3年 2月 28日刊行 

 

 (4) 会員団体の事業・イベントの広報強化 

   会員団体の活動の活性化を図り、県内芸術文化活動の振興に資するために、会員 

団体の事業・イベントの情報収集及び広報に努める。 

 

ア）新型コロナウィルス感染拡大防止に係る国や県からの情報の提供。（随時） 

イ）各会員団体における新型コロナウィルス感染拡大防止への対応状況について調 

査し、その内容についての情報共有。（4月、5月、9月、11月） 

ウ）新型コロナウィルス感染拡大防止への対応について各会員団体からの要望事項 

などを聴取し、県などへ要望内容等を提出。（4月、5月、9月、11月） 

エ）会員団体の事業・イベントの情報収集。（随時） 

オ）芸文協ホームページでの情報発信。（随時） 

カ）会報での会員活動情報等の発信。（イベント開催計画表の掲載等。）（8 月、1 月） 


