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開幕行事

 
 

世界的に上演回数が多く最も人気の高いオペラ ビゼー作曲《カ
ルメン》。今回は岩田達宗氏の演出で、ビゼーが描きたかった真
実の《カルメン》をお贈りします。余計なものを削ぎ落とし本質の
みを残したシンプルなカルメンをお楽しみください。
出演は大分二期会の経験豊富な演奏家とともに実力ある若手を
起用。バレエ、児童合唱など、他分野の芸術団体とコラボレーショ
ンし、より高い芸術性を目指します。

主　催：大分二期会・大分県民芸術文化祭実行委員会
共　催：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分合同新聞社
問合せ：080-2736-5108（事務局）

オペラ《カルメン》フランス語上演　字幕付き
10/2（土）開場17 : 15／開演18 : 00（終演予定20 : 40）作品解説17 : 30～

10/3（日）開場12 : 45／開演13 : 30（終演予定16 : 10）作品解説13 : 00～

iichikoグランシアタ 
入場料 GS席10,000円（学生割引なし）［ペア18,000円］
　　　 S席6,000円（学生3,000円）［ペア10,000円］
　　　 A席5,000円（学生2,500円）
　　　 B席4,000円（学生2,000円）
　　　 ※学生U25に限る。生徒手帳・学生証の提示要
　　　 　未就学児入場不可　託児所なし

指揮者　森口 真司
MORIGUCHI Shinji

【出　演】
バ レ エ　笠木啓子バレエ研究所
管弦楽団　大分県立芸術文化短期大学カルメン特別オーケストラ
合 唱 団　大分二期会合唱団2021
　　　　　大分大学教育学部附属小学校コーラス部
　　　　　大分市立戸次中学校コーラス部

【チケット取扱】
iichiko総合文化センター 1Fインフォメーション（097-533-4006）
iichiko総合文化センターホームページ（www.emo.or.jp）
トキハ会館3階プレイガイド（097-538-3111）

～ Cast ～

エスカミーリョ
ミカエラ
スニガ

フラスキータ
メルセデス
レメンダード
ダンカイロ

フラメンコダンサー　　川上 摩紀・熊谷 直子・橋口 麻莉（atelier semilla～アトリエ セミージャ～）

押川　浩士（客演）
小村　朋代
糸永　起也（客演）
白石まさこ
坂本　六代
中村　弘人
秋吉　一央（客演）

安藤　常光
林   満理子
新見　準平
本松　真弓
本郷　佳奈
河野　浩亮（客演）
木村　雄太（客演）

演出　岩田 達宗

カルメン　安本 ゆか カルメン　本田 ゆりこドンホセ　行天 祥晃 ドンホセ　土崎 譲（客演）

〈10/2〉 〈10/3〉

大分県立芸術文化短期大学
教授

IWATA Tatsuji

大阪音楽大学
大阪音楽大学短期大学部

演出 客員教授

閉幕行事

 

主　催：NPO法人おおいた第九を歌う会・大分県民文化祭実行委員会
共　催：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
問合せ：097-537-1200（事務局藤原）

大分第九の夕べ 特別公演
「歌声を未来へ」  ～コロナ禍を乗り越えて「第九」を歌い継ぐ～
12/12（日）
　「大分第九の夕べ」は、昭和51年に県民の手でベートーヴェンの最高傑作「交響曲第九番」の合唱を毎年演奏しようという機運が
高まり、翌52年12月に大分県立芸術会館ホール及び別府国際観光会館において、大分県で初めて開かれました。初回は二台ピア
ノの伴奏、その翌年からは九州交響楽団との共演で、毎年著名な指揮者やソリストを招いて多くの県民の方々に楽しんでいただきました。
一昨年までに43回を数える演奏会を開いており，現在では大分の “年末の風物詩”として定着しています。
　こうした『第九』演奏会は、新型コロナウイルスの影響で多くの人が集まって合唱練習を行うことができない状況から、昨年、今年と
断念せざるを得なくなりました。そこで、県民芸術文化祭の閉幕行事となる今回の演奏会は、当初の内容を変更し、コロナ禍を乗り越え、
未来に向かって『第九』機運を盛り上げ、飛躍する演奏会として開催します。

iichikoグランシアタ

13 : 30開場／ 14 : 00開演
【チケット販売所】
NPO法人おおいた第九を歌う会事務局（iichiko総合文化センター１Fインフォメーション）
トキハ会館３Fプレイガイド・エトウ南海堂・トキハ別府店 １階インフォメーション

入場料 全席自由 2,000円

15：20開場／ 15：40開演
入場料 無料（全席自由）

木下 美穂子

Program

♪ 木下美穂子ソプラノリサイタル

♪ 「第九」第4楽章より抜粋

♪ 「第九」第4楽章DVD上映会

【第二部】

【第一部】

　現大分県立芸術文化短期大学卒業。武蔵野音楽大学卒業、同大学院及び二期会オペラスタジオ修了。出光
音楽賞、新日鉄音楽賞（現 日本製鉄音楽賞）、日本音楽コンクール第1位、日伊声楽コンコルソ第1位、イ
タリア声楽コンコルソ・シエナ大賞、イタリア・ブッセート市 ヴェルディの声国際声楽コンクール第2位、
リチーア・アルバネーゼ プッチーニ国際声楽コンクール（ニューヨーク）第1位等、受賞歴多数。
　2002年小澤征爾指揮『ドン・ジョヴァンニ』ドンナ・エルヴィーラでデビュー。以降東京二期会『蝶々夫人』、
『ボエーム』ミミ、『仮面舞踏会』アメーリア、『ホフマン物語』アントニア、『カルメン』ミカエラなどに出演。
海外では、スポケーン交響楽団『ヴェルディ・レクイエム』、ミシガンオペラ、バンクーバーオペラ、ロンドン・
ロイヤルアルバートホール『蝶々夫人』などに出演。数々の海外公演を経て「蝶々夫人」は自身の代名詞となり、
各国の批評家やファンから「世界で屈指の蝶々夫人」と称されている。近年は東京二期会『ローエングリン』
エルザ、『トスカ』、2018年グランドオペラ共同制作『アイーダ』題名役等を演じ、2020年には東京二期会
『フィデリオ』レオノーレ、グランドオペラ共同制作『トーゥランドット』大分公演などでリューを演じ高い
評価を得る。二期会会員。

指　揮：中村弘人
合　唱：NPO法人おおいた第九を歌う会会員有志
ピアノ：渡邊麻実子・吉元優喜乃

【演奏曲目】
オペラ『蝶々夫人』より　ある晴れた日に ／ オペラ『ルサルカ』より　月に寄せる歌 ／ シューベルト：アヴェ マリア　など
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次世代へつなぐ日本の豪華二大伝統芸能『能・長唄』
11/13（土）

異分野交流等新たな展開創出行事

「能楽」と「長唄」、日本の二大伝統芸能の競演。鶴亀などを能楽と
長唄で弾き比べで披露するほか、子供による能楽の舞台発表、立
命館アジア太平洋大学の長唄・三味線サークル、和太鼓サークル
“楽”など次世代の担い手が参加する内容で日本の伝統芸能の素晴
らしさを堪能してほしい。　

近年は映画監督や映像制作などでも注目され
ている音楽家兼作曲家 渡邊琢磨の初の映
像作品展示。今回は「ラストアフターヌーン」
（2021）の他に大分県を舞台にした新作も
合わせて上映する。また会期中には特別ライ
ブや町内の文化団体とのコラボレーション企
画も実施。SNSなどでも発信を行うのでこち
らもご注目。

主　催：大分県能楽連盟・大分県長唄連盟
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-537-1765（櫻井）

主　催：Oita Art Collective
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：oitaartcollective@gmail.com（廣瀬）

12 : 30 ～ 16 : 00（開場12 : 00）
大分市平和市民公園　能楽堂

入場料 全席1,000円（自由席）

渡邊琢磨映像作品展「ラストアフターヌーン」
10/23（土）～10/31（日）
10 : 00 ～ 16 : 00
由布院アルテジオ

入場料 1,500円
　　　 （企画展1,200円+常設展示300円）

10/23（土）　開場14 : 30 ／開演15 : 00
由布院アルテジオ
入場料 2,500円　　出演 千葉広樹、渡邊琢磨

オープニングライブ

能楽

長唄

【演　目】
小鍛冶（能楽・長唄）
鶴亀（能楽・長唄）
老松（能楽・長唄）
安宅（能楽）
勧進帳（長唄）
船弁慶（能楽）
藤娘（長唄）

詳細はこちら

●
音
楽
・
能

●
音
楽

※ 新型コロナウイルス感染状況により、
やむを得ず開催内容が変更になる可能
性があります。あらかじめご了承ください。

異分野交流等新たな展開創出事業

● 
 

文
芸

●
美
術

●
音
楽

第57回大分県短歌
コンクール（紙上大会）

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：0978-62-2880（阿部）

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐた
め、昨年に引き続き紙上大会として実
施。７首詠の部と１首詠の部に分けて
未発表歌を募集。（両部とも題詠では
なく自由詠、ただし７首詠には各自題を
付けてください）
優秀作品は11月21日（日）に決定し、
応募者全員に選歌結果を郵送するほ
か、後日大分県歌人クラブ会報に掲
載する。
クラブ会員以外の応募も可能。（但し、
選者は応募不可）応募先は問い合わ
せを。

第55回大分県俳句大会
（紙上句会）

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）

有季定型俳句の普及向上を目的とした
俳句大会。昨年に引き続き参集しない
紙上大会とする。募集句の表彰、小
中学生俳句大会の表彰、大分県俳
句大会新人賞の表彰は11月7日（日）
に決定し文書で通知する。応募など詳
細は問い合わせを。

10 : 00 ～ 19 : 00（最終日は17：00まで）

主　催：新潮流の会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：endou.momoko6@gmail.com

大分県立美術館1階 展示室A

入場料 無料

新しい平面絵画の創造と会員相互の
研鑽を主な目的とした新潮流の会会員
の展覧会。絵画の存在意義や重要性、
また創造の楽しさ、鑑賞の喜びをアピー
ルしたい。今回もギャラリートークを最
終日14:00～15:30に実施。

9 : 30（初日は13：00）～
　　　　　　　17 : 00（最終日は16：00）
アートプラザ　ギャラリーA

入場料 無料

大分大学経済学部同窓会「四極会大
分支部」の会員が日頃楽しんでいる絵
画、写真、書、短歌等の作品を持ち寄っ
て実施する文化作品展示会。

四極会芸術文化祭
「自遊展」

新潮流’ 21展

主　催：四極会大分支部
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-538-2462（高橋・是永）

10/4（月）～ 10/10（日）

大分マンドリンオーケストラ
第33回定期演奏会

14 : 00 ～ 17 : 00

主　催：大分マンドリンオーケストラ
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-8765-2359（掛橋）

iichiko 音の泉ホール

入場料 1,000円

11/23（火・祝）～ 11/28（日）
10/10（日）

【演奏曲】
Ⅰ部
 ・英雄行進曲「イタリア」（A.Amadei）
 ・紫陽花のプレリュード（武藤理恵）
 ・Viva! Mandolin（藤掛廣幸）
Ⅱ部　オリンピックテーマ曲から
 ・虹と雪のバラード（トワ・エ・モワ）　
 ・栄光の架橋（ゆず）　
 ・風が吹いている（いきものがかり）　
 ・カイト（嵐）　
Ⅲ部
 ・幻想曲第2番　ホ短調（久保田孝）
 ・スペイン組曲（C.Mandonico）

8月31日（火）
2,000円

投句締切：
投 句 料：

第53回大分県川柳大会
（誌上大会）

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（高木）

新型コロナウイルス感染予防を考慮
し、今年も誌上大会として実施。多く
の方の投句をお待ちしています。　

所定の用紙か便箋に各題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。
「ささやく」「アドリブ」「含む」「的」
「点」「城」の6題
10月1日（金）～10月20日（水）
1,000円（郵便小為替・現金書
留のいずれか）
879-7306 豊後大野市犬飼町
下津尾3396-1 高木豊柳あて

投句方法：

課　　題：

投句期間：
投 句 料：

申 込 先：
10月10日（日）必着
７首詠2,000円
１首詠1,000円

応募締切：
参 加 料：
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次世代へつなぐ日本の豪華二大伝統芸能『能・長唄』
11/13（土）

異分野交流等新たな展開創出行事

「能楽」と「長唄」、日本の二大伝統芸能の競演。鶴亀などを能楽と
長唄で弾き比べで披露するほか、子供による能楽の舞台発表、立
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能楽

長唄
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詳細はこちら

●
音
楽
・
能

●
音
楽

※ 新型コロナウイルス感染状況により、
やむを得ず開催内容が変更になる可能
性があります。あらかじめご了承ください。

異分野交流等新たな展開創出事業
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10 : 00 ～ 19 : 00（最終日は17：00まで）

主　催：新潮流の会
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の展覧会。絵画の存在意義や重要性、
また創造の楽しさ、鑑賞の喜びをアピー
ルしたい。今回もギャラリートークを最
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分支部」の会員が日頃楽しんでいる絵
画、写真、書、短歌等の作品を持ち寄っ
て実施する文化作品展示会。

四極会芸術文化祭
「自遊展」

新潮流’ 21展

主　催：四極会大分支部
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-538-2462（高橋・是永）
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主　催：大分マンドリンオーケストラ
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問合せ：090-8765-2359（掛橋）

iichiko 音の泉ホール

入場料 1,000円

11/23（火・祝）～ 11/28（日）
10/10（日）

【演奏曲】
Ⅰ部
 ・英雄行進曲「イタリア」（A.Amadei）
 ・紫陽花のプレリュード（武藤理恵）
 ・Viva! Mandolin（藤掛廣幸）
Ⅱ部　オリンピックテーマ曲から
 ・虹と雪のバラード（トワ・エ・モワ）　
 ・栄光の架橋（ゆず）　
 ・風が吹いている（いきものがかり）　
 ・カイト（嵐）　
Ⅲ部
 ・幻想曲第2番　ホ短調（久保田孝）
 ・スペイン組曲（C.Mandonico）

8月31日（火）
2,000円

投句締切：
投 句 料：

第53回大分県川柳大会
（誌上大会）

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（高木）

新型コロナウイルス感染予防を考慮
し、今年も誌上大会として実施。多く
の方の投句をお待ちしています。　

所定の用紙か便箋に各題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。
「ささやく」「アドリブ」「含む」「的」
「点」「城」の6題
10月1日（金）～10月20日（水）
1,000円（郵便小為替・現金書
留のいずれか）
879-7306 豊後大野市犬飼町
下津尾3396-1 高木豊柳あて

投句方法：

課　　題：

投句期間：
投 句 料：

申 込 先：
10月10日（日）必着
７首詠2,000円
１首詠1,000円

応募締切：
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異分野交流等新たな展開創出事業
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次代を担う人材育成行事

●
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19 : 00 ～ 21 : 00（開場18：30）

主　催：カンマームジークoita
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-6828-3777（清水）

平和市民公園能楽堂

入場料 一般2,500円
　　　 大学生以下1,500円

バロック音楽を当時の楽器で演奏する
コンサート。今回初めて能楽堂で開催
する。古楽器のための現代音楽を初
演するほか、バロック音楽に和のテイ
ストを盛り込んだ公演を行う。

Back to the 18th century 
part4 
-古楽器で聴くバロックの調べin能楽堂-

10/15（金） 10 : 00 ～ 18 : 00

主　催：華道家元池坊 大分支部
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-9070-9926（大塚）

大分県総合文化センター（アトリウムプラザ）

入場料 無料

コロナ禍で先の見通せないなかで、少
しでも明るい未来への希望を感じてもら
えればと『花のちからを今』をテーマに
花展を企画。迎え花には7名の合作
による大作を展示、142瓶のいけばな
の作品展示をお楽しみください。

華道家元池坊
大分支部いけばな展
10/16（土）～ 10/17（日）

主　催：大分県高等学校文化連盟　
　　　  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：090-1087-1818（河野）

第74回大分県高文連
中央演劇祭

10 : 00 ～ 18 : 30
J:COM ホルトホール大分 大ホール
入場料 無料

大分県高等学校文化連盟に加盟する
高校演劇部によるコンクール形式の演
劇発表会。

11/13（土）～ 11/14（日）

【参加予定】
爽風館高等学校
日田三隈高等学校
福徳学院高等学校
大分鶴崎高等学校
大分東明高等学校
安心院高等学校

翔青高等学校
大分西高等学校
大分国際情報高等学校
三重総合高等学校
大分豊府高等学校

こどもアートフェスタ
11/20（土）

①YouTube OMAPリトミックちゃんねるオリジナルソングによる
　リトミック・ワークショップ（講師：どれみであそぼ音楽教室）

②オリジナルデジタル音楽絵本「卵の殻をつけたどろぼうたち」　
　上映と小中学生のピアノステージ演奏

③アナウンサー藤林唯氏による絵本の読み語り

④バルーンアート・ワークショップ（講師：野口真美氏）

⑤アーティストによる子供向けコンサート
　（ピアノ・ピアニカ：宮崎大介）中学生共演あり

主　催：OMAP
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：omap.space@gmail.com

14 : 00 ～ 16 : 00
コンパルホール多目的ホール

入場料 一般1,000円　
　　　 中学生以下500円（0歳から入場可 有料）

「コロナ感染拡大状況により、イベントの開催や内容につきまして
変更の可能性があります。最新情報につきましてはOMAPホーム
ページをご覧ください」
OMAPホームページ　www.omap.space/

● 

音
楽

●
民
謡

第1回おおいた民謡の祭典
11/23（火・祝）

5つの芸術文化ゾーン内の連携行事

アイデンティティーに富んだ大分らしさが
醸し出された斬新な舞台と好評だった「第
33回国民文化祭大分2018の行事=
ニッポンの祭り唄・盆踊り全国大会=」
の開催から３年。語り継がれる舞台を目
指し、文化のさらなる発展、普及活動を
目的に、新たにおおいた民謡の祭典を開
催する。

主　催：大分県民謡連盟
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-8769-0030（岩本）

12 : 00 ～ 15 : 30（開場11：00）
iichiko音の泉ホール

入場料 無料

Moonlight and tea
10/19（火）

次代を担う人材育成行事

ピアノとオペラでお届けする「月」のコンサート。
普段あまりクラシックを聴かない方も
深まりゆく秋の月明かりのもと
温かい紅茶とともに
月にちなんだクラシックの名曲を
お楽しみください。

主　催：Moonlight and tea実行委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：080-6375-3529
　　　  a19103@oita-pjc.ac.jp（市村）

18 : 20 ～ 19 : 20
お部屋ラボ祝祭の広場

入場料 無料

【Program】
ベートーヴェン「月光」
ドヴォルザーク「月に寄せる歌」
ドビュッシー　 「月の光」など

第１部　県外民謡の発表
第２部　大分県民謡の発表
第３部　優秀賞に輝く “おおいたの精鋭たち”
　　　　（県内コンクール大会優勝者）
第４部　県内の盆踊り保存会による
　　　　“極める伝統の舞” 
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主　催：カンマームジークoita
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-6828-3777（清水）

平和市民公園能楽堂

入場料 一般2,500円
　　　 大学生以下1,500円

バロック音楽を当時の楽器で演奏する
コンサート。今回初めて能楽堂で開催
する。古楽器のための現代音楽を初
演するほか、バロック音楽に和のテイ
ストを盛り込んだ公演を行う。

Back to the 18th century 
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-古楽器で聴くバロックの調べin能楽堂-
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共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
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大分県総合文化センター（アトリウムプラザ）
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コロナ禍で先の見通せないなかで、少
しでも明るい未来への希望を感じてもら
えればと『花のちからを今』をテーマに
花展を企画。迎え花には7名の合作
による大作を展示、142瓶のいけばな
の作品展示をお楽しみください。

華道家元池坊
大分支部いけばな展
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主　催：大分県高等学校文化連盟　
　　　  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：090-1087-1818（河野）

第74回大分県高文連
中央演劇祭

10 : 00 ～ 18 : 30
J:COM ホルトホール大分 大ホール
入場料 無料

大分県高等学校文化連盟に加盟する
高校演劇部によるコンクール形式の演
劇発表会。
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爽風館高等学校
日田三隈高等学校
福徳学院高等学校
大分鶴崎高等学校
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翔青高等学校
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大分国際情報高等学校
三重総合高等学校
大分豊府高等学校
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11/20（土）

①YouTube OMAPリトミックちゃんねるオリジナルソングによる
　リトミック・ワークショップ（講師：どれみであそぼ音楽教室）

②オリジナルデジタル音楽絵本「卵の殻をつけたどろぼうたち」　
　上映と小中学生のピアノステージ演奏

③アナウンサー藤林唯氏による絵本の読み語り

④バルーンアート・ワークショップ（講師：野口真美氏）

⑤アーティストによる子供向けコンサート
　（ピアノ・ピアニカ：宮崎大介）中学生共演あり

主　催：OMAP
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：omap.space@gmail.com

14 : 00 ～ 16 : 00
コンパルホール多目的ホール

入場料 一般1,000円　
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変更の可能性があります。最新情報につきましてはOMAPホーム
ページをご覧ください」
OMAPホームページ　www.omap.space/

● 

音
楽

●
民
謡

第1回おおいた民謡の祭典
11/23（火・祝）

5つの芸術文化ゾーン内の連携行事

アイデンティティーに富んだ大分らしさが
醸し出された斬新な舞台と好評だった「第
33回国民文化祭大分2018の行事=
ニッポンの祭り唄・盆踊り全国大会=」
の開催から３年。語り継がれる舞台を目
指し、文化のさらなる発展、普及活動を
目的に、新たにおおいた民謡の祭典を開
催する。

主　催：大分県民謡連盟
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-8769-0030（岩本）

12 : 00 ～ 15 : 30（開場11：00）
iichiko音の泉ホール

入場料 無料

Moonlight and tea
10/19（火）

次代を担う人材育成行事

ピアノとオペラでお届けする「月」のコンサート。
普段あまりクラシックを聴かない方も
深まりゆく秋の月明かりのもと
温かい紅茶とともに
月にちなんだクラシックの名曲を
お楽しみください。

主　催：Moonlight and tea実行委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：080-6375-3529
　　　  a19103@oita-pjc.ac.jp（市村）

18 : 20 ～ 19 : 20
お部屋ラボ祝祭の広場

入場料 無料

【Program】
ベートーヴェン「月光」
ドヴォルザーク「月に寄せる歌」
ドビュッシー　 「月の光」など

第１部　県外民謡の発表
第２部　大分県民謡の発表
第３部　優秀賞に輝く “おおいたの精鋭たち”
　　　　（県内コンクール大会優勝者）
第４部　県内の盆踊り保存会による
　　　　“極める伝統の舞” 
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大瓜生島 －過去と未来を紡ぐー
11/23（火・祝）

5つの芸術文化ゾーン内の連携行事

劇団OTC第35回公演
時は安土桃山時代。別府湾に浮かんでいた瓜生島が１日に
して沈んでしまったと言われる伝説。それは単なる寓話だった
のか・・・　
かつて島に流れ来た男が退屈な生活の中、日々生まれる事
件を解決しながら仲間を増やしていく。
遠い伝説の時代に思いを馳せ、島の悲哀物語を舞台化する。

宇佐市では日本三大疎水の父と呼ば
れる郷土の偉人「南 一郎平」を題材
としたNHK朝ドラ 誘致を目指す動き
が活発化している。
今回、一郎平の業績や人となりを広く
知ってもらうため市民劇「南一郎平」
公演の実行委員会を立ち上げ、演劇
ワークショップを開催します。

主　催：劇団OTC
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-1341-5193（永野）

主　催：市民劇「南一郎平」実行委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会

18 : 00 ～ 19 : 30（開場17 : 30）
別府市コミュニティセンター

入場料 前売り1,000円　当日1,500円

参加料 無料 ※要申込み

市民劇 「南 一郎平」演劇ワークショップ事業

●
演
劇

首藤健二郎（客演）
= CAST =

劇団OTC団員

作・演出　豊湧

【講師】
①②  南一郎平顕彰会長  南文明 ほか　
③-⑦ 市民劇脚本・演出  佐倉吹雪氏
　　　　　　　　　　　 （演劇集団P-nuts）

【日程】

対象：小学生以上（高校生以下の方は保護者の同意が必要です）
定員：20名　申し込み期限　9月10日（金）まで
場所：宇佐文化会館ほか
内容：座学・フィールドワーク ①②
　　  演劇ワークショップ（身体表現等） ③④⑤⑥⑦

申込・問合せ：宇佐市総合政策課 企画調整係 0978-27-8109

「こどもの一生」7/31（土）より

10/9（土）・10/25（月）・11/7（日）

10/  9（土） ①10 : 00～12 : 00  ②13 : 00～15 : 00  ③15 : 30～17 : 30
10/25（月）④18 : 00～20 : 00
11/  7（日） ⑤10 : 00～12 : 00  ⑥13 : 00～15 : 00  ⑦15 : 30～17 : 30

日本三大疎水の父  南 一郎平

詳細はHPを
ご覧ください。

5つの芸術文化ゾーン内の連携行事

 
 

●
総
合

10 : 00 ～ 15 : 30（開場9：00）

主　催：佐伯文化振興会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：0972-23-2247（楳若）

さいき城山桜ホール 大ホール
入場料 1,000円

〈舞台〉11/21（日）

10 : 00～16 : 00（開場9：00）

10 : 00～16 : 00

中学校・高等学校吹奏楽部演奏会・芸能の部発表会

津久見市民会館 大ホール
入場料 400円

〈芸能の部〉

R4.3/5（土）

○会員作品展・無料茶席
○展示特別企画・津久見出身画家 岩尾善幸展

津久見市民会館 展示ホール他 全館
入場料 無料

〈展示の部〉

R4.3/5（土）・3/6（日）

津久見市民会館 入場料 無料
〈その他〉

無形民俗文化財　堅浦霜月祭り
【神楽、獅子舞】

R4.3/6（日）

12 : 00～16 : 00（開場11：00）
合同ステージ（昭和、平成、そして令和）
R4.3/6（日）

さいき城山桜ホール 入場料 無料
〈生花展示〉11/20（土）～11/21（日）

さいき城山桜ホール 入場料 無料
〈美術展示〉11/26（金）～11/28（日）

佐伯文化振興会の50周年記念行事と
して、会員の発表をはじめ、関西詩吟
文化協会 穂山会・舞踊会主・書道・
いけばなによる特別記念番組「秋の舞
台絵巻」など、半世紀を祝うに相応しい
華やかな舞台をお贈りする。作品展示
会も開催。詳細は県民芸術文化祭HP
をご覧ください。

第30回宇佐市民芸術祭 第50回佐伯芸術文化祭

主　催：宇佐市文化協会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-3602-0441（池田）

10 : 00 ～ 16 : 00

13 : 00 ～ 16 : 00（開場10：00）

ウサノピア

入場料 無料

10/9（土）～ 10/10（日）

昨年コロナ禍のため延期となった第30
回宇佐市民芸術祭。今年度は宇佐市
内の芸術文化の愛好者がしっかり感染
対策をしながら発表会を開催します。

第2回華舞台

〈創立50周年〉第50+1回
津久見市文化祭

13 : 00 ～ 15 : 30

主　催：鶴崎華舞台実行委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-527-2739（若葉）

ホルトホール大分

入場料 無料

10/24（日）

民謡・三味線・日舞・バレエの団体に
よる合同公演。フィナーレは全員参加
の合同作品を発表する。

主　催：津久見市文化協会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-7386-4835（小野崎）

昨年開催できなかった「創立50周年記念文化
祭」だが、今年もコロナウイルスの影響で当初11
月の予定をR4.3.5（土）・3.6（日）に変更、文化
協会加盟の28団体ほか市内の中・高等学校、
芸術文化団体の参加を得て大規模に開催する。

第52回くすまち文化祭
お知らせ

県民芸術文化祭行事にご来場の皆様へ
感染予防対策へのご協力をお願いします

主　催：玖珠町文化振興会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-2589-9733（事務局）

くすまちメルサンホール

入場料 無料

10/24（日）

展示部門と芸能部門に分かれ各々の
１年間の活動成果を発表する場として
毎年開催している。昨年は新型コロナ
ウイルス感染症予防の観点から中止と
なったため、今年は２年分の思いを表
現する文化祭にしたい。

本紙に掲載の情報は、令和３年8月
24日現在のものです。
今後、新型コロナウイルスの影響で変
更する場合があります。
最新の情報は主催団体にご確認をお
願いいたします。

また行事によっては入場者数や座席使
用の制限を設けることがあります。施設
や行事の係員の指示にご協力ください。

ご協力をお願いいたします。

【出演】
花柳鶴多恵社中
花柳月琴社中
花柳八重華代社中
藤本三味線教室
若葉早苗バレエスタジオ

舞台部門：日舞、箏曲、大正琴、剣詩舞、
　　　　  民謡など
展示部門：美術、書道、工芸、華道
※茶会、句会は実施しません。

令和元年度公演から

など
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大瓜生島 －過去と未来を紡ぐー
11/23（火・祝）

5つの芸術文化ゾーン内の連携行事

劇団OTC第35回公演
時は安土桃山時代。別府湾に浮かんでいた瓜生島が１日に
して沈んでしまったと言われる伝説。それは単なる寓話だった
のか・・・　
かつて島に流れ来た男が退屈な生活の中、日々生まれる事
件を解決しながら仲間を増やしていく。
遠い伝説の時代に思いを馳せ、島の悲哀物語を舞台化する。

宇佐市では日本三大疎水の父と呼ば
れる郷土の偉人「南 一郎平」を題材
としたNHK朝ドラ 誘致を目指す動き
が活発化している。
今回、一郎平の業績や人となりを広く
知ってもらうため市民劇「南一郎平」
公演の実行委員会を立ち上げ、演劇
ワークショップを開催します。

主　催：劇団OTC
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-1341-5193（永野）

主　催：市民劇「南一郎平」実行委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会

18 : 00 ～ 19 : 30（開場17 : 30）
別府市コミュニティセンター

入場料 前売り1,000円　当日1,500円

参加料 無料 ※要申込み

市民劇 「南 一郎平」演劇ワークショップ事業

●
演
劇

首藤健二郎（客演）
= CAST =

劇団OTC団員

作・演出　豊湧

【講師】
①②  南一郎平顕彰会長  南文明 ほか　
③-⑦ 市民劇脚本・演出  佐倉吹雪氏
　　　　　　　　　　　 （演劇集団P-nuts）

【日程】

対象：小学生以上（高校生以下の方は保護者の同意が必要です）
定員：20名　申し込み期限　9月10日（金）まで
場所：宇佐文化会館ほか
内容：座学・フィールドワーク ①②
　　  演劇ワークショップ（身体表現等） ③④⑤⑥⑦

申込・問合せ：宇佐市総合政策課 企画調整係 0978-27-8109

「こどもの一生」7/31（土）より

10/9（土）・10/25（月）・11/7（日）

10/  9（土） ①10 : 00～12 : 00  ②13 : 00～15 : 00  ③15 : 30～17 : 30
10/25（月）④18 : 00～20 : 00
11/  7（日） ⑤10 : 00～12 : 00  ⑥13 : 00～15 : 00  ⑦15 : 30～17 : 30

日本三大疎水の父  南 一郎平

詳細はHPを
ご覧ください。

5つの芸術文化ゾーン内の連携行事

 
 

●
総
合

10 : 00 ～ 15 : 30（開場9：00）

主　催：佐伯文化振興会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：0972-23-2247（楳若）

さいき城山桜ホール 大ホール
入場料 1,000円

〈舞台〉11/21（日）

10 : 00～16 : 00（開場9：00）

10 : 00～16 : 00

中学校・高等学校吹奏楽部演奏会・芸能の部発表会

津久見市民会館 大ホール
入場料 400円

〈芸能の部〉

R4.3/5（土）

○会員作品展・無料茶席
○展示特別企画・津久見出身画家 岩尾善幸展

津久見市民会館 展示ホール他 全館
入場料 無料

〈展示の部〉

R4.3/5（土）・3/6（日）

津久見市民会館 入場料 無料
〈その他〉

無形民俗文化財　堅浦霜月祭り
【神楽、獅子舞】

R4.3/6（日）

12 : 00～16 : 00（開場11：00）
合同ステージ（昭和、平成、そして令和）
R4.3/6（日）

さいき城山桜ホール 入場料 無料
〈生花展示〉11/20（土）～11/21（日）

さいき城山桜ホール 入場料 無料
〈美術展示〉11/26（金）～11/28（日）

佐伯文化振興会の50周年記念行事と
して、会員の発表をはじめ、関西詩吟
文化協会 穂山会・舞踊会主・書道・
いけばなによる特別記念番組「秋の舞
台絵巻」など、半世紀を祝うに相応しい
華やかな舞台をお贈りする。作品展示
会も開催。詳細は県民芸術文化祭HP
をご覧ください。

第30回宇佐市民芸術祭 第50回佐伯芸術文化祭

主　催：宇佐市文化協会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-3602-0441（池田）

10 : 00 ～ 16 : 00

13 : 00 ～ 16 : 00（開場10：00）

ウサノピア

入場料 無料

10/9（土）～ 10/10（日）

昨年コロナ禍のため延期となった第30
回宇佐市民芸術祭。今年度は宇佐市
内の芸術文化の愛好者がしっかり感染
対策をしながら発表会を開催します。

第2回華舞台

〈創立50周年〉第50+1回
津久見市文化祭

13 : 00 ～ 15 : 30

主　催：鶴崎華舞台実行委員会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：097-527-2739（若葉）

ホルトホール大分

入場料 無料

10/24（日）

民謡・三味線・日舞・バレエの団体に
よる合同公演。フィナーレは全員参加
の合同作品を発表する。

主　催：津久見市文化協会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-7386-4835（小野崎）

昨年開催できなかった「創立50周年記念文化
祭」だが、今年もコロナウイルスの影響で当初11
月の予定をR4.3.5（土）・3.6（日）に変更、文化
協会加盟の28団体ほか市内の中・高等学校、
芸術文化団体の参加を得て大規模に開催する。

第52回くすまち文化祭
お知らせ

県民芸術文化祭行事にご来場の皆様へ
感染予防対策へのご協力をお願いします

主　催：玖珠町文化振興会
共　催：大分県民芸術文化祭実行委員会
問合せ：090-2589-9733（事務局）

くすまちメルサンホール

入場料 無料

10/24（日）

展示部門と芸能部門に分かれ各々の
１年間の活動成果を発表する場として
毎年開催している。昨年は新型コロナ
ウイルス感染症予防の観点から中止と
なったため、今年は２年分の思いを表
現する文化祭にしたい。

本紙に掲載の情報は、令和３年8月
24日現在のものです。
今後、新型コロナウイルスの影響で変
更する場合があります。
最新の情報は主催団体にご確認をお
願いいたします。

また行事によっては入場者数や座席使
用の制限を設けることがあります。施設
や行事の係員の指示にご協力ください。

ご協力をお願いいたします。

【出演】
花柳鶴多恵社中
花柳月琴社中
花柳八重華代社中
藤本三味線教室
若葉早苗バレエスタジオ

舞台部門：日舞、箏曲、大正琴、剣詩舞、
　　　　  民謡など
展示部門：美術、書道、工芸、華道
※茶会、句会は実施しません。

令和元年度公演から

など
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第14回きつき城下町短歌大会(紙上大会） 9/19（日）紙上大会
料金  無料　［主催］きつき城下町短歌会　［問合せ］ 0978-62-2880（阿部）

吟道関心流大分県本部第52回（周年）吟詩大会 11/21（日）10:30～12：00　豊泉荘
料金  無料　［主催］吟道関心流大分県本部　［問合せ］ 090-1871-7397（平松）

第20回大浪曲大会 11/28（日）10:30～16：00 （午前・午後2回）　国東市 アストくにさき
料金  2,000 円　［主催］全日本浪曲愛好会　［問合せ］ 0978-84-0530（武多）

第23回横光利一俳句大会 12/11（土）14:00～15:30 （開場13：30）　宇佐市民図書館・視聴覚ホール
料金  無料　［主催］宇佐市・宇佐市教育委員会・豊の国宇佐市塾　［問合せ］ 0978-33-4679（松寿）

大分二紀展2021 8/31（火）～9/5（日）10:00～18:00　大分県立美術館
料金  無料　［主催］一般社団法人二紀会大分支部　［問合せ］ 097-592-4973（仲築間）

’21（第51回）大分自由美術展 8/31（火）～9/5（日）10:00～19:00　大分県立美術館 展示室B
料金  無料　［主催］大分自由美術　［問合せ］ 0977-72-3019（菅）

第64回別府市美術展 8/31（火）～9/12（日）10:00～17:00　別府市美術館
料金  無料　［主催］別府市美術協会　［問合せ］ 0977-24-2089（舛添）

パトリアARTシリーズVol.11
牛島智子作品展「とりのメウオのメそして永常さん」

9/1（水）～9/8（水）10:00～17:00　日田市民文化会館「パトリア日田」　
料金  無料　［主催］日田市民文化会館「パトリア日田」指定管理者　株式会ケイミックスパブリックビジネス　［問合せ］ 0973-25-5000（黒田）

生誕110年記念　糸園和三郎
～魂の祈り、沈黙のメッセージ～

9/18（土）～10/31（日）10:00～19:00（入場は18:30まで）金・土は20:00まで（入場は19:30まで）　
大分県立美術館3階コレクション展示室
料金  一般 800 円（600 円）大学生・高校生 500 円（300 円）（ ）内は前売り、20 名以上の団体料金　中学生以下は無料　

［主催］（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館　［問合せ］ 097-533-4501（梶原）

第29回九重の自然を描く絵画展」＆
第10回九重の自然を自然を撮る写真展」

10/12（火）～10/17（日）9:00～17:00 ※最終日は15:00まで　九重文化センター・体育館
料金  無料　［主催］九重の自然を描く絵画展・実行委員　［問合せ］ 0973-76-3888（畑山）

第30回けんしん美術展 10/13（水）～10/22（金）9:00～17:00　大分県信用組合 本館5階ホール
料金  無料　［主催］大分県信用組合　［問合せ］ 097-573-7282（阿部）

第31回豊後大野市アマチュア美術展 10/16（土）～11/21（日）9:00～17:00 ※最終日は12:00まで　朝倉文夫記念文化ホール
料金  大人 200 円　小中校生及び朝倉文夫記念館者は無料　［主催］豊後大野市 朝倉文夫記念館　［問合せ］ 0974-72-1300（早瀬）

第72回毎日書道展九州展 10/19（火）～10/24（日）10:00～18:00 ※24日は15:00まで　大分県立美術館1・3階展示室
料金  一般 500 円、大学生以下は無料　［主催］毎日新聞西部本社事業部　［問合せ］ 093-511-1119（益野）

第66回蒼土展 10/20（水）～10/24（日）10:00～16:00　別府市美術館
料金  無料　［主催］蒼土会　［問合せ］ 0977-67-0634（槙本）

滝美展～小さな美術館～ 11/12（金）～11/14（日）10:00～16:00　滝尾校区公民館
料金  無料　［主催］滝美展実行委員会　［問合せ］ 097-569-9653（児玉）

第56回豊光会展 11/15（月）～11/21（日）10:00～19:00　大分県立美術館 展示室B
料金  無料　［主催］豊光会　［問合せ］ 097-558-1478（吉田）

廣川玉枝 in BEPPU 11/20（土）～ 令和4年1/23（日）　別府市内各所・オンライン
料金  無料～ 3,500 円 ※各プログラムにより異なる　［主催］混浴温泉世界実行委員会　［問合せ］ 0977-22-3560（事務局）

第4回全国小中学生書道チャンピオン予選大会 11/23（火・祝）10:00～15:00　西本皆文堂
料金  無料　［主催］NPO 法人大分県書写書道指導者連合会　［問合せ］ 090-4581-7301（那賀）

GENKYO横尾忠則「原郷から幻境へ、そして現況は？」

12/4（土）～ 令和4年1/23（日）10:00～19:00（入場は18:30まで）金・土は20:00まで（入場は閉館の30
分前まで）　大分県立美術館 1階展示室A
料金  一般 1,200（1,000）円大学・高校生 1,000（800）円 ※（ ）内は前売り及び 20 名以上の有料団体料金　

［主催］（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館　［問合せ］ 097-533-4501（梶原）

アートプラザPickup  Artist展10周年記念事業　
コンパルホール開館35周年記念事業　
ART×SPORT 2021

8/6（金）～9/5（日）10:00～17:00（アートプラザ）　9:00～22:00（コンパルホール）　
アートプラザ、コンパルホール
料金  無料（ワークショップ参加費有）　［主催］アートとくらそう実行委員会　［問合せ］ 097-538-3700（千知岩）

萬謡會創立65周年記念公演
「ふるさとの唄を求めて65年!」

9/12（日）13:00～16:00　ホルトホール大分 大ホール
料金  1,500 円　［主催］大分県民謡研究会「萬謡會」　［問合せ］ 097-520-1300（工藤）

第21回別府古楽祭 9/12（日）13:00～15:30 （開場12：30）　別府市公会堂大ホール
料金  無料　［主催］大分古楽研究会　［問合せ］ 090-1191-7156（小川）

音泉県おおいたオカリナフェスティバル 9/18（土）10:00～17:00　日田市民文化会館パトリア日田 小ホール
料金  無料（出演者は別途参加料を受ける）　［主催］音泉県おおいたオカリナフェスティバル実行委員会　［問合せ］ 090-8835-2662（三村）

大分県中学校文化連盟　合唱講習会
9/18（土）9:30～16:00　コンパルホール
料金  会員のみ　［主催］大分県中学校文化連盟　［問合せ］ 097-574-7781（曽根崎）

第23回大分県民芸術文化祭参加行事一覧表
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グループUNO第49回演奏会 9/23（木）14:00～17:00　iichiko音の泉ホール
料金  一般 2,000 円　学生（小・中・高）1,000 円　［主催］グループ UNO　［問合せ］ 090-9584-4545（菊池）

第49回大分県音楽コンクール予選 9/26（日）及び 10/23（土）9:30～未定 （開場9：15）　iichiko音の泉ホール
料金  参加費 8,000 円　無観客を予定　［主催］大分県音楽協会　［問合せ］ 080-3966-3169（髙田）

文化庁　大規模かつ質の高い文化芸術活動を核とした
アートキャラバン事業『大分エンターテインメント・フェス
ティバルMeets DRUM TAO!』公演

10/2（土）14:00～15:30 （開場13：30）　J:COMホルトホール大分 大ホール
料金  大人 3,000 円　高校生以下 1,000 円　［主催］ホルトホール大分みらい共同事業体　［問合せ］ 090-3363-5529（是永）

第75回瀧廉太郎記念全日本高等学校声楽コンクール 10/15（金）～10/17（日）15日 開会式18:00～　16日 予選13:00～　17日 本選11:00～　
竹田市総合文化ホール グランツたけた　料金  無料　［主催］竹田市　［問合せ］ 0974-63-4817（江渡）

アレッサンドロ・ベヴェラリ　クラリネットリサイタル
10/15（金）19:00～21:00　iichikoグランシアタ
料金  S 席 3,000 円、A 席 2,000 円、各席種 25 歳以下半額 ※未就学児入場不可　

［主催］（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団　［問合せ］ 097-533-4004（工藤）

令和3年度 公益財団法人 日本民謡協会　
民謡民舞大分県連合大会

10/17（日）9:30～16:30 （開場9：00）　大分市平和市民公園 能楽堂
料金  無料　［主催］公益財団法人 日本民謡協会 大分県連合委員会　［問合せ］ 097-541-4984（佐藤）

第60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」

10/17（日）13:00～　コンパルホール
料金  1,000 円　［主催］大分県三曲協会　［問合せ］ 097-567-7876（羽田野）

諏訪内晶子J.Sバッハ　無伴奏ヴァイオリンリサイタル
10/20（水）19:00～21:00　iichikoグランシアタ
料金  S 席 5,000 円、A 席 4,000 円、B 席 3,000 円、各席種 25 歳以下半額 ※未就学児入場不可　

［主催］（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団　［問合せ］ 097-533-4004（工藤）

長唄・三味線おさらい会
10/23（土）13:30～　コンパルホール4階 
料金  会員のみ　［主催］大分県長唄連盟　［問合せ］ 090-1876-0076（日野）

第25回なかつ市民芸能祭 10/24（日）9:30～15:30 （開場9：00）　中津文化会館 大ホール
料金  前売 500 円　当日 800 円　［主催］特定非営利活動法人中津文化協会　［問合せ］ 0979-24-1155（中村）

第34回琴城流　大分支部演奏会 10/28（木）10:00～15:00　コンパルホール 文化ホール
料金  無料　［主催］琴城流大正琴振興会大分支部　［問合せ］ 097-592-3258（川上）

家元八世松永忠五郎師による『船揃』講習会
10/30（土）14:00～　コンパルホール 集会室
料金  会員のみ　［主催］長唄 松樹會　［問合せ］ 090-3435-3262（詫磨）

超贅沢なさわかみアラカルトコンサート　大分公演 11/4（木）14:30～16:30 （開場13：45）　iichiko音の泉ホール
料金  一般 2,000 円　学生 1,000 円　［主催］公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団　［問合せ］ 03-6380-9862（筒井）

iichiko presents フルートアンサンブル　マグナムトリオ 11/7（日）14:00～16:00　iichikoグランシアタ
料金  一般 3,000 円　U25 割（25 歳以下）1,500 円　［主催］（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団　［問合せ］ 097-533-4004（石松）

Directorｓ concert　～私のお気に入り 11/9（火）18:00～20:30 （開場17：30）　iichiko音の泉ホール
料金  一般 3,000 円　［主催］大分二期会　［問合せ］ 080-2736-5108（白石）

第49回大分県音楽コンクール本選 11/14（日）9:30～未定 （開場9：15）　iichiko音の泉ホール
料金  参加費 8,000 円　無観客を予定　［主催］大分県音楽協会　［問合せ］ 080-3966-3169（髙田）

伊勢戸康弘ピアノコンサート 11/20（土）19:00～20:30 （開場18：20）　iichiko総合文化センター 音の泉ホール
料金  一般 2,000 円　学生 1,000 円　［主催］株式会社 別大興産　［問合せ］ 0977-27-5577（総務部吉田）

白と黒　冬のコンサート、Part XXV（25回） 12/5（日）14:00～16:30　iichiko音の泉ホール
料金  無料　［主催］白と黒　［問合せ］ 097-568-9352（釈迦郡）

舞
踊 第10回STUDENTS’PERFORMANCE 9/20（月）未定　コンパルホール文化ホール

料金  無料　［主催］ゴールドバレエアカデミー　［問合せ］ 097-532-5999（前田）

文化庁　大規模かつ質の高い文化芸術活動を核とした
アートキャラバン事業音楽舞踊詩『巨木の花』公演

10/15（金）19:00～20:30 （開場18：30）　iichiko音の泉ホール
料金  大人 1,000 円　高校生以下 500 円　［主催］ホルトホール大分みらい共同事業体　［問合せ］ 090-3363-5529（是永）

第63回臼杵市秋の文化祭 〈展示〉10/16（土）13:00～16:00　〈舞台〉10/17（日）10:00～16:00　臼杵市民会館
料金  500 円（前売り 600 円）　［主催］臼杵市文化連盟　［問合せ］ 090-9070-4633（安藤）

第４６回大分県高等学校総合文化祭
別府・速杵・国東大会

11/11（木）～11/13（土）9:30～16:00 （開場9：00）　B-CON PLAZA 別府国際コンベンションセンター
料金  無料　［主催］大分県高等学校総合文化連盟　［問合せ］ 097-529-5025（阿部）

ベップ・アート・マンス2021 11/20（土）～ 令和4年1/23（日）　別府市内各所・オンライン
料金  無料～ 3,500 円 ※各プログラムにより異なる　［主催］混浴温泉世界実行委員会　［問合せ］ 0977-22-3560（板村）

第47回鶴崎芸能文化祭 11/28（日）12:00～15:00　鶴崎公民館
料金  無料　［主催］鶴崎芸能文化協会　［問合せ］ 097-527-2739（若葉）

開館40周年記念 令和3年度特別展「赤塚古墳と三角
縁神獣鏡～宇佐風土記の丘からみた古墳時代～」

10/15（金）～11/28（日）9:00～17:00　大分県立歴史博物館
料金  一般 510 円・高大生 310 円　［主催］大分県立歴史博物館　［問合せ］ 0978-37-2100（田口）

waku waku笑ライブⅡ 10/31（日）13:00～15:00　臼杵市市浜区コミュニティセンター
料金  無料　［主催］豊後お笑い倶楽部　［問合せ］ 090-5721-8603（菊池）
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臼杵市千代田区公民館

090-4487-0016（ふくだ）
無観客



第57回大分県美術展本展

巡回展

大分県立美術館（全館）

第23回大分県民芸術文化祭
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 iichiko総合文化センターB1F NPO法人大分県芸振内　TEL097-536-0522 FAX097-536-6188

書道

【 開館時間 】
※金・土曜日は20：00まで　※最終日：書道展 16：00まで、写真展 15：30まで、日洋彫工展 15：00まで
10：00～19：00

【 入 場 料 】

佐伯市保健福祉総合センター
和楽
AOSE（日田市複合文化施設）
中津市立小幡記念図書館
エイトピアおおの
ウサノピア（宇佐文化会館）

R3.11. 5（金）～11. 7（日）
R3.11.12（金）～11.14（日）
R3.11.20（土）～11.22（月）
R3.11.26（金）～11.28（日）
R4. 1.14（金）～  1.16（日）

日本画・洋画
中津市立小幡記念図書館
AOSE（日田市市複合文化施設）
杵築市文化体育館
ウサノピア（宇佐文化会館）
竹田市歴史文化館・由学館
朝倉文夫記念公園文化ホール
さいき城山桜ホール
津久見市民会館

R3.10.20（水）  ～10.24（日）
R3.10.25（月）  ～10.31（日）
R3.11.  1（月）  ～11. 5（金）
R3.11. 8（月）  ～11.14（日）
R3.11.16（火）  ～11.21（日）
R3.11.23（火・祝）～11.28（日）
R3.12.  3（金）  ～12. 5（日）
R3.12.  7（火）  ～12.12（日）写真

竹田市歴史文化館・由学館
はさま未来館
きつき生涯学習館ホワイエ
さいき城山桜ホール

R3.10.10（日）～10.17（日）
R3.10.18（月）～10.24（日）
R3.10.25（月）～10.31（日）
R3.12.10（金）～10.12（日）

一般 500円　 高大生 300円　 中学生以下・障がい者（含む付添） 無料

【 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・NPO法人大分県芸振・大分合同新聞社・スポーツ振興財団・大分県立美術館・NPO法人大分県芸振・
大分合同新聞社

【 問合先 】 書道展 090-1084-3896（後藤）　写真展 090-8914-4813（安東）　日洋彫工展 090-7290-4943（土屋）

団体（20名以上） 100円引き（教育鑑賞団体-無料）　 びび「TAKASAGO・KOTOBUKI」 無料

書道展

9.１4[火]
9.26 [日]

写真展

9.28[火]
10.3 [日]

日洋彫工展

10.6 [水]
10.17[日]

旧三余館
2階ギャラリー

30（土）
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