平成２７年度

事業実施報告

Ⅰ会議等開催について
１総 会
（１）第２回定時総会
１）日・時等
２）内
容

２理事会
（１）第５回理事会
１）日・時等
２）内
容

（２）第６回理事会
１）日・時等
２）内
容

（３）第７回理事会
１）日・時等
２）内
容

（４）第８回理事会
１）日・時等
２）内
容

い

平成２７年５月２２日（金）１３時００分 ホテル東日本
①社団法人岩手県芸術文化協会平成２６年度事業報告及び収支
決算について
②一般社団法人岩手県芸術文化協会平成２７年度事業計画及び
収支予算（案）について
③任期満了に伴う役員の選任について

平成２７年４月２０日（月）１４時００分 県民会館
①一般社団法人岩手県芸術文化協会平成２６年度事業報告及び
収支決算について
②任期満了に伴う役員の選任について
③新規正会員の加入について
④公益目的支出計画実施報告書について
⑤一般社団法人岩手県芸術文化協会第２回定時総会提案事項に
ついて

平成２７年８月２４日（月）１４時００分 県民会館
①一般社団法人岩手県芸術文化協会創立４０周年記念事業につ
いて
②いわて芸術祭クロージングイベント（仮称）について

平成２７年１２月１１日（金）１６時００分 県民会館
①一般社団法人岩手県芸術文化協会正会員会費改定検討委員会
設置について
②一般社団法人岩手県芸術文化協会表彰規定改正検討委員会設
置について
平成２８年３月２３日（水）１４時００分 岩手県公会堂
①一般社団法人岩手県芸術文化協会平成２７年度収支補正予算
案について
②一般社団法人岩手県芸術文化協会平成２８年度事業計画及び
収支予算（案）について
③一般社団法人岩手県芸術文化協会正会員会費改定（案）につ

て
３運営委員会
（１）第１回運営委員会
１）日･時等
平成２７年４月９日（木） １４時００分 芸文事務室
２）内 容
①一般社団法人岩手県芸術文化協会平成２６年度事業報告及び収支
決算について
②任期満了に伴う役員の選任について
③新規正会員の加入について
④公益目的支出計画実施報告書について
⑤一般社団法人岩手県芸術文化協会第５回理事会提案事項について
（２）第２回運営委員会
１）日･時等
平成２７年７月１５日（水） １４時００分 芸文事務室
２）内 容
①一般社団法人岩手県芸術文化協会創立４０周年記念事業について
②いわて芸術祭クロージングイベント（仮称）について
（３）第３回運営委員会
１）日･時等
平成２７年１２月１日（火） １４時００分 芸文事務室
２）内 容
①一般社団法人岩手県芸術文化協会正会員会費改定について
②一般社団法人岩手県芸術文化協会表彰規定改正について
（４）第４回運営委員会
１）日･時等
平成２８年３月１４日（月） １４時００分 芸文事務室
２）内 容
①一般社団法人岩手県芸術文化協会平成２７年度収支補正予算案につ
いて
②一般社団法人岩手県芸術文化協会平成２８年度事業計画及び収支
予算（案）について
③一般社団法人岩手県芸術文化協会正会員会費改定（案）について
４岩手芸術祭開幕フェスティバル委員会
（１）第１回 企画委員会
１）日・時等
平成２７年４月１６日（水）１４時００分 県民会館
２）内
容
①第６８回岩手芸術祭開幕フェスティバルについて
②今後の日程について
（２）第２回 企画委員会
１）日・時等
平成２７年８月２６日（水）１４時００分 盛岡市勤労福祉会館
２）内
容
①構成案について
②今後の日程について

５東北北海道芸術文化団体協議会総会
１）日・時等
平成２７年６月１２日（金）１５時００分 山形市芸文美術館
２）内
容
①平成２６年度事業報告及び収支決算について
②平成２７年度事業計画及び収支予算（案）について

③情報交換
６「芸文いわて」編集委員会
（１）第１回編集委員会
１）日･時等
平成２８年２月２２日（月） １４時００分 芸文事務室
２）内
容
①掲載内容について
②体裁について
（２）第２回編集委員会
１）日･時等
平成２８年３月１日（火） １４時００分 芸文事務室
２）内
容
①校正について
（３）第３回編集委員会
１）日･時等
平成２８年３月９日（水） １０時００分 芸文事務室
２）内
容
①校正について
７正会員会費改正検討委員会
（１）第１回検討委員会
１）日･時等
平成２８年３月９日（水）
２）内
容
①会費改正（案）について

１４時００分

８表彰規定改定検討委員会
（１）第１回検討委員会
１）日･時等
平成２８年３月９日（水） １０時００分
２）内
容
①表彰規定改定（案）について
（２）第２回検討委員会
１）日･時等
平成２８年３月１５日（水） １４時００分
２）内
容
①表彰規定改定（案）について

芸文事務室

芸文事務室

芸文事務室

Ⅱ実施事業について
１岩手芸術祭開催事業
（１）第６８回岩手芸術祭
１）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
団体と共に開催
２）テーマ「未来へ紡ぐ いわての芸術 きっとつながる、ずっときらめく」
３）会 期 平成２７年１０月３日（土）～ 平成２８年２月２１日（日）
４）会 場 岩手県内
５）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：久慈市・一戸町・岩泉町・奥州市・宮古市・山田町（６会場）
○小・中学校美術展：書写・絵画
○伝統芸能：茶道・邦楽・華道・能楽・吟剣詩舞道
○音 楽：弦楽・ピアノ・声楽・三曲・ギター・合唱・吹奏楽
○舞 踊：日舞・洋舞
○演 劇
○映 像
○演 芸： 民謡・新舞踊
○文芸祭：小説・戯曲シナリオ・文芸評論・随筆・児童文学・詩・短歌・俳句
川柳
○県民文芸作品集第４６集刊行
○移動公演：新舞踊（奥州市・一戸町）
（２）第６８回岩手芸術祭開幕フェスティバル
１）日 時 平成２７年１０月３日（土）１３時３０分～１５時３０分
２）会 場 岩手県民会館大ホール
３）内 容
ア 開幕式典
感謝状の贈呈
岩手芸術祭テーマ最優秀賞の表彰
イ フェスティバル
テーマ 「希望郷いわて国体」を芸術･文化で盛り上げよう
○第１部 祈りから希望へ
東日本大震災の被災地・被災者への祈りと復興への希望を込めて
○第２部 「希望郷いわて国体」に向けて
岩手のアスリート達のスペシャルトーク、岩手の風土と魂を語る
○第３部 希望郷いわて～芸術･文化と体育の躍動～
震災復興から希望郷いわて国体へ、全国・世界へ“感動と感謝の想い”
を発進
〇出演・協力団体
参加団体：岩手県合唱連盟、岩手県民謡協会、岩手県吹奏楽連盟
岩手県洋舞協会、岩手女子高等学校バトントワリング部

陸前高田市立米崎小学校、岩崎鬼剣舞保存会
スタジオＤＡＮＣＥ ＯＮＥ、高橋厚子とダンススペース
岩手県知事（達増拓也）、森 知英、臼澤みさき、佐藤可奈
川原田 泉、井上綾子、三ヶ田礼一、苫米地美智子、大井利江
千田美智仁、橋本賢一、風見好栄、照井 健
協
力：さだまさし 岩手県写真連盟、わんこきょうだい
競技開催地ゆるキャラ、ＩＢＣ岩手放送
希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会
〇参加者：３６０人
〇入場者：８００人
２芸術文化の普及･振興事業
（１）芸術文化講座開設事業
〇市町村団体への講師派遣１９講座実施
〇参加者数９２０人
（別紙－１ 開催状況一覧のとおり）
（２）いわて芸文研修会開催事業
１）日 時：平成２８年２月２１日（日）
２）場 所：葛巻町立葛巻小学校 体育館
３）事業名：講演会「心をつなぐコミュニケーション能力の育成」
４）出 演：畑中美耶子
５）参加者：２００人
（３）いわて芸術家派遣事業
１）派遣期間：平成２７年６月２６日～平成２７年１２月８日
２）派遣団体：岩手三曲協会、いわてフィルハーモニー・オーケストラ
特定非営利活動法人劇団ゆう、邦楽アンサンブル「和おん」
ギターアンサンブル「ざ・はなみち」、岩手県演劇協会
鈴木牧子カルテット
３）派 遣 先：小学校５校 中学校４校 合計９校
４）出演者数：７９人(延べ人数)
５）鑑賞者数：１,３１５人
（別紙―２開催実施状況一覧のとおり）
（４）表彰事業
１）名
称：平成２７年度岩手県芸術文化協会表彰式
２）日
時：平成２７年５月２２日（木）１４時２０分
３）場
所：ホテル東日本
４）受 彰 者：２７人
３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
名
称 岩手県芸術文化活動記録集‘１４

体
裁
掲載内容
発 行 日
発行部数
配 布 先

Ａ５判１６６ページ
岩手県芸術文化協会加盟団体及び岩手県芸術文化協会の平成２６年度活
動記録ほか
平成２７年８月１２日
９００部
加盟団体・関係機関・法人会員団体など

（２）芸文いわて発行事業
会報「芸文いわて」の発行
Ｎｏ９９号・Ｎｏ１００号（２,０００部） 平成２８年３月１５日
岩手県芸術文化協会創立４０周年特別号として発行
４その他の事業
（１）平成２７年度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
〇申請校 ８校 （小学校 沿岸地域 ２校 盛岡地域 １校）
（中学校 沿岸地域 ５校）
〇被災児童生徒認定数
５６名
〇補助金支払人数
４５名（延べ人数）
（２）岩手県まるごと国体イベント事業（まるごと芸術体験フェスタ in 県民会館）
岩手県まるごと国体イベント開催事業の一つとして、岩手国体を芸術文化で盛
り上げる目的で、単年度事業として岩手県より委託を受け平成２８年１月３１日
（日）に「まるごと芸術体験フェスタ in 県民会館」を開催しました。
県民会館を全館使用しての事業で岩手県教育委員会の協力を得て企画し会議室、
ロビーを使用しての体験フェスタと大ホールでのステージパフォーマンスを開催
しました。（別紙―３参照）
また、障がい者の出演もあり、初めて要約筆記による表示や未就学児の対応と
して託児室を設け実施しました。
１）日･時等
平成２８年１月３１日（日） １０時３０分～１６時００分
２）場
所
県民会館・（展示室を除く全館）
３）内
容
①体験フェスタ
玄関フロアー：出会いの広場
中ホールロビー：健康スポーツ＆遊びの広場
会議室：音楽広場
和室：託児室
大ホール２階席ロビー：おもてなし広場
大ホール１階席ロビー：希望郷いわて広場
②ステージパフォーマンス
第１部：いよっ！日本一！
第２部：チャレンジ！パフォーマンス＆健康スポーツ
第３部：「希望郷いわて国体」を奏でる
出演者数：

３２０人

入場者数：１,２００人（延べ人数）
（３）岩手芸術家等交流事業
日 時：平成２７年５月２２日（木）１４時５０分から１６時３０分
場 所：ホテル東日本
参加者：１６０人
（４）東北・北海道芸術文化団体協議会交流事業
◇２０１５東北・北海道交流写真展
会 期 平成２７年６月１２日(金)～１７日(水）
会 場 山形県芸文美術館
内 容 写真７５点
岩手県出品者：小川文男、太田信子、高塩稔、松本賀久也、昆野鎭、小林愼悦
吉田龍平、井手清和、菊池克美、菊池正忠
◇機関誌「北斗」４０号の発刊
特集 －各県･道の演劇の現状と課題－
岩手県 執筆者 坂田裕一（岩手県演劇協会
発行 平成２８年２月２９日

（５）共催・後援・協賛事業
県内で実施された催事等の後援を７３件行いました。
詳細は、別紙－４のとおり

会長）

別紙―３

岩手県まるごと国体イベント事業（まるごと芸術体験フェスタ in 県民会館）
体験フェスタ
場所：グランドホール他
時間：１０時４０分～１２時００分
〇出会いの広場：グランドホール
岩手ストリートパフォーマンス（岩手ストリートパフォーマンスクラブ）、
バルンアート（バルーンスケッチ）
〇健康スポーツ＆遊びの広場：中ホールホワイエ
一輪車（遠野一輪車クラブ）
スポーツチャンバラ（岩手県スポーツチャンバラ協会）
クロリティ（スポーツ輪投げ）（岩手県スポーツ振興事業団）
スポーツ吹矢（いーはとーぶスポーツクラブ）
〇音楽広場：４階 会議室
洋楽器にふれる（いわてフィルハーモニー・オーケストラ）
合唱と声楽にふれる（柴田泰孝）
民謡、民舞、和楽器にふれる（漆原恵美子、吉田成美、岩手県民謡協会）
能楽にふれる（岩手県能楽連合会）
〇おもてなし広場：大ホール２階席ホワイエ
野点（岩手女子高等学校 茶道部）
〇希望郷いわて広場：大ホール１階ホワイエ
国体色紙、障がい者アート展示
写真テクを学び撮る（岩手県写真連盟）
・山形純菜（ミスインターナショナル日本代表）と記念撮影
・わんこきょうだと記念撮影
・アンダーパスと記念撮影
アンダーパスミニライブ（アンダーパス）
スイーツ・グッズ販売（障害福祉サービス事業所）
ステージパフォーマンス
場所：県民会館大ホール
時間：１３：００分～１５時３０分
構成：３部構成
第１部 いよっ！日本一！！
のびっこ太鼓（のびっこ寮育センター）
民謡の競演（漆原恵美子、佐々木深里、吉田成美、岩手県民謡協会）
箏・日本一の調べ（岩手県立盛岡第二校等学校 箏曲部）
第２部

チャレンジ！健康スポーツ＆パフォーマンス

チアリーディング（北上チアリーディングクラブ Ｄｉａｍｏｎｓ）
一輪車（遠野一輪車クラブ）
スポーツチャンバラ（岩手県スポーツチャンバラ協会）
スポーツ輪投げ（岩手県スポーツ振興事業団）
スポーツ吹矢（いーはとーぶスポーツクラブ）
ストリートパフォーマンス（岩手大学）
第３部 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会を奏でる
昭和４５年岩手国体・冬季国体を映像で振り返る
新春夢トーク（達増拓也、山形純菜、風見好栄）
笑顔の賛歌を舞う
（北上チアリーディングクラブ Ｄｉａｍｏｎｓ・遠野一輪車クラブ）
「わんこダンス」（北上「未来の扉」）
「わんこ兄弟のうた・Ｖｉｃｔｏｒｙ」（アンダーパス）
「Ｔｈｉｓ Ｉｓ Ｔｈｅ Ｍｏｍｅｎｔ」 柴田泰孝
「フィルド・ダンス」
（もりおかジュニアオーケストラ・奥州ジュニアオーケストラスクール
いわてフィルハーモニーオーケストラ）
「ふるさとの風」大合唱
もりおかジュニアオーケストラ
奥州ジュニアオーケストラスクール
テノール ソリスト 柴田泰孝
ソプラノ ソリスト 淺沼 雅
岩手県難病連合唱団
盛岡市城西中学校合唱部
盛岡市黒石野中学校合唱部
矢巾町立矢巾北中学校合唱部
わんこきょうだい
出演者全員

