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大分県立芸術文化短期大学2年　ビジュアルデザインコース　 渡辺弥咲
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大分県民芸術文化祭は大分の秋を彩る県下最大の芸術文化の祭典です。
「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭」を継承するレガシー枠行事　をはじめ、
様々なイベントが開催されます。詳細はHPをご覧ください。
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開幕行事

OITA歌舞伎vol.2
姫城主「誾千代」〜戦国に咲いた百合〜

9/22（火・祝）

開場13:30 ／開演14:00（終演予定16:00）
iichikoグランシアタ 

豊後の名将、立花道雪のひとり娘・誾
ぎん

千
ち

代
よ

の生涯を歌や舞踊、殺陣を
ふんだんに盛り込んで描く演劇パフォーマンス。
誾千代の生涯を通して、豊後を支えた男たちの生きざま、夫婦の情愛
を描き、これまでとは違った誾千代像を浮かび上がらせる。

主　催：BUNGO新風土記公演実行委員会
　　　 大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-5481-9654（佐倉）

〈あらすじ〉
戦国時代。雷神と恐れられた豊後の名将立花道雪。そのひとり娘誾千代は幼
くして立花城の城主となる。西国一の美姫とうたわれた誾千代は武芸にも秀
で自ら鉄砲隊を結成し城の護りにあたった。そんな誾千代が婿に迎えたのが
豊後の風神高橋紹運の嫡男・統虎、のちの宗茂であった。順風満帆に見えた
二人の生活にやがて訪れる翳り。誾千代、宗茂の行く末は…!?

入場料 大人2,500円・高校生以下・65歳以上2,000円
　　　 全席自由

最新の情報をご覧ください。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、当日12：00 から整理券を配布します。複数名
で観劇される方は代表の方１名がお越しください。また、できるだけご来場前に、氏名・
電話番号を入場券ウラに記載しておいてください。

作・演出　佐倉吹雪

舞踊構成・振付　荒金ゆかり
和舞踊振付　　　花柳嘉惠富
殺陣振付　　　　石田翔祥
音楽　　　　　　西野ナオト
　　　　　　　　仙波歌月
衣装　　　　　　竹林れいこ

立花誾千代
小野ひとみ

http://p-nuts.verse.jp/oita-kabuki
facebook

https://www.facebook.com/OITA.KABUKI

誾千代少女時代
りり

公民館での
練習風景

立花宗茂
林憲吾

宗茂少年時代
日名子太一

道雪の妻 仁志
山口愛子

立花道雪
森正剛
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閉幕行事

四季彩おおいたライブ 〜風と大地の詩 ふるさと2020〜

11/28（土）

開場13:30 ／開演14:00 ～
iichiko音の泉ホール

大分県の自然魅力、芸術文化の魅力を再発見する映像詩
映像と音楽・舞踊のコラボレーション作品

主　催：文化庁
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
ライブ・フェスティバル in OITA実行委員会
大分県民芸術文化祭実行委員会

共　催：大分合同新聞社
問合せ：097-576-8877 

（事務局（J:COMホルトホール大分総合事務室内））

入場料 無料（要整理券）

【整理券配布場所】
J:COMホルトホール大分総合事務室
大分県民芸術文化祭事務局
（NPO法人大分県芸振内）

2020年初夏、
高校生になった私、
目に映り､ 心に残る身近なおおいたの自然､ 風景のすばらしさを遠くの友に
伝えたいと､一人、ふるさと の季節をめぐる旅をはじめた。

風の声、陽の光、人を育む大地は全てを受け入れ、くりかえし繰り返し、長い年月　
時を刻んでいた。そして、希望の光り輝く春はもうそこまできています。

1景　水の旅
美しい森の泉で生まれた一滴の水は川の流れとなり里をめぐり海をめざす。

2景　風の旅
風はいつしかあたりの色を変え、秋色の世界に染めていく。

3景　心の旅
厳しい寒さに耐えたすべての生きものは、強く優しく迎えてくれる。

4景　大地のめざめ
再生の時、一滴の水は海から空に帰り、明るい希望の光は明日への夢に繋がる。

構成・演出・振付　　 後藤　智江
振付・指導（日舞）　   藤間　次登
振付・指導（バレエ）　佐藤利英子

バイオリン　朝来　桂一

【協　力】
書を書く少年　三浦　武
国東仏教青年会

チェロ　宇野　健太 フルート　小野　未希

【出　演】　
バイオリン　朝来 桂一
チェロ　　　宇野 健太
フルート　　小野 未希
篠　笛　　　大村 ひな
少　女　　　岩矢 紗季
モダン　　　後藤 直子・橋本 英子・川口 倫恵
　　　　　　土屋 　友・木戸 莉恵
バレエ　　　長野 知夏・長野 沙織・児玉 彩加
日　舞　　　花柳 笹良志・花柳 龍知郎
　　　　　　花柳 知香之祥・花柳 裕句匠
　　　　　　花柳 奈美志郎・花柳 瀧美鈴
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実行委員会行事

異分野交流等新たな展開創出行事

座談会「コロナトアート」

「虹　夏草　泥亀
　　佐藤俊造一点美術展」

9/23（水）

大分市美術館館長
菅   章

（座長）

狂言師
深田 博治

脚本・演出家
佐倉 吹雪

日本舞踊家
花柳 龍知郎

声楽家
行天 祥晃

14：00 ～　
大分県立美術館１階アトリウム

入場料 無料（要申込：定員60名）

事前にメールあるいはファックスでお申し込みください。
定員に達し次第受付を終了します。
申込み先：Email info@geishin.jp　FAX 097-536-6188

主　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-536-0522

11/1（日）〜 12/20（日）

※時間は会場によります。
美術館、図書館、旅館、カフェ、個人の住宅など、
大分県内各地50か所以上に展示。

入場料 無料の場所と入場料が必要な施設があります。
　　　  飲食店もあります。

　速見郡日出町の
農家に生まれた佐
藤俊造は、若き日
にヨーロッパを放
浪。東京で美術活
動を行った後帰郷。
以来、農業に従事
し絵を描き続けた。
その作品は自然や
宇宙と対話を深め
るような独特な世

界観を持つ優れたもので将来を嘱望されていたが、10
年前、惜しくも57歳の若さで亡くなる。大分で暮らし、
大分の風土の中で制作を重ねたが、作家が一切名声を求
めなかったため、県内でも彼の業績を知る人は少ない。
　このたび没後10年にあたり、
県内各地の会場で1点ずつを展
示。故人にちなんだトークショー
やイベントも予定しています。展
示会場、イベント内容など詳細は
HPでご確認ください。

主　催：佐藤俊造展実行委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：080-6440-2085（木村）

● 

美
術

● 

座
談
会 大分市美術館長 菅章氏を座長に迎え、4つのジャンルから大分の

若いアーティスト４名を招きました。inコロナ、withコロナの現
場の声を聞き、afterコロナの芸術活動を展望します。
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異分野交流等新たな展開創出行事

生きる
〜書は唄い  音楽は描く〜

第52回大分県誌上川柳大会
第15回ジュニア誌上川柳大会

第54回大分県俳句大会

第56回大分県短歌コンクール

14:00 ～ 16:00（13:15開場）
iichiko音の泉ホール

入場料 1,000円

10/18（日）

音楽と書のコラボによるコンサート。
テーマ「生きる」の中での鼓動・躍動・前進・遭遇を
音楽と書で紡いでいく。

〈出演〉　書　　　　 戸口　勝山
　　　　ソプラノ　 三重野広美
　　　　フルート　 麻生　美穂
　　　　ピアノ　　 浦松　優子

主　催：PATHMA
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-7383-5644（小方）

毎年秋に実施の「大分県川柳大会」は、新型コロナウィルス感染予防を
考慮し、誌上大会として実施します。会員・一般を問わず、以下の要領
で募集します。多くの方々の投句をお待ちしています。

大分県俳句大会は、有季定型俳句の普及向上を目的にした大会として例
年当日句会を開催し、大会賞授与、小中学生俳句大会の表彰ならびに俳
句連盟新人賞の表彰をしてきました。
今回は新型コロナウィルス感染防止のため句会を中止し、会員対象の紙
上句会として開催します。一般の方の見学・参加もなしとします。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、参集しない紙上大会に変更し
ました。
７首詠の部と１首詠の部にわけて、事前に未発表歌を募集します。両部と
も、題詠ではなく自由詠です。歌人クラブ会員以外の方も応募できます。

【課題】
一般の部　　　「姿」 「傾く」 「同志」 「格別」 「秘密」 「慕う」
ジュニアの部　「空」

投句先：〒879-7306 豊後大野市犬飼町下津尾3396-1
　　　 髙木豊柳　宛
発　表：川柳誌「高崎山」2月号（投句者全員に送付）投句期間：11月1日（日）～ 11月20日（金）

投 句 料：1,000円（郵便小為替・現金書留・切手のいずれか）ジュニア無料
投句方法：所定用紙または便箋に各題２句（計12句）を列記。
　　　　  郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記して、投句料とともに送

付してください。

作　品： 未発表歌７首（題をつける）あるいは１首（題は不
要）｡両方に応募可能｡ B4の４百字詰め原稿用紙を
使用。作品末尾に郵便番号•住所•氏名•電話番号を
楷書で記載。

応募料： ７首詠の部（定額小為替2,000円分と作品集等の送
料として切手94円分を同封）

　　　  １首詠の部（定額小為替1,000円分と94円切手を
貼った返信用封筒を同封）　

送り先：〒873-0012 杵築市大字中324番地
　　　 阿部尚子（0978-62-2880）
締切り：10月9日（金）必着

【結果発表】　 11月15日、応募者全員に結果を郵送するとともに大分県
歌人クラブ会報に掲載する。

主　催：大分県番傘川柳連合会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-1166-3160（髙木豊柳）

主　催：大分県俳句連盟
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-583-3679（松原）

主　催：大分県歌人クラブ
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-4778-7303（山田）

● 

文
芸

● 

音
楽
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異分野交流等新たな展開創出行事

● 

美
術

● 
音
楽

第65回蒼土展

ARTPLAZA
U_40建築家展2020

第8回国展大分作家展

大分交響楽団
第43回定期演奏会

第55回記念豊光会展

大分チェンバーオーケストラ
第15回記念演奏会

「宿命」

10/21（水）〜 11/1（日）

11/3（火・祝）〜 11/8（日）

11/10（火）〜 11/15（日）

11/8（日）

10/19（月）〜 10/25（日）

10/17（土）

10:00 ～ 16:00　別府市美術館

10:00 ～ 18:00
アートプラザ 2Fアートホール

10:00 ～ 18:00
大分県立美術館

14:00 ～ 16:00終演予定
（開場13:15）
iichikoグランシアタ

10:00 ～ 19:00
（19日14：00 ～、 最終日～ 17:00 ）
大分県立美術館

18:00 ～ 20:00終了予定
（開場17:30）
iichiko音の泉ホール

入場料 無料

入場料 無料

入場料 無料

入場料 一般1,500円（当日1,800円）
　　　 学生1,000円（当日1,200円）

入場料 無料

入場料 一般1000円
　　　 小学生〜大学生500円
未就学児は親子室でのみ視聴可（無料）

会員15名による油彩・水彩・パステル・版画・デッサンなど
の絵画作品、約50点を発表、展示する。

九州にゆかりのある40歳未満の若手建築家が集い、大分市出
身の国際的建築家、磯崎新氏が手掛けたアートプラザで市民と
建築家とが直接出会い、身近に建築文化を感じてもらう展覧会
を開催します。今年は「距離感」をテーマに12組の若手建築
家が作品を展示します。

大分県在住の国展出品者（12名）とその方向に賛同する者たち
の100号から200号の意欲的な作品を展示します。新型コロナ
ウィルスのため、中央の国展が中止となった今年は、令和3年度
開催予定の国展に向け、事前の下見会を兼ねて開催します。
なお、国展大分作家展としては今回が最後の展覧会となります。

指揮者：森口真司（大分県立芸術文化短期大学教授）
演奏曲：ヴェルディ：歌劇「ナブッコ」序曲
　　　　チャイコフスキー
　　　　  ：幻想序曲「ロメオとジュリエット」
　　　　ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」

一般社団法人東光会大分支部 豊光会は、目の前の自然や対象
物を見つめながら、日常を題材にした具象を主にした絵画制作
をしています。
今回は、会員19名の50号から100号の作品、約40点を展示。
また、第55回の記念として、客員 佐藤哲 東光会理事長（日
本芸術院会員）の「富士」（50号）を合わせて展示します。

指揮： 新通英洋（しんどおりひでひろ）

　　　（大阪音楽大学・大阪音楽大学短期大学部 指揮 特任教授)
演目：ベートーヴェン交響曲第5番「運命」
　　　ショスタコーヴィチ交響曲第5番「革命」

国内屈指の人気を誇る新通氏を指揮に迎え、室内オーケストラ
（＝小編成オーケストラ）が、大分で演奏機会の少ない大曲
ショスタコーヴィチ「革命」に挑戦する。

主　催：蒼土会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：0977-67-0634（槙本）

主　催：Oita Architects Profession（U_40建築家展2020実行委員会）
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-538-5000（アートプラザ）

主　催：国展大分作家展
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-523-6336（御手洗）

主　催：大分交響楽団
共　催：iichiko総合文化センター
　　　  大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-9583-8577（事務局）

主　催：豊光会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：0972-63-6396（吉田）

主　催：大分チェンバーオーケストラ
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：050-5360-1916（事務局） 指揮者：新通英洋
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次代を担う人材育成行事

● 

地
域
文
化

● 

美
術

成瀬政博原画展

第14回
春陽会九州研究会展

グランツ美術館2020
「みんなでハロウィン」

10/10（土）〜 10/23（金）

10/26（火）〜 11/1（日）

10/24（土）〜 11/1（日）

9:00 ～ 17:00
※日曜休館
10月17日（土）は13時終了　
別府大学佐藤義詮記念館
（2Fギャラリーホール）

10:00 ～ 17:00（最終日16：00まで）
アートプラザ2Fアートホール

10:00 ～ 19：00
（ 初日13:00 ～、最終日17：00、
 月曜休館）
グランツたけたキナーレ、
市民ラウンジ

入場料 無料

入場料 無料

入場料 無料

画家・成瀬政博氏は別府大学で毎年開催している文部科学大臣
委嘱司書講習のポスター制作等に長きにわたり尽力いただいてい
る。今回はこれまで氏が制作した司書講習ポスターの原画を中心
に、20点を一同に集め展示する。氏は1997年より谷内六郎の後
を引き継いで「週刊新潮」の表紙絵とコラムを担当。画家の横尾
忠則の実弟。
（新型コロナウイルス感染症拡大の状況によって申込方法および
開催内容が変更となる場合あり 最新の情報は別府大学司書講習
公式ウェブサイトにてお知らせする予定。）

1922（大正11）年に創立された「春陽会」は、全国17地域に
研究会を持ち、全国研究会選抜展、講演会、作品講評会、各研
究会展等を実施している。「春陽会九州研究会」による展覧会。
九州研究会は2007年に(当時＝大分研究会として)春陽展出品
者および出品を目指す者によって第1回展を実施して以来、毎
年若手作家を中心に大作を発表。期間中は春陽会研究会本部よ
り講師を招き講評会を実施、次世代を担う若手作家の研鑽の場
ともなっている。

「第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」継続事業。子
どもも大人も、多様な価値観や生き方を持つ一人ひとりが垣根を
超えて“出会える場”として、みんなが楽しめるハロウィンをテー
マに作品を制作、展示・発表する。絵本作家・美術家のザ・
キャビンカンパニーや竹田市内で活動するアーティストが参加
し、ハロウィン当日には「ハロウィンマーケット」を開催する。

主　催：別府大学司書講習（成瀬政博原画展）
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：0977-86-6655（工藤）

主　催：春陽会九州研究会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：0977-24-1423（野村）

主　催：竹田市総合文化ホール グランツたけた（竹田市）
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：0974-63-4837（澤田）

大分っ子芸能文化祭

10:00 ～ 17:00終演予定（9:00開場）
祝祭の広場

入場料 無料

11/7（土）・11/8（日）

2013年「大分文化会館」閉館に際し開催した「子ども神楽フェスティバル」
をスタートに毎年開催してきました。今回は当初3月に予定していた会をコ
ロナウイルスのため延期し、今秋の開催となりました。
〈参加団体〉
上戸次子ども神楽クラブ　小池原子ども神楽　西寒田子ども神楽　滝尾小学校神楽
クラブ　丹渓子ども神楽　七瀬子供神楽　馬場子供神楽　日吉子供神楽　豊饒子ど
も神楽　こども小潮太鼓　南蛮ユニット「七色こんぺいとう」（予定）
出演時間など詳細は主催者にお問い合わせください。

主　催：NPO法人ふるさと芸能文化協議会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-4514-3625（宗）
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次代を担う人材育成行事

5つの芸術文化ゾーン内の連携行事

第73回
大分県高文連中央
演劇祭

平和市民公園能楽堂30周年
大分県能楽連盟
発足記念会

こども体験パーク

11/7（土）・11/8（日）

11/1（日）

10/11（日）

10:00 ～ 18:30（開場9:00）
J:COMホルトホール大分
大ホール

10:00 ～ 16:00（9:00開場）
平和市民公園能楽堂

13:00 ～ 16:30（開場12:30）
平和市民公園能楽堂

入場料 無料

入場料 無料

入場料 無料

今年度で73回目となる「大分県高文連中央演劇祭」は、高校
演劇の中では年間唯一の九州大会、全国大会へとつながるコン
クール形式の演劇発表会である。全国大会よりも歴史は長く、
全国の高校演劇文化を牽引してきた。
平成27年度第61回全国高等学校演劇大会・文部科学大臣賞
(最優秀賞)受賞の大分豊府高校をはじめとした大分県高等学校
文化連盟に加盟する高校演劇部11校による全国的にもレベル
の高い内容の演劇が上演される。

大分県内の能楽愛好者がつながり、今年4月に発足した大分県
能楽連盟の発足記念会。今年開館30周年をむかえた能楽堂の
本舞台にて、能楽子ども教室の子どもから超ベテランの愛好者
まで、幅広い年代の愛好者による能楽・素謡・仕舞の会を開催
します。
〈参加団体〉
能を楽しむ会　山上楽謡会　観洋会　玖珠の会　華の会
杵築歓謡会　宇佐能楽を伝承する会　吟友会　豊後高田謡曲会
大分華諷会　中津大勝会　日田鷹熊会

日本の伝統文化を見て、感じて、体験することで自主性を育む
きっかけ作りとして開催。体験を通してこれからのグローバル
社会を生きていくこども達の心を育てます。
すべて事前申込要。入場は無料、体験は参加費が必要です。
〈参加費〉
・和菓子作り1500円　　・着物の着付け、撮影会3500円
・お花（池坊）1500円　・お茶（表千家）500円
・狂言2000円

主　催：大分県高等学校文化連盟演劇専門部
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-9791-7459（安部）

主　催：大分県能楽連盟
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-545-0087（谷村）

主　催：平和市民公園能楽堂
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-551-5511（平和市民公園能楽堂）

「ながめせしまに～チャルカの邑～」
 三重総合高校

「歌う! おおいた」祭典2020
　 〜盆踊りだヨ! 全員集合! 〜

12:00 ～ 14:00（開場11:30）
J:COMホルトホール大分・小ホール

入場料 無料　※要整理券（事前申込み50名限定）

11/14（土）

当活性化委員会は、2013年度から大分県内の民謡・民俗芸能のコンテン
ツ作成と普及を継続実施し、精力的に県内の民俗芸能や民謡の魅力の発
見・発信をおこなってきました。今回は大分県内７ヵ所の魅力的な民謡と
盆踊りの祭典です。競演会的に開催し、お互いの魅力を鑑賞し合える内容
となっています。
〈参加地域〉
大分市佐賀関、大分市坂ノ市、国東市、九重町、玖珠町、臼杵市、中津市

主　催：おおいた民謡・民俗芸能活性化委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-3363-5529（是永）

● 

演
劇

● 

能
楽

● 

伝
統
文
化

● 

音
楽
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5つの芸術文化ゾーン内の連携行事

書道展　佐伯会場（三余館） 日洋彫工部会　中津会場（中津市
小幡記念図書館）

写真展　杵築会場（きつき生涯学
習館）

耕す里の神楽舞
高千穂の夜神楽 × 御嶽神楽

開場13：00  開演13：30 ／終演16：00 （予定）
竹田市総合文化ホールグランツたけた廉太郎ホール

入場料 一般1500円（竹田市民価格1000円）
　　　 高校生以下無料　※全席指定/消費税込

11/22（日）

日本を代表する神楽が揃い踏み! 天孫・ニニギノミコトが降り立った地で
ある高千穂の夜神楽は約800年の歴史があり今も神楽宿に神様をお迎えし
て夕方から翌日の昼前まで舞い続けられます。“武者”が登場する独特の
スタイルを保持する御嶽神楽は今から600年前、豊後の守、大友親隆の時
代、薩摩への戦勝記念に舞われたことが起源と言われています。祖母・
傾・大崩といった九州最高級の急峻な山々や美しい渓谷を隔てた2つの神
楽は、独自の舞が伝承されており日本文化の多様性を知る上でも貴重な舞
台をご覧ください。

主　催：竹田市総合文化ホールグランツたけた（竹田市）
　　　  竹田市伝統文化活性化実行委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：0974-63-4837（鈴木）

第56回
大分県美術展巡回展

県民芸術文化祭行事にご来場の皆様へ

第56回大分県美術展本展終了後、選抜作品を県内18地域で巡
回展示する。詳細は裏表紙。写真は、第55回巡回展から。

主　催：大分県美術協会
大分県民芸術文化祭実行委員会
ほか

問合せ：097-541-3316（池部）

第62回
臼杵市秋の文化祭
10/17（土）・10/18（日）
10:00～ 16:00終演予定（開場9:30）
臼杵市民会館

入場料 前売500円（当日600円）

臼杵市文化連盟に加入する団体相互の連絡提携を密にし、1年
の精進努力の結果を、臼杵市民の皆様に合同で展示発表する。

なお、本紙に掲載の情報は、コロナ
ウィルスの影響により変更することが
あります。最新の情報は主催団体にご
確認をお願いいたします。

ご協力をお願いいたします。

主　催：臼杵市文化連盟
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-9070-4633（安藤）

● 

総
合

● 

美
術

● 

音
楽

コロナウィルス感染予防のためご協力をお願いいたします。
○マスク着用・手指の消毒にご協力をお願いします。
○入り口で検温を行なっています。ご協力をお願いします。
　 また、37.5度以上の熱がある場合は入場をお控えください。咳など風邪
の症状がある、体調がすぐれないなどの場合も同様です。

○ 会場の密を避けるため、入場者制限をする場合や、お座りいただけない
席をつくる場合があります。

その他、各施設ならびに行事の係員の指示にご協力ください。
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部門 行事名 日時・会場 入場料 主催者 問い合わせ先

文芸
万之長者　炭焼小五郎―飛鳥のロ
マン　草刈山路と般若姫－出版コラ
ボ記念展　　　

8月31日（日）〜 9月6日（日）
9：30 〜 18：00
コトブキヤ文具店駅南店3F　ギャラリー

無料 読書と創作を楽しむ会 097-543-5366
児玉

文芸 第13回きつき城下町短歌大会 9月13日（日）
杵築市きつき生涯学習館（紙上大会） 詠草料一人一首1,000円 きつき城下町短歌会 090-9070-9229

阿部

文芸 第22回・横光利一俳句大会
10月31日（土）
14:00 〜 15：30
宇佐市民図書館・視聴覚ホール

無料 宇佐市・宇佐市教育委員
会・豊の国宇佐市塾

0978-33-4600
宇佐市民図書館「横
光利一俳句大会」係

美術 西洋絵画400年の旅
珠玉の東京富士美術館コレクション

7月22日（水）〜 9月6日（日）
日〜木曜日10：00 〜 19：00（入場は18：30
まで）/金・土曜日20：00まで開場（入場は
19：30まで）
大分県立美術館

一般1,400（1,200）円、大
学・ 高 校 生1,000（800）
円、中 学・小 学 生1,000

（500）円、（ ）内は20名以
上の団体料金

（公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団・大分県立
美術館

097-533-4500
大分県立美術館学芸
企画課

美術 第63回別府市美術展
8月25日（火）〜 9月6日（日）
10:00 〜 17：00
別府市美術館

無料 別府市美術協会 0977-24-2089
舛添

美術 児玉成弘展
9月19日（土）〜 9月27日（日）
10：00 〜 17：00
アトリエミモザ（日出町）

無料 行動大分作家協会 0977-72-3546
伊藤

美術 第39回写真クラブ「白陽会」写真展
9月21日（月）〜 9月27日(日)
10:00 〜 17：00
アートプラザ

無料 写真クラブ白陽会 090-3079-1356
恒松

美術 ミドリノニホンガ　大分県立芸術緑丘
高校美術科日本画専攻秀作展

9月22日（火）〜 9月27日（日）
10：00 〜 18：00（最終日〜 15：00）
iichiko総合文化センターアトリウムプラザ

無料 大分県立芸術緑丘高等学
校 097-543-2981

美術 第15回大分アジア彫刻展
10月10日（土）〜 11月29日（日）
9：00 〜 17：00
朝倉文夫記念文化ホール

無料 大分アジア彫刻展実行委
員会・大分県・豊後大野市

0974-72-1300
佐藤

美術 渡辺長男・大塚辰夫コーナー展示
〜朝倉文夫と二人の兄弟〜

10月10日（土）〜 11月29日（日）
9：00 〜 17：00
朝倉文夫記念館
第三展示室

（朝倉文夫記念館入館料）
一般 500円・
小中高生 200円

大分アジア彫刻展実行委
員会・大分県・豊後大野市

0974-72-1300
佐藤

美術

愛の園生朝倉文夫記念公園
開園30周年事業
朝倉文夫の後輩たちによる巨大猫作
成第二弾「しるべの猫（仮称）」

10月10日（土）〜 2021年2月28日（日）
9：00 〜 17：00
朝倉文夫記念館横「円形広場」

無料 豊後大野市 0974-72-1300
佐藤

美術 第29回けんしん美術展
10月13日（火）〜 22日（木）
9：00 〜 17：00
大分県信用組合本店5Fホール

無料 大分県信用組合 097-573-7282
阿部・髙橋

美術
令和2年度特別展

「大相撲力士群像－相撲の歴史と時
代のヒーローたち－」

10月16日（金）〜 11月29日（日）
9：00 〜 17：00
大分県立歴史博物館

一般510円・高大生310円 大分県立歴史博物館 0978-37-2100
千葉

美術 大分合同新聞油絵教室作品展
10月21日（水）〜 25日（日）
10：00 〜 16：30（最終日15:00まで）
アートプラザ

無料 大分合同新聞文化教室油
絵講座

美術
大分県立美術館開館5周年記念事業
生誕110年宇治山哲平にみる「やまと
ごころ」

10月30日（金）〜 11月29日（日）
日〜木曜日10：00 〜 19：00（入場は18：30
まで）/金・土曜日20：00まで開場（入場は
19：30まで）
大分県立美術館

一 般800（600）円、大 学・
高校生500（300）円・中学
生以下無料、（）内は２０名
以上の団体料金

（公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団・大分県立
美術館

097-533-4500
大分県立美術館学芸
企画課

美術 第29回大分創元展
11月10日（火）〜 15日（日）
10：00 〜 18：00（最終日16：00まで）
大分県立美術館

無料 大分創元会 080-8574-5074
海妻

美術
MANGA都市TOKYO展
ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮
2020

11月21日（土）〜 2021年1月17日（日）
日〜木曜日10：00 〜 19：00（入場は18：30
まで）/金・土曜日20：00まで開場（入場は
19：30まで）
大分県立美術館

一般1,400（1,200）円、大
学・ 高 校 生1,000（800）
円、中 学・ 小 学 生500

（300）円、（）内は20名以
上の団体料金

MANGA都 市TOKYO大
分展実行委員会・TOSテ
レビ大分・（公財）大分県芸
術文化スポーツ振興財団・
大分県立美術館

097-533-4500
大分県立美術館学芸
企画課

美術 新潮流’20展
12月7日（月）〜 13日（日）
10：00 〜 19：00
大分県立美術館

300円 新潮流の会 090-9728-6639
遠藤

美術 ベップ・アート・マンス2020 12月12日（土）〜 2021年1月31日(日）
別府市内各所

企画により異なる。（無料
〜 4,000円） 混浴温泉世界実行委員会 0977-22-3560

BEPPU　PROJECT

第22回大分県民芸術文化祭参加行事一覧表
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部門 行事名 日時・会場 入場料 主催者 問い合わせ先

美術 梅田哲也 イン 別府 12月12日（土）〜 2021年3月14日(日）
別府市内各所 無料 混浴温泉世界実行委員会 0977-22-3560

BEPPU　PROJECT

音楽 ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演
奏会 〜第5幕〜

9月28日（月）
19：00 〜
iichiko音の泉ホール

一般3,000円、U25割（25
歳以下）　1,500円

（公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団

097-533-4004
（公財）大分県芸術文
化スポーツ振興財団

音楽

グランドオペラ共同制作　プッチーニ
作曲「トゥーランドット」全3幕　イタリ
ア語上演・日本語及び英語字幕付き・
新制作

10月24日（土）
14：00 〜
iichikoグランシアタ

G S 席 1 3 , 0 0 0 円・S 席
11,000円・A席9,000円・
B 席 7,000 円・C 席 5,000
円・D 席 3,000 円・U25 割　
A 〜 D席各半額

（公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団

097-533-4004
（公財）大分県芸術文
化スポーツ振興財団

音楽 ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演
奏会〜第6幕〜 FINAL

11月12日（木）
19：00 〜
iichiko音の泉ホール

一般3,000円、U25割（25
歳以下）　1,500円

（公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団

097-533-4004
（公財）大分県芸術文
化スポーツ振興財団

音楽 吟道関心流大分県本部
第51回吟詩大会

11月15日（日）
10：00 〜 14：00
豊泉荘（別府市）

無料 吟道関心流大分県本部 0977-76-2217
平松

音楽 第5回ピアコン＆第25回ピアラピアノ
コンクール予選

11月22日（日）
13：00 〜 16：00
iichiko音の泉ホール

無料 PIARA大分

音楽 第５９回大分県三曲協会定期演奏会　
箏・三絃・尺八による「邦楽演奏会」

11月29日（日）
12：30 〜 16：00
大分市コンパルホール

1,000円 大分県三曲協会 097-567-7876
羽田野

音楽 パーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カン
マーフィルハーモニー管弦楽団

12月7日（月）
19：00 〜 21：00
iichikoグランシアタ

G S 席 1 0 , 0 0 0 円・S 席
8,000円・A席6,000円・B
席 4,000 円・C 席 2,000
円・U25割　半額（B・C席）

（全席指定）

（公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団

097-533-4004
（公財）大分県芸術文
化スポーツ振興財団

音楽 第8回大分県中高校生芸術文化祭
（ミラ☆スタ）

12月12日（土）
13：30 〜 15：30（予定）
iichiko音の泉ホール

無料 （公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団

097-533-4007
（公財）大分県芸術文
化スポーツ振興財団

音楽 九州交響楽団大分公演
12月13日（日）
17：00 〜 19：00
iichikoグランシアタ

S 席 5,000 円・A 席 4,000
円・B 席 3 , 000 円・C 席
2,000円

iichiko総合文化センター/
（公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団

097-533-4004
酒井、土屋

舞踊 ルナバレエ　7thコンサート2020
9月20日（日）
13：00 〜 15：00
コンパルホール

無料 ルナバレエ 090-9563-2219
兼子

児童
文化

第３回全国小中学生書道チャンピオ
ン大会予選大会

10月25日（日）
10：00 〜 15：00
西本皆文堂

無料 NPO法人大分県書写書
道指導者連合会

090-4581-7301
那賀

児童
文化 第57回大分県児童文化祭

10月31日（土）
10：00 〜 12：00
由布市はさま未来館

無料 大分県児童文化研究会 097-558-2985
山元

児童
文化 第56回大分県人形劇フェスティバル

12月2日（水）
10：00 〜 11：30
臼杵市野津中央公民館

無料 大分県人形劇サークル協
議会

097-558-2985
山元

総合 第8回しんけん大分学検定
11月3日（火・祝）
13：30 〜 14：40
大分県水産会館ほか

受 験 料 一 般3,000円・学
生2,000円・高校生1,000
円・中学生無料

一般社団法人大分学研究会 097-536-9731
楢本

総合 津久見市文化協会会員発表会（仮称）
11月14日（土）

（展示）津久見市民会館
（芸能）野外ステージ

400円 津久見市文化協会 090-7386-4835
小野崎

総合 第45回大分県高等学校文化連盟
総合文化祭大分大会

11月16日（月）〜 11月17日（火）
16日 9：30 〜 15：50
17日 9：40 〜 13：10
iichiko総合文化センター

無料 大分県高等学校文化連盟 097-529-5025
阿部

総合 第31回宇佐市民文化祭
12月1日（火）〜 15日（火）
10：00 〜 16：00
ウサノピア

無料 宇佐市文化協会 090-3602-0441
池田

文化
一般 鉄道模型大運転会2020 12月18日（金）〜 20日（日）

大分県立美術館 無料 （公財）大分県芸術文化ス
ポーツ振興財団

097-533-4007
（公財）大分県芸術文
化スポーツ振興財団



第56回大分県美術展

大分県立美術館（全館）
【 開館時間 】   10:00-19:00   ※金・土曜日は20:00まで
                    ※最終日 日洋彫工13:00まで、書道16:00まで、写真15:30まで

【 入 場 料 】  一般 500円  ・  高大生300円  ・  中学生以下・障害者 無料
                  団体(20名以上) 100円引き   教育鑑賞団体無料、びび（ TAKASAGO・KOTOBUKI ）無料

巡回展　入場無料

【 日本画・洋画 】
臼杵市民会館 R2.10.  5(月) ～ 10.11(日)
三余館（佐伯） R2.10.16(金) ～ 10.18(日)
ＡＯＳＥ （日田） R2.10.26(月) ～ 11.  1(日)
杵築市文化体育館 R2.11.  2(月) ～ 11.  8(日)
ウサノピア（宇佐文化会館） R2.11.  9(月) ～ 11.12(木)
中津市立小幡記念図書館 R2.11.18(水) ～ 11.23(月・祝)
竹田市歴史文化館・由学館 R2.11.30(月) ～ 12.  6(日)
朝倉文夫記念公園文化ホール R2.12.  8(火) ～ 12.13(日)

【 書道 】
ＡＯＳＥ （日田） R2.11.13(金) ～ 11.15(日)
竹田市歴史文化館・由学館 R2.11.27(金) ～ 11.29(日)
三余館（佐伯） R2.12.11(金) ～ 12.13(日)
中津市立小幡記念図書館 R2.12.19(土) ～ 12.21(月)
ウサノピア（宇佐文化会館）※ R3.  1.15(金) ～   1.17(日)

 ※は芸振文化キャラバンで実施

【 写真 】
ＡＯＳＥ （日田） R2.10.20(火) ～ 10.25(日)
きつき生涯学習館ホワイエ R2.10.26(月) ～ 11.  1(日)
はさま未来館 R2.11.  2(月) ～ 11.  8(日)
竹田市歴史文化館・由学館 R2.11.12(木) ～ 11.15(日)
臼杵市観光交流プラザ R2.11.25(水) ～ 11.29(日)

日洋彫工展    ▶   9月16日(水)   ～    9月27日(日)
書   道   展    ▶ 10月  2日(金)   ～  10月11日(日)
写   真   展    ▶ 10月13日(火)   ～  10月18日(日)

【 主　催 】大分県美術協会　   大分県民芸術文化祭実行委員会　 大分県　 大分県教育委員会　   （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
 　　　　　大分県立美術館　   N P O法人大分県芸振　       大分合同新聞社
【 問合先 】日洋彫工展  090-7290-4943（大渡）　書道展  090-3320-5906（中尾)　写真展  090-8914-4813（安東)

主催：大分県民芸術文化祭実行委員会
〒870-0029
大分市高砂町2-33 B1F
NPO法人大分県芸振内
TEL097-536-0522
FAX097-536-6188


