
おおいた障がい者芸術文化支援センター
企画展vol.4  「Junction art」

11/9（水）～
11/20（日） 10：00～19：00 ※金・土は20：00まで、最終日は17：00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

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
　　　　おおいた障がい者芸術文化支援センター
［問合せ］ 097-533-4505（立花）

無料料金

11/26（土） UnAnany Mous ～吉作落し～
18：00 ～ 19：30　別府市中央公民館

［主催］劇団OTC　［問合せ］090-1341-5193（永野）

前売 1,000円　当日 1,500円料金

11/27（日） 第48回 鶴崎芸能文化祭
12：00 ～ 16：00　鶴崎公民館

［主催］鶴崎芸能文化協会　［問合せ］097-527-2739（若葉）

無料料金

12/4（日） 国東えんげき工房 舞台公演
16：00～17：30　くにさき総合文化センター アストホール

［主催］国東えんげき工房　［問合せ］070-8965-2788（北崎）

無料料金

12/10（土） 小林道夫チェンバロリサイタル 最終章
iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］097-533-4004（藤田）

全席指定／一般 3,000円　U25割 1,500円料金

12/4（日） 能を西洋音楽で能舞する
13：00 ～　能楽堂

［主催］大分県能楽連盟　［問合せ］090-1087-6885（谷村）

無料料金

12/10（土） 第24回 横光利一俳句大会
開場13：30　14：00～ 15：30
宇佐市民図書館・視聴覚ホール

［主　催］宇佐市・宇佐市教育委員会・豊の国宇佐市塾
［問合せ］0978-33-4600（松寿）

無料料金

12/10（土）～
令和5年
1/24（火）

ポケモン化石博物館
10：00 ～ 19：00 ※金・土曜日は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

［主　催］公益財団法人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）

一般・大学 800円（600円）
小・中・高生 500円（300円）
※（  ）内は前売り、20名以上の団体料金

料金

11/26（土）～
令和5年
1/22（日）

大本山  相国寺と金閣・銀閣の名宝
大分県立美術館 3階展示室B、C

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・
　　　　大分県立美術館・日本経済新聞社
［問合せ］097-533-4501（宗像）

一般 1,200円　大学・高校生 800円　中学生以下 無料料金11/11（金）～
11/13（日）

山香町総合文化祭（ふるさとまつりと共催）
9：00 ～ 17：00 ※13日は15：00まで
山香庁舎内及び庁舎前広場

［主催］山香町文化連盟　［問合せ］090-4589-2214（田中）

無料料金

11/23（水）～
11/27（日）

第51回佐伯芸術文化祭
10：30 ～ 15：40　佐伯城山桜ホール・三余館

［主催］佐伯文化振興会　［問合せ］0972-23-2247（梅若）

1,000円料金

11/13（日） 音と旅するコンサート
14：00 ～ 16：00　コンパルホール 多目的ホール

［主催］佐伯市演奏家協会　［問合せ］090-8357-6121（西谷）

無料料金

11/19（土） 男声合唱団 豊声会  2022年演奏会
14：00 ～ 16：00　iichiko音の泉ホール

［主催］男声合唱団 豊声会　［問合せ］090-8408-2170（髙浦）

1,000円料金

11/12（土） 第5回全国小中学生
書道チャンピオン予選大会
10：00 ～ 15：00　西本皆文堂

［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）

無料料金

11/20（日） 第54回文化芸能発表会
第40回湯布院町チャリティー芸能大会
13：00 ～ 16：00　
由布市由布院公民館 大ホール

［主催］由布市湯布院町文化芸能振興会

200円料金

11/16（水）～
11/18（金）

第47回大分県高等学校総合文化祭
県南・豊肥大会
9：30 ～ 16：00　エイトピアおおの

［主催］大分県高等学校文化連盟　［問合せ］097-529-5025（阿部）

無料料金

11/28（月）～
令和5年
1/20（金）

大分銀行本店ロビー展 「姫野美貴子展」
大分銀行本店2F 画廊フロア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ　
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

11/26（土） 公開講座2「百済金銅大香炉による
東アジアの香り文化の考察」
13：30 ～ 15：00　大分香りの博物館3階 多目的室

［主催］大分香りの博物館　［問合せ］ 0977-27-7272（江崎）

大人 500 円　大・高 300円　中・小 200円　
公開講座 無料

料金

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。
文化の香り高い大分県の実現をめざし、県内各地で様々な文化イベントを
開催します。

2022.10.1（土）-11.30（水）
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ポスターデザイン　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　草野優美

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。
文化の香り高い大分県の実現をめざし、県内各地で様々な文化イベントを
開催します。

ポスターデザイン　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　草野優美



開幕行事

閉幕行事

県美展

9/27（火） ～ 10/9（日）

※金・土曜日は20 : 00まで
※最終日は書道展16 : 00まで・写真展15 : 30まで
　日洋彫工展15 : 00まで

※10/3（月）13 : 00～作品入替の為
　展示室Aは閉場

10 : 00～19 : 00

大分県立美術館（全館）
入場料 大人500円　高大生300円　小中生 無料
　　 　障がい者（含む付添）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

主催：大分県美術協会ほか　 問合せ：097-541-3316（池部）

第58回大分県美術展 巡回展
書　道　展

10/11（火）～ 10/16（日）写　真　展

10/19（水）～ 10/30（日）日洋彫工展

大分県日本舞踊連盟創立70周年記念
豊国七十賀（とよのくにこきまつり）

10/2（日）

13 : 00～16 : 00 iichikoグランシアタ
入場料 6,000円

主催：大分県日本舞踊連盟　 問合せ：097-543-1747（藤間）

番組
1. 古典舞踊
　 長唄 晒三番叟、常磐の庭
1. 伝承する古典
　 長唄 藤娘
1. 準会員
　 大和楽 ひととせ
　 　　 （春夏秋冬）

1. 創作舞踊
　　新作 仲秋森夢譚
　　　　  （めいげつのもりゆめものがたり）

　　シェイクスピア「夏の夜の夢」より
　　　 作・振付・演出　藤　間　蘭　黄
　　　 作曲　　　　　杵　屋　勝四郎
　　　 作調　　　　　堅　田　新十郎

グループUNO50周年記念
演奏会

11/27（日）

15 : 00～17 : 00
iichiko音の泉ホール

書 道

写 真

日本画
・洋画

日田市複合文化施設AOSE
竹田市歴史文化館・由学館
中津市立小幡記念図書館
旧三余館（佐伯）
宇佐文化会館（ウサノピア）

R4.10.28（金）～10.30（日）

R4.11.11（金）～11.13（日）

R4.11.18（金）～11.20（日）

R4.12.  9（金）～12.11（日）

R5.  1.13（金）～  1.15（日）

杵築市文化体育館
中津市立小幡記念図書館
宇佐文化会館（ウサノピア）
臼杵市民会館
竹田市歴史文化館・由学館

朝倉文夫記念公園文化ホール
日田市複合文化施設 AOSE
旧三余館（佐伯）

R4.10.31（月）～11.  6（日）

R4.11.  9（水）～11.13（日）

R4.11.15（火）～11.20（日）

R4.11.23（水）～11.27（日）

R4.11.28（月）～12.  4（日）

R4.12.  6（火）～12.11（日）

R4.12.12（月）～12.18（日）

R4.12.20（火）～12.25（日）

きつき生涯学習館
はさま未来館
臼杵市観光交流プラザ
竹田市歴史文化館・由学館

R4.10.17（月）～10.23（日）

R4.10.24（月）～10.30（日）

R4.11.  9（水）～11.13（日）

R4.11.15（火）～11.20（日）
※11.17（木）休館

入場料 一般2,500円（当日3,000円）　
　　　 学生（小中高）1,500円（当日2,000円）

主催：グループUNO　 問合せ：090-9584-4545（菊池）

指揮者：船橋 洋介
演　奏：グループUNO室内楽合奏団
内　容：大分初演となる3台ピアノ演奏他、歌、フルート
　　　  演奏と多彩なプログラムの演奏会です。

第45回記念演奏会より

創立55周年記念「秋に舞う日本舞踊の祭典」より

※12.1（木）休館

実行委員会事業

10月の共催行事

10/1（土）18：00～20：00、10/2（日）14：00～18：00

主催：カテリーナ古楽器研究所　 問合せ：090-6045-6205（林）

カテリーナの森 野外劇場

入場料 【10/1】 前売3,000円　当日3,500円　子ども1,500円
　　　 【10/2】 前売4,500円　当日5,000円　子ども1,500円

カテリーナ古楽器研究所
開設50周年記念公演10/1（土）

10/2（日）

10：00～18：00 ※10/2は15：00まで

主　催：華道家元池坊大分支部
問合せ：097-549-1458（佐藤）

iichiko総合文化センター アトリウムプラザ

入場料 無料

華道家元池坊大分支部 いけばな展10/1（土）
10/2（日）

主　催：東アジア文化都市2022大分県実行委員会
　　　  大分県民芸術文化祭実行委員会
協　力：福岡アジア美術館
問合せ：097-536-0522、097-506-2057

10 : 00～19 : 00 ※最終日（11/6）は16：00まで
大分県立美術館アトリウム

入場料 無料

「都市」「生活」「交流」をテーマに、県在住の若手作家・竹工芸家による
おおいた美術状況の「今」と中国・韓国の現代作家たちによる多様化す
る現代アートの一側面を紹介します。

「日中韓現代作家交流展」
10/26（水）～11/6（日）

10：00～17：00 ※金曜日は20：00まで

主催：アートプラザ共同事業体　 問合せ：097-538-5000（後藤）

アートプラザ2F アートホール（メイン会場）
アートプラザ近隣施設・商店街等

入場料 高校生以上100円　
　　　 小中学生と障害者手帳等お持ちの方無料
　　　 （ワークショップ有料）

ARTPLAZAピックアップアーティスト展 vol.1110/8（土）～
10/23（日）

14：00～16：00

主　催：大分チェンバーオーケストラ
問合せ：097-585-5033（山口）

J:COMホルトホール大分 大ホール

入場料 一般1,000円　小学生～大学生500円

大分チェンバーオーケストラ
第17回演奏会

10/10（月）

11：30～14：00

主催：大分県番傘川柳連合会　 問合せ：090-1166-3160（髙木）

別府市社会福祉会館 入場料 1,000円
第54回大分県川柳大会10/16（日）



開幕行事

閉幕行事

県美展

9/27（火） ～ 10/9（日）

※金・土曜日は20 : 00まで
※最終日は書道展16 : 00まで・写真展15 : 30まで
　日洋彫工展15 : 00まで

※10/3（月）13 : 00～作品入替の為
　展示室Aは閉場

10 : 00～19 : 00

大分県立美術館（全館）
入場料 大人500円　高大生300円　小中生 無料
　　 　障がい者（含む付添）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

主催：大分県美術協会ほか　 問合せ：097-541-3316（池部）

第58回大分県美術展 巡回展
書　道　展

10/11（火）～ 10/16（日）写　真　展

10/19（水）～ 10/30（日）日洋彫工展

大分県日本舞踊連盟創立70周年記念
豊国七十賀（とよのくにこきまつり）

10/2（日）

13 : 00～16 : 00 iichikoグランシアタ
入場料 6,000円

主催：大分県日本舞踊連盟　 問合せ：097-543-1747（藤間）

番組
1. 古典舞踊
　 長唄 晒三番叟、常磐の庭
1. 伝承する古典
　 長唄 藤娘
1. 準会員
　 大和楽 ひととせ
　 　　 （春夏秋冬）

1. 創作舞踊
　　新作 仲秋森夢譚
　　　　  （めいげつのもりゆめものがたり）

　　シェイクスピア「夏の夜の夢」より
　　　 作・振付・演出　藤　間　蘭　黄
　　　 作曲　　　　　杵　屋　勝四郎
　　　 作調　　　　　堅　田　新十郎

グループUNO50周年記念
演奏会

11/27（日）

15 : 00～17 : 00
iichiko音の泉ホール

書 道

写 真

日本画
・洋画

日田市複合文化施設AOSE
竹田市歴史文化館・由学館
中津市立小幡記念図書館
旧三余館（佐伯）
宇佐文化会館（ウサノピア）

R4.10.28（金）～10.30（日）

R4.11.11（金）～11.13（日）

R4.11.18（金）～11.20（日）

R4.12.  9（金）～12.11（日）

R5.  1.13（金）～  1.15（日）

杵築市文化体育館
中津市立小幡記念図書館
宇佐文化会館（ウサノピア）
臼杵市民会館
竹田市歴史文化館・由学館

朝倉文夫記念公園文化ホール
日田市複合文化施設 AOSE
旧三余館（佐伯）

R4.10.31（月）～11.  6（日）

R4.11.  9（水）～11.13（日）

R4.11.15（火）～11.20（日）

R4.11.23（水）～11.27（日）

R4.11.28（月）～12.  4（日）

R4.12.  6（火）～12.11（日）

R4.12.12（月）～12.18（日）

R4.12.20（火）～12.25（日）

きつき生涯学習館
はさま未来館
臼杵市観光交流プラザ
竹田市歴史文化館・由学館

R4.10.17（月）～10.23（日）

R4.10.24（月）～10.30（日）

R4.11.  9（水）～11.13（日）

R4.11.15（火）～11.20（日）
※11.17（木）休館

入場料 一般2,500円（当日3,000円）　
　　　 学生（小中高）1,500円（当日2,000円）

主催：グループUNO　 問合せ：090-9584-4545（菊池）

指揮者：船橋 洋介
演　奏：グループUNO室内楽合奏団
内　容：大分初演となる3台ピアノ演奏他、歌、フルート
　　　  演奏と多彩なプログラムの演奏会です。

第45回記念演奏会より

創立55周年記念「秋に舞う日本舞踊の祭典」より

※12.1（木）休館

11月の共催行事

14：00～16：00

主　催：大分市民洋舞踊フェスティバル実行委員会
問合せ：097-554-3007（尾野）

コンパルホール 文化ホール

入場料 2,000円

第22回大分市民洋舞踊フェスティバル10/23（日）

10：00～15：00

主催：琴城流大正琴振興会大分支部　 問合せ：097-592-3258（川上）

コンパルホール 文化ホール

入場料 無料

第35回琴城流大分支部
大正琴演奏会

10/25（火）

19：00～21：00

主　催：クラリネットリサイタル実行委員会
問合せ：080-5606-6108（松林）

iichiko音の泉ホール

入場料 一般2,000円　学生（大学生以下）1,000円

松林紗代クラリネットリサイタル11/2（水）

10：00～18：30

主　催：大分県高等学校文化連盟
問合せ：0977-22-3141（安部）

J:COMホルトホール大分・大ホール

入場料 無料

第75回大分県高文連中央演劇祭11/5（土）～
11/6（日）

10：00～19：00

主　催：豊光会
問合せ：0972-63-6396（吉田）

大分県立美術館 展示室B

入場料 無料

第57回豊光会展11/14（月）～
11/20（日）

10：00～17：00

主催：国画会（絵画部）新大分作家展　 問合せ：090-6898-5568（大庭）

大分県立美術館

入場料 無料

第2回国画会（絵画部）
新大分作家展

11/15（火）～
11/20（日）

13：30～15：00

主催：一般社団法人大分学研究会　 問合せ：080-8573-6130（楢本）

コンパルホール（多目的ホール）ほか　リモートでも開催

参加料 入門コース　：2,000円　学生1,000円
　　　 　　　　　  　 18歳未満又は高校生は無料
　　　 マスターコース：3,000円　学生2,000円
　　　　　　　　　　 18歳未満又は高校生は無料

第10回しんけん大分学検定11/3（木）

実行委員会事業

10月の共催行事

10/1（土）18：00～20：00、10/2（日）14：00～18：00

主催：カテリーナ古楽器研究所　 問合せ：090-6045-6205（林）

カテリーナの森 野外劇場

入場料 【10/1】 前売3,000円　当日3,500円　子ども1,500円
　　　 【10/2】 前売4,500円　当日5,000円　子ども1,500円

カテリーナ古楽器研究所
開設50周年記念公演10/1（土）

10/2（日）

10：00～18：00 ※10/2は15：00まで

主　催：華道家元池坊大分支部
問合せ：097-549-1458（佐藤）

iichiko総合文化センター アトリウムプラザ

入場料 無料

華道家元池坊大分支部 いけばな展10/1（土）
10/2（日）

主　催：東アジア文化都市2022大分県実行委員会
　　　  大分県民芸術文化祭実行委員会
協　力：福岡アジア美術館
問合せ：097-536-0522、097-506-2057

10 : 00～19 : 00 ※最終日（11/6）は16：00まで
大分県立美術館アトリウム

入場料 無料

「都市」「生活」「交流」をテーマに、県在住の若手作家・竹工芸家による
おおいた美術状況の「今」と中国・韓国の現代作家たちによる多様化す
る現代アートの一側面を紹介します。

「日中韓現代作家交流展」
10/26（水）～11/6（日）

10：00～17：00 ※金曜日は20：00まで

主催：アートプラザ共同事業体　 問合せ：097-538-5000（後藤）

アートプラザ2F アートホール（メイン会場）
アートプラザ近隣施設・商店街等

入場料 高校生以上100円　
　　　 小中学生と障害者手帳等お持ちの方無料
　　　 （ワークショップ有料）

ARTPLAZAピックアップアーティスト展 vol.1110/8（土）～
10/23（日）

14：00～16：00

主　催：大分チェンバーオーケストラ
問合せ：097-585-5033（山口）

J:COMホルトホール大分 大ホール

入場料 一般1,000円　小学生～大学生500円

大分チェンバーオーケストラ
第17回演奏会

10/10（月）

11：30～14：00

主催：大分県番傘川柳連合会　 問合せ：090-1166-3160（髙木）

別府市社会福祉会館 入場料 1,000円
第54回大分県川柳大会10/16（日）

1/13（金）

（誌上大会）



11月の共催行事

14：00～16：00

主　催：大分市民洋舞踊フェスティバル実行委員会
問合せ：097-554-3007（尾野）

コンパルホール 文化ホール

入場料 2,000円

第22回大分市民洋舞踊フェスティバル10/23（日）

10：00～15：00

主催：琴城流大正琴振興会大分支部　 問合せ：097-592-3258（川上）

コンパルホール 文化ホール

入場料 無料

第35回琴城流大分支部
大正琴演奏会

10/25（火）

19：00～21：00

主　催：クラリネットリサイタル実行委員会
問合せ：080-5606-6108（松林）

iichiko音の泉ホール

入場料 一般2,000円　学生（大学生以下）1,000円

松林紗代クラリネットリサイタル11/2（水）

10：00～18：30

主　催：大分県高等学校文化連盟
問合せ：0977-22-3141（安部）

J:COMホルトホール大分・大ホール

入場料 無料

第75回大分県高文連中央演劇祭11/5（土）～
11/6（日）

10：00～19：00

主　催：豊光会
問合せ：0972-63-6396（吉田）

大分県立美術館 展示室B

入場料 無料

第57回豊光会展11/14（月）～
11/20（日）

10：00～17：00

主催：国画会（絵画部）新大分作家展　 問合せ：090-6898-5568（大庭）

大分県立美術館

入場料 無料

第2回国画会（絵画部）
新大分作家展

11/15（火）～
11/20（日）

13：30～15：00

主催：一般社団法人大分学研究会　 問合せ：080-8573-6130（楢本）

コンパルホール（多目的ホール）ほか　リモートでも開催

参加料 入門コース　：2,000円　学生1,000円
　　　 　　　　　  　 18歳未満又は高校生は無料
　　　 マスターコース：3,000円　学生2,000円
　　　　　　　　　　 18歳未満又は高校生は無料

第10回しんけん大分学検定11/3（木）

実行委員会事業

10月の共催行事

10/1（土）18：00～20：00、10/2（日）14：00～18：00

主催：カテリーナ古楽器研究所　 問合せ：090-6045-6205（林）

カテリーナの森 野外劇場

入場料 【10/1】 前売3,000円　当日3,500円　子ども1,500円
　　　 【10/2】 前売4,500円　当日5,000円　子ども1,500円

カテリーナ古楽器研究所
開設50周年記念公演10/1（土）

10/2（日）

10：00～18：00 ※10/2は15：00まで

主　催：華道家元池坊大分支部
問合せ：097-549-1458（佐藤）

iichiko総合文化センター アトリウムプラザ

入場料 無料

華道家元池坊大分支部 いけばな展10/1（土）
10/2（日）

主　催：東アジア文化都市2022大分県実行委員会
　　　  大分県民芸術文化祭実行委員会
協　力：福岡アジア美術館
問合せ：097-536-0522、097-506-2057

10 : 00～19 : 00 ※最終日（11/6）は16：00まで
大分県立美術館アトリウム

入場料 無料

「都市」「生活」「交流」をテーマに、県在住の若手作家・竹工芸家による
おおいた美術状況の「今」と中国・韓国の現代作家たちによる多様化す
る現代アートの一側面を紹介します。

「日中韓現代作家交流展」
10/26（水）～11/6（日）

10：00～17：00 ※金曜日は20：00まで

主催：アートプラザ共同事業体　 問合せ：097-538-5000（後藤）

アートプラザ2F アートホール（メイン会場）
アートプラザ近隣施設・商店街等

入場料 高校生以上100円　
　　　 小中学生と障害者手帳等お持ちの方無料
　　　 （ワークショップ有料）

ARTPLAZAピックアップアーティスト展 vol.1110/8（土）～
10/23（日）

14：00～16：00

主　催：大分チェンバーオーケストラ
問合せ：097-585-5033（山口）

J:COMホルトホール大分 大ホール

入場料 一般1,000円　小学生～大学生500円

大分チェンバーオーケストラ
第17回演奏会

10/10（月）

11：30～14：00

主催：大分県番傘川柳連合会　 問合せ：090-1166-3160（髙木）

別府市社会福祉会館 入場料 1,000円
第54回大分県川柳大会10/16（日）

お知らせ

県民芸術文化祭行事にご来場の皆様には感染予防対策へのご協力をお願いします

本紙に掲載の情報は令和4年7月31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こともありますので最新の情報は主催団体に
ご確認下さい。

主催：大分県俳句連盟　問合せ：097-583-3679（松原）

投句料 無料

第56回大分県俳句大会（紙上句会）11/20（日）

9：30～17：30

主　催：公益財団法人竹田市文化振興財団
問合せ：0974-63-4837（小島）

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 無料

耕す里の神楽研修舞11/20（日）

主催：大分県歌人クラブ　 問合せ：0977-67-6651（山田）

J:COMホルトホール大分 入場料 無料（ただし応募料が必要）

第58回大分県短歌コンクール11/27（日）

10：00～19：00（最終日16：00）

主　催：新潮流の会
問合せ：endou.momoko6@gmail.com

大分県立美術館 展示室A

入場料 無料

新潮流’ 22展11/29（火）～
12/4（日）

10：00～15：00

主　催：社会福祉法人 みのり村
問合せ：0978-62-2276（清原）

アートプラザ アートホール

入場料 無料

第18回みのり村作品展11/23（水）～
11/27（日）

14：00～16：00

主催：市民劇「南一郎平」実行委員会　 問合せ：0978-27-8113（本浪）

宇佐市文化会館ウサノピア 大ホール

入場料 大人1,500円（前売り1,000円）
　　　 子ども1,000円（前売り500円）

世界かんがい施設遺産登録記念 
市民劇「南 一郎平」公演事業

11/20（日）

14：00～15：30

主　催：一般社団法人九州シティフィルハーモニー協会
問合せ：090-9473-6792（森田）

竹田市総合文化ホールグランツたけた（キナーレ）

入場料 一般2,000円　U-25 1,000円

オルケスタラジオ×TAKETA室内オーケストラ九州
室内楽コンサート Rentaro spirits
～竹田のアーティストと共に～

11/26（土）



11月の共催行事

14：00～16：00

主　催：大分市民洋舞踊フェスティバル実行委員会
問合せ：097-554-3007（尾野）

コンパルホール 文化ホール

入場料 2,000円

第22回大分市民洋舞踊フェスティバル10/23（日）

10：00～15：00

主催：琴城流大正琴振興会大分支部　 問合せ：097-592-3258（川上）

コンパルホール 文化ホール

入場料 無料

第35回琴城流大分支部
大正琴演奏会

10/25（火）

19：00～21：00

主　催：クラリネットリサイタル実行委員会
問合せ：080-5606-6108（松林）

iichiko音の泉ホール

入場料 一般2,000円　学生（大学生以下）1,000円

松林紗代クラリネットリサイタル11/2（水）

10：00～18：30

主　催：大分県高等学校文化連盟
問合せ：0977-22-3141（安部）

J:COMホルトホール大分・大ホール

入場料 無料

第75回大分県高文連中央演劇祭11/5（土）～
11/6（日）

10：00～19：00

主　催：豊光会
問合せ：0972-63-6396（吉田）

大分県立美術館 展示室B

入場料 無料

第57回豊光会展11/14（月）～
11/20（日）

10：00～17：00

主催：国画会（絵画部）新大分作家展　 問合せ：090-6898-5568（大庭）

大分県立美術館

入場料 無料

第2回国画会（絵画部）
新大分作家展

11/15（火）～
11/20（日）

13：30～15：00

主催：一般社団法人大分学研究会　 問合せ：080-8573-6130（楢本）

コンパルホール（多目的ホール）ほか　リモートでも開催

参加料 入門コース　：2,000円　学生1,000円
　　　 　　　　　  　 18歳未満又は高校生は無料
　　　 マスターコース：3,000円　学生2,000円
　　　　　　　　　　 18歳未満又は高校生は無料

第10回しんけん大分学検定11/3（木）

お知らせ

県民芸術文化祭行事にご来場の皆様には感染予防対策へのご協力をお願いします

本紙に掲載の情報は令和4年7月31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こともありますので最新の情報は主催団体に
ご確認下さい。

主催：大分県俳句連盟　問合せ：097-583-3679（松原）

投句料 無料

第56回大分県俳句大会（紙上句会）11/20（日）

9：30～17：30

主　催：公益財団法人竹田市文化振興財団
問合せ：0974-63-4837（小島）

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 無料

耕す里の神楽研修舞11/20（日）

主催：大分県歌人クラブ　 問合せ：0977-67-6651（山田）

J:COMホルトホール大分 入場料 無料（ただし応募料が必要）

第58回大分県短歌コンクール11/27（日）

10：00～19：00（最終日16：00）

主　催：新潮流の会
問合せ：endou.momoko6@gmail.com

大分県立美術館 展示室A

入場料 無料

新潮流’ 22展11/29（火）～
12/4（日）

10：00～15：00

主　催：社会福祉法人 みのり村
問合せ：0978-62-2276（清原）

アートプラザ アートホール

入場料 無料

第18回みのり村作品展11/23（水）～
11/27（日）

14：00～16：00

主催：市民劇「南一郎平」実行委員会　 問合せ：0978-27-8113（本浪）

宇佐市文化会館ウサノピア 大ホール

入場料 大人1,500円（前売り1,000円）
　　　 子ども1,000円（前売り500円）

世界かんがい施設遺産登録記念 
市民劇「南 一郎平」公演事業

11/20（日）

14：00～15：30

主　催：一般社団法人九州シティフィルハーモニー協会
問合せ：090-9473-6792（森田）

竹田市総合文化ホールグランツたけた（キナーレ）

入場料 一般2,000円　U-25 1,000円

オルケスタラジオ×TAKETA室内オーケストラ九州
室内楽コンサート Rentaro spirits
～竹田のアーティストと共に～

11/26（土）

（紙上大会）



参加行事

塩田千春展巡る記憶8/5（金）～
10/16（日）

8/30（火）～
9/4（日）

8/30（火）～
9/4（日）

8/30（火）～
9/4（日）

8/31（水）～
9/4（日）

9/4（日）

9/6（火）～
9/11（日）

9/13（火）～
9/19（月）

別府市中心地街地各所

［主　催］混浴温泉世界実行委員会事務局
［問合せ］ 0977-22-3560（ピングルトン厚江）

無料料金

大分銀行宗麟店 ソーリンスクエア展
川野陽子・後藤一男・阿部原大「3 人展」

7/4（月）～
9/3（土）

9：00 ～ 18：00（月～金）
10：00～ 17：00（土・日・祝）
大分銀行 宗麟店 ソーリンスクエア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

第2回 音泉県おおいた
オカリナフェスティバル

9/17（土）

9/18（日）

9/19（月）～
9/25（日）

9/21（水）

9/24（土）

9/24（土）～
9/25（日）

9/25（日）

10：00 ～ 17：00　日田市民文化会館パトリア日田 小ホール

［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）

無料（出演者は別途参加料を受ける）料金

第41回写真クラブ「白陽会」写真展
10：00 ～ 17：00　アートプラザギャラリーB

［主催］写真クラブ「白陽会」　［問合せ］ 090-3882-3930（前田）

無料料金

大分二紀展2022
10：00 ～ 19：00　大分県立美術館 展示室A

［主催］二紀会大分支部　［問合せ］ 090-7475-2653（首藤）

無料料金

7/25（月）～
9/22（木）

大分銀行本店ロビー展「伊藤美智子展」
9：00 ～ 15：00　大分銀行本店2F 画廊フロア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ　
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

青島広志のおしゃべりコンサート
19：00 ～ 21：00　iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（八坂）

一般 1,000円　25歳以下 500円料金

22（第52回）大分自由美術展
10：00 ～　大分県立美術館

［主催］大分自由美術

無料料金

第22回別府古楽祭
13：00 ～ 16：00　別府市公会堂大ホール

［主催］大分古楽研究会　［問合せ］ 090-1191-7156（小川）

無料料金

2022 第53回 大分平和美術展
10：00 ～ 18：00 ※最終日16：00まで
大分県立美術館 展示室A1.2

［主催］大分県文化団体連絡協議会　［問合せ］ 097-546-6485（西牟田）

無料料金

9/1（木）～
12/28（水）

企画展「東アジアからもたらされた
香りの世界」
10：00～18：00 ※無休　
大分香りの博物館3階 多目的室

［主催］大分香りの博物館　［問合せ］ 0977-27-7272（江崎）

大人 500 円　大・高 300円　中・小 200円
企画展 無料

料金

第50回大分県音楽コンクール予選
9：30 ～ 20：00　iichiko音の泉ホール

［主催］大分県音楽協会　［問合せ］ 080-3966-3169（髙田）

500円（全席自由）料金

大分合同新聞油絵教室作品展
10：00 ～ 16：30　アートプラザギャラリーB

［主催］大分合同新聞文化教室油絵講座　［問合せ］ 097-556-6645（松尾）

無料料金

大分県吟剣詩舞道総連盟結成45周年記念 
吟剣詩舞道大会
コンパルホール 文化ホール

［主催］大分県吟剣詩舞道総連盟　［問合せ］ 097-544-1780（深田）

無料料金

第10回PIARA
ミュージックフェスティバル
13：00 ～ 17：00　大分県医師会館7F 大ホール

［主催］PIARA大分　［問合せ］ 090-2966-8551（赤尾）

無料料金

ARTPLAZA Departure 日本画家 樋口詩乃個展
11：00 ～ 17：00 ※最終日は16：00まで
アートプラザ2Fアートホール（メイン会場）

［主催］アートプラザ共同事業体　［問合せ］ 097-538-5000（後藤）

無料料金

9/13（火）～
9/19（月）

線と線 ～（故）阿部久子と戸口勝山の書～
10：00～17：00 ※最終日は16：00まで　大分県立美術館1階A

［主催］驥の会　［問合せ］080-8588-3303（木本）

無料料金

日中文化交流展2022～大分・温州
10：00 ～ 17：00　大分県立美術館

［主催］NPO法人遊鳳国際文化交流協会　［問合せ］ 090-9481-1057（矢野）

無料料金

音楽とバレエのコンサート 「シンデレラ」
13：00 ～ 15：00　コンパルホール 文化ホール

［主催］ルナバレエ

無料料金

第24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

9/25（日）

鑑賞支援つきワンコインリレーコンサートvol.1
日本舞踊 藝〇座（げいまるざ）

10/16（日）
11：00 ～ 12：00／15：00～ 16：00
iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（八坂）

500円料金

ドニゼッティ・オペラ音楽祭芸術監督来日！
フランチェスコ・ミケーリが語る
音楽祭とまちづくり

9/30（金）

19：00 ～ 21：00　iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（藤田）

全席指定／一般 1,000円　U25割 500円料金

10/6（木） バッハ・コレギウム・ジャパン
18：30 ～ 21：00　iichikoグランシアタ

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（植田）

全席指定／一般 5,000円　U25割 2,500円料金

10/12（水）～
10/21（金）

第31回 けんしん美術展
9：00 ～ 17：00　
大分県信用組合 本店5階ホール

［主催］大分県信用組合　［問合せ］ 097-573-7282（阿部・高橋）

無料料金

10/14（金）～
11/27（日）

令和4年度特別展「宇佐神宮」
9：00 ～ 17：00　大分県立歴史博物館

［主催］大分県立歴史博物館　［問合せ］0978-37-2100（田口）

一般 510円　高・大生 310円料金

11/6（日） 第50回大分県音楽コンクール本選
9：30 ～ 20：00　iichiko音の泉ホール

［主催］大分県音楽協会　［問合せ］080-3966-3169（髙田）

500円（全席自由）料金

10/23（日） 第26回なかつ市民芸能祭
9：30 ～ 15：30　中津文化会館 大ホール

［主催］特定非営利活動法人中津文化協会

前売 500円　当日 800円料金

11/6（日） 創作舞台「ムジカと生きる」
16：00 ～　iichikoグランシアタ

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］097-533-4007（石松）

S席 4,000円　A席 3,000円　B席 2,000円
25歳以下 各席半額（全席指定） ※未就学児入場不可

料金

10/16（日）～
11/27（日）

第16回大分アジア彫刻展
朝倉文夫記念文化ホール（豊後大野市）

［主催］大分アジア彫刻展実行委員会　［問合せ］0974-72-1300（佐藤）

無料料金

10/16（日）～
11/27（日）

おおいたこども彫刻展
朝倉文夫記念文化ホール・朝倉文化記念館（豊後大野市）

［主催］大分アジア彫刻展実行委員会　［問合せ］0974-72-1300（佐藤）

無料料金

10/8（土）～
11/27（日）

ベップ・アート・マンス2022
別府市内各所およびオンライン

［主　催］混浴温泉世界実行委員会事務局
［問合せ］ 0977-22-3560（ピングルトン厚江）

無料料金

9/26（月）～
11/25（金）

大分銀行本店ロビー展 「丸岡あすか展」
大分銀行本店2F 画廊フロア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ　
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

10/9（日） 大分マンドリンオーケストラ
第34回定期演奏会
14：00 ～ 16：00　iichiko音の泉ホール

［主催］大分マンドリンオーケストラ　［問合せ］ 090-8765-2359（掛橋）

1,000円料金

10/10（月） 淡窓伝光霊流中津詩道会
発会85周年記念大会
9：30 ～ 17：00　中津文化会館 大ホール

［主　催］淡窓伝光霊流中津詩道会
［問合せ］ 080-1546-5813（螻川内）

無料料金

10/14（金）～
10/16（日）

第76回瀧廉太郎記念
全日本高等学校声楽コンクール
竹田市総合文化ホール グランツたけた

［主催］竹田市　［問合せ］ 0974-63-4817（井上）

無料料金

10/11（火）～
10/16（日）

第30回「九重の自然を描く絵画展」＆
第11回「九重の自然を撮る写真展」
9：00 ～ 17：00 ※最終日は15：00まで
九重文化センター・体育館

［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）

無料料金

10/16（日） 公開講座1「東アジアにおける香の種類
～『キングダム』の時代から現代まで～」 
13：30 ～ 15：00
大分香りの博物館3階 多目的室

［主催］大分香りの博物館　［問合せ］ 0977-27-7272（江崎）

大人 500 円　大・高 300円　中・小 200円　
公開講座 無料

料金

10/10（月） 1時間の小さな演奏会
One hour Coｎcert
楽しい弦楽器の世界
11：00～／14：00～
J:COMホルトホール大分 小ホール

［主催］One hour Concert 事務局

大人 1,500円　子ども 500円　配信 1,500円（1回）
有観客公演の3歳未満膝上鑑賞無料

料金

第15回きつき城下町短歌大会
（紙上大会）

［主催］きつき城下町短歌会　［問合せ］ 0978-62-2880（阿部）

無料料金



参加行事

塩田千春展巡る記憶8/5（金）～
10/16（日）

8/30（火）～
9/4（日）

8/30（火）～
9/4（日）

8/30（火）～
9/4（日）

8/31（水）～
9/4（日）

9/4（日）

9/6（火）～
9/11（日）

9/13（火）～
9/19（月）

別府市中心地街地各所

［主　催］混浴温泉世界実行委員会事務局
［問合せ］ 0977-22-3560（ピングルトン厚江）

無料料金

大分銀行宗麟店 ソーリンスクエア展
川野陽子・後藤一男・阿部原大「3 人展」

7/4（月）～
9/3（土）

9：00 ～ 18：00（月～金）
10：00～ 17：00（土・日・祝）
大分銀行 宗麟店 ソーリンスクエア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

第2回 音泉県おおいた
オカリナフェスティバル

9/17（土）

9/18（日）

9/19（月）～
9/25（日）

9/21（水）

9/24（土）

9/24（土）～
9/25（日）

9/25（日）

10：00 ～ 17：00　日田市民文化会館パトリア日田 小ホール

［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）

無料（出演者は別途参加料を受ける）料金

第41回写真クラブ「白陽会」写真展
10：00 ～ 17：00　アートプラザギャラリーB

［主催］写真クラブ「白陽会」　［問合せ］ 090-3882-3930（前田）

無料料金

大分二紀展2022
10：00 ～ 19：00　大分県立美術館 展示室A

［主催］二紀会大分支部　［問合せ］ 090-7475-2653（首藤）

無料料金

7/25（月）～
9/22（木）

大分銀行本店ロビー展「伊藤美智子展」
9：00 ～ 15：00　大分銀行本店2F 画廊フロア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ　
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

青島広志のおしゃべりコンサート
19：00 ～ 21：00　iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（八坂）

一般 1,000円　25歳以下 500円料金

22（第52回）大分自由美術展
10：00 ～　大分県立美術館

［主催］大分自由美術

無料料金

第22回別府古楽祭
13：00 ～ 16：00　別府市公会堂大ホール

［主催］大分古楽研究会　［問合せ］ 090-1191-7156（小川）

無料料金

2022 第53回 大分平和美術展
10：00 ～ 18：00 ※最終日16：00まで
大分県立美術館 展示室A1.2

［主催］大分県文化団体連絡協議会　［問合せ］ 097-546-6485（西牟田）

無料料金

9/1（木）～
12/28（水）

企画展「東アジアからもたらされた
香りの世界」
10：00～18：00 ※無休　
大分香りの博物館3階 多目的室

［主催］大分香りの博物館　［問合せ］ 0977-27-7272（江崎）

大人 500 円　大・高 300円　中・小 200円
企画展 無料

料金

第50回大分県音楽コンクール予選
9：30 ～ 20：00　iichiko音の泉ホール

［主催］大分県音楽協会　［問合せ］ 080-3966-3169（髙田）

500円（全席自由）料金

大分合同新聞油絵教室作品展
10：00 ～ 16：30　アートプラザギャラリーB

［主催］大分合同新聞文化教室油絵講座　［問合せ］ 097-556-6645（松尾）

無料料金

大分県吟剣詩舞道総連盟結成45周年記念 
吟剣詩舞道大会
コンパルホール 文化ホール

［主催］大分県吟剣詩舞道総連盟　［問合せ］ 097-544-1780（深田）

無料料金

第10回PIARA
ミュージックフェスティバル
13：00 ～ 17：00　大分県医師会館7F 大ホール

［主催］PIARA大分　［問合せ］ 090-2966-8551（赤尾）

無料料金

ARTPLAZA Departure 日本画家 樋口詩乃個展
11：00 ～ 17：00 ※最終日は16：00まで
アートプラザ2Fアートホール（メイン会場）

［主催］アートプラザ共同事業体　［問合せ］ 097-538-5000（後藤）

無料料金

9/13（火）～
9/19（月）

線と線 ～（故）阿部久子と戸口勝山の書～
10：00～17：00 ※最終日は16：00まで　大分県立美術館1階A

［主催］驥の会　［問合せ］080-8588-3303（木本）

無料料金

日中文化交流展2022～大分・温州
10：00 ～ 17：00　大分県立美術館

［主催］NPO法人遊鳳国際文化交流協会　［問合せ］ 090-9481-1057（矢野）

無料料金

音楽とバレエのコンサート 「シンデレラ」
13：00 ～ 15：00　コンパルホール 文化ホール

［主催］ルナバレエ

無料料金

第24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

9/25（日）

鑑賞支援つきワンコインリレーコンサートvol.1
日本舞踊 藝〇座（げいまるざ）

10/16（日）
11：00 ～ 12：00／15：00～ 16：00
iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（八坂）

500円料金

ドニゼッティ・オペラ音楽祭芸術監督来日！
フランチェスコ・ミケーリが語る
音楽祭とまちづくり

9/30（金）

19：00 ～ 21：00　iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（藤田）

全席指定／一般 1,000円　U25割 500円料金

10/6（木） バッハ・コレギウム・ジャパン
18：30 ～ 21：00　iichikoグランシアタ

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（植田）

全席指定／一般 5,000円　U25割 2,500円料金

10/12（水）～
10/21（金）

第31回 けんしん美術展
9：00 ～ 17：00　
大分県信用組合 本店5階ホール

［主催］大分県信用組合　［問合せ］ 097-573-7282（阿部・高橋）

無料料金

10/14（金）～
11/27（日）

令和4年度特別展「宇佐神宮」
9：00 ～ 17：00　大分県立歴史博物館

［主催］大分県立歴史博物館　［問合せ］0978-37-2100（田口）

一般 510円　高・大生 310円料金

11/6（日） 第50回大分県音楽コンクール本選
9：30 ～ 20：00　iichiko音の泉ホール

［主催］大分県音楽協会　［問合せ］080-3966-3169（髙田）

500円（全席自由）料金

10/23（日） 第26回なかつ市民芸能祭
9：30 ～ 15：30　中津文化会館 大ホール

［主催］特定非営利活動法人中津文化協会

前売 500円　当日 800円料金

11/6（日） 創作舞台「ムジカと生きる」
16：00 ～　iichikoグランシアタ

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］097-533-4007（石松）

S席 4,000円　A席 3,000円　B席 2,000円
25歳以下 各席半額（全席指定） ※未就学児入場不可

料金

10/16（日）～
11/27（日）

第16回大分アジア彫刻展
朝倉文夫記念文化ホール（豊後大野市）

［主催］大分アジア彫刻展実行委員会　［問合せ］0974-72-1300（佐藤）

無料料金

10/16（日）～
11/27（日）

おおいたこども彫刻展
朝倉文夫記念文化ホール・朝倉文化記念館（豊後大野市）

［主催］大分アジア彫刻展実行委員会　［問合せ］0974-72-1300（佐藤）

無料料金

10/8（土）～
11/27（日）

ベップ・アート・マンス2022
別府市内各所およびオンライン

［主　催］混浴温泉世界実行委員会事務局
［問合せ］ 0977-22-3560（ピングルトン厚江）

無料料金

9/26（月）～
11/25（金）

大分銀行本店ロビー展 「丸岡あすか展」
大分銀行本店2F 画廊フロア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ　
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

10/9（日） 大分マンドリンオーケストラ
第34回定期演奏会
14：00 ～ 16：00　iichiko音の泉ホール

［主催］大分マンドリンオーケストラ　［問合せ］ 090-8765-2359（掛橋）

1,000円料金

10/10（月） 淡窓伝光霊流中津詩道会
発会85周年記念大会
9：30 ～ 17：00　中津文化会館 大ホール

［主　催］淡窓伝光霊流中津詩道会
［問合せ］ 080-1546-5813（螻川内）

無料料金

10/14（金）～
10/16（日）

第76回瀧廉太郎記念
全日本高等学校声楽コンクール
竹田市総合文化ホール グランツたけた

［主催］竹田市　［問合せ］ 0974-63-4817（井上）

無料料金

10/11（火）～
10/16（日）

第30回「九重の自然を描く絵画展」＆
第11回「九重の自然を撮る写真展」
9：00 ～ 17：00 ※最終日は15：00まで
九重文化センター・体育館

［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）

無料料金

10/16（日） 公開講座1「東アジアにおける香の種類
～『キングダム』の時代から現代まで～」 
13：30 ～ 15：00
大分香りの博物館3階 多目的室

［主催］大分香りの博物館　［問合せ］ 0977-27-7272（江崎）

大人 500 円　大・高 300円　中・小 200円　
公開講座 無料

料金

10/10（月） 1時間の小さな演奏会
One hour Coｎcert
楽しい弦楽器の世界
11：00～／14：00～
J:COMホルトホール大分 小ホール

［主催］One hour Concert 事務局

大人 1,500円　子ども 500円　配信 1,500円（1回）
有観客公演の3歳未満膝上鑑賞無料

料金

第15回きつき城下町短歌大会
（紙上大会）

［主催］きつき城下町短歌会　［問合せ］ 0978-62-2880（阿部）

無料料金

おおいた障がい者芸術文化支援センター
企画展vol.4  「Junction art」

11/9（水）～
11/20（日） 10：00～19：00 ※金・土は20：00まで、最終日は17：00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

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
　　　　おおいた障がい者芸術文化支援センター
［問合せ］ 097-533-4505（立花）

無料料金

11/26（土） UnAnany Mous ～吉作落し～
18：00 ～ 19：30　別府市中央公民館

［主催］劇団OTC　［問合せ］090-1341-5193（永野）

前売 1,000円　当日 1,500円料金

11/27（日） 第48回 鶴崎芸能文化祭
12：00 ～ 16：00　鶴崎公民館

［主催］鶴崎芸能文化協会　［問合せ］097-527-2739（若葉）

無料料金

12/4（日） 国東えんげき工房 舞台公演
16：00～17：30　くにさき総合文化センター アストホール

［主催］国東えんげき工房　［問合せ］070-8965-2788（北崎）

無料料金

12/10（土） 小林道夫チェンバロリサイタル 最終章
iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］097-533-4004（藤田）

全席指定／一般 3,000円　U25割 1,500円料金

12/4（日） 能を西洋音楽で能舞する
13：00 ～　能楽堂

［主催］大分県能楽連盟　［問合せ］090-1087-6885（谷村）

無料料金

12/10（土） 第24回 横光利一俳句大会
開場13：30　14：00～ 15：30
宇佐市民図書館・視聴覚ホール

［主　催］宇佐市・宇佐市教育委員会・豊の国宇佐市塾
［問合せ］0978-33-4600（松寿）

無料料金

12/10（土）～
令和5年
1/24（火）

ポケモン化石博物館
10：00 ～ 19：00 ※金・土曜日は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

［主　催］公益財団法人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）

一般・大学 800円（600円）
小・中・高生 500円（300円）
※（  ）内は前売り、20名以上の団体料金

料金

11/26（土）～
令和5年
1/22（日）

大本山  相国寺と金閣・銀閣の名宝
大分県立美術館 3階展示室B、C

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・
　　　　大分県立美術館・日本経済新聞社
［問合せ］097-533-4501（宗像）

一般 1,200円　大学・高校生 800円　中学生以下 無料料金11/11（金）～
11/13（日）

山香町総合文化祭（ふるさとまつりと共催）
9：00 ～ 17：00 ※13日は15：00まで
山香庁舎内及び庁舎前広場

［主催］山香町文化連盟　［問合せ］090-4589-2214（田中）

無料料金

11/23（水）～
11/27（日）

第51回佐伯芸術文化祭
10：30 ～ 15：40　佐伯城山桜ホール・三余館

［主催］佐伯文化振興会　［問合せ］0972-23-2247（梅若）

1,000円料金

11/13（日） 音と旅するコンサート
14：00 ～ 16：00　コンパルホール 多目的ホール

［主催］佐伯市演奏家協会　［問合せ］090-8357-6121（西谷）

無料料金

11/19（土） 男声合唱団 豊声会  2022年演奏会
14：00 ～ 16：00　iichiko音の泉ホール

［主催］男声合唱団 豊声会　［問合せ］090-8408-2170（髙浦）

1,000円料金

11/12（土） 第5回全国小中学生
書道チャンピオン予選大会
10：00 ～ 15：00　西本皆文堂

［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）

無料料金

11/20（日） 第54回文化芸能発表会
第40回湯布院町チャリティー芸能大会
13：00 ～ 16：00　
由布市由布院公民館 大ホール

［主催］由布市湯布院町文化芸能振興会

200円料金

11/16（水）～
11/18（金）

第47回大分県高等学校総合文化祭
県南・豊肥大会
9：30 ～ 16：00　エイトピアおおの

［主催］大分県高等学校文化連盟　［問合せ］097-529-5025（阿部）

無料料金

11/28（月）～
令和5年
1/20（金）

大分銀行本店ロビー展 「姫野美貴子展」
大分銀行本店2F 画廊フロア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ　
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

11/26（土） 公開講座2「百済金銅大香炉による
東アジアの香り文化の考察」
13：30 ～ 15：00　大分香りの博物館3階 多目的室

［主催］大分香りの博物館　［問合せ］ 0977-27-7272（江崎）

大人 500 円　大・高 300円　中・小 200円　
公開講座 無料

料金



9/25（日）

鑑賞支援つきワンコインリレーコンサートvol.1
日本舞踊 藝〇座（げいまるざ）

10/16（日）
11：00 ～ 12：00／15：00～ 16：00
iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（八坂）

500円料金

ドニゼッティ・オペラ音楽祭芸術監督来日！
フランチェスコ・ミケーリが語る
音楽祭とまちづくり

9/30（金）

19：00 ～ 21：00　iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（藤田）

全席指定／一般 1,000円　U25割 500円料金

10/6（木） バッハ・コレギウム・ジャパン
18：30 ～ 21：00　iichikoグランシアタ

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］ 097-533-4004（植田）

全席指定／一般 5,000円　U25割 2,500円料金

10/12（水）～
10/21（金）

第31回 けんしん美術展
9：00 ～ 17：00　
大分県信用組合 本店5階ホール

［主催］大分県信用組合　［問合せ］ 097-573-7282（阿部・高橋）

無料料金

10/14（金）～
11/27（日）

令和4年度特別展「宇佐神宮」
9：00 ～ 17：00　大分県立歴史博物館

［主催］大分県立歴史博物館　［問合せ］0978-37-2100（田口）

一般 510円　高・大生 310円料金

11/6（日） 第50回大分県音楽コンクール本選
9：30 ～ 20：00　iichiko音の泉ホール

［主催］大分県音楽協会　［問合せ］080-3966-3169（髙田）

500円（全席自由）料金

10/23（日） 第26回なかつ市民芸能祭
9：30 ～ 15：30　中津文化会館 大ホール

［主催］特定非営利活動法人中津文化協会

前売 500円　当日 800円料金

11/6（日） 創作舞台「ムジカと生きる」
16：00 ～　iichikoグランシアタ

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］097-533-4007（石松）

S席 4,000円　A席 3,000円　B席 2,000円
25歳以下 各席半額（全席指定） ※未就学児入場不可

料金

10/16（日）～
11/27（日）

第16回大分アジア彫刻展
朝倉文夫記念文化ホール（豊後大野市）

［主催］大分アジア彫刻展実行委員会　［問合せ］0974-72-1300（佐藤）

無料料金

10/16（日）～
11/27（日）

おおいたこども彫刻展
朝倉文夫記念文化ホール・朝倉文化記念館（豊後大野市）

［主催］大分アジア彫刻展実行委員会　［問合せ］0974-72-1300（佐藤）

無料料金

10/8（土）～
11/27（日）

ベップ・アート・マンス2022
別府市内各所およびオンライン

［主　催］混浴温泉世界実行委員会事務局
［問合せ］ 0977-22-3560（ピングルトン厚江）

無料料金

9/26（月）～
11/25（金）

大分銀行本店ロビー展 「丸岡あすか展」
大分銀行本店2F 画廊フロア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ　
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

10/9（日） 大分マンドリンオーケストラ
第34回定期演奏会
14：00 ～ 16：00　iichiko音の泉ホール

［主催］大分マンドリンオーケストラ　［問合せ］ 090-8765-2359（掛橋）

1,000円料金

10/10（月） 淡窓伝光霊流中津詩道会
発会85周年記念大会
9：30 ～ 17：00　中津文化会館 大ホール

［主　催］淡窓伝光霊流中津詩道会
［問合せ］ 080-1546-5813（螻川内）

無料料金

10/14（金）～
10/16（日）

第76回瀧廉太郎記念
全日本高等学校声楽コンクール
竹田市総合文化ホール グランツたけた

［主催］竹田市　［問合せ］ 0974-63-4817（井上）

無料料金

10/11（火）～
10/16（日）

第30回「九重の自然を描く絵画展」＆
第11回「九重の自然を撮る写真展」
9：00 ～ 17：00 ※最終日は15：00まで
九重文化センター・体育館

［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）

無料料金

10/16（日） 公開講座1「東アジアにおける香の種類
～『キングダム』の時代から現代まで～」 
13：30 ～ 15：00
大分香りの博物館3階 多目的室

［主催］大分香りの博物館　［問合せ］ 0977-27-7272（江崎）

大人 500 円　大・高 300円　中・小 200円　
公開講座 無料

料金

10/10（月） 1時間の小さな演奏会
One hour Coｎcert
楽しい弦楽器の世界
11：00～／14：00～
J:COMホルトホール大分 小ホール

［主催］One hour Concert 事務局

大人 1,500円　子ども 500円　配信 1,500円（1回）
有観客公演の3歳未満膝上鑑賞無料

料金

第15回きつき城下町短歌大会
（紙上大会）

［主催］きつき城下町短歌会　［問合せ］ 0978-62-2880（阿部）

無料料金

おおいた障がい者芸術文化支援センター
企画展vol.4  「Junction art」

11/9（水）～
11/20（日） 10：00～19：00 ※金・土は20：00まで、最終日は17：00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

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
　　　　おおいた障がい者芸術文化支援センター
［問合せ］ 097-533-4505（立花）

無料料金

11/26（土） UnAnany Mous ～吉作落し～
18：00 ～ 19：30　別府市中央公民館

［主催］劇団OTC　［問合せ］090-1341-5193（永野）

前売 1,000円　当日 1,500円料金

11/27（日） 第48回 鶴崎芸能文化祭
12：00 ～ 16：00　鶴崎公民館

［主催］鶴崎芸能文化協会　［問合せ］097-527-2739（若葉）

無料料金

12/4（日） 国東えんげき工房 舞台公演
16：00～17：30　くにさき総合文化センター アストホール

［主催］国東えんげき工房　［問合せ］070-8965-2788（北崎）

無料料金

12/10（土） 小林道夫チェンバロリサイタル 最終章
iichiko音の泉ホール

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団
［問合せ］097-533-4004（藤田）

全席指定／一般 3,000円　U25割 1,500円料金

12/4（日） 能を西洋音楽で能舞する
13：00 ～　能楽堂

［主催］大分県能楽連盟　［問合せ］090-1087-6885（谷村）

無料料金

12/10（土） 第24回 横光利一俳句大会
開場13：30　14：00～ 15：30
宇佐市民図書館・視聴覚ホール

［主　催］宇佐市・宇佐市教育委員会・豊の国宇佐市塾
［問合せ］0978-33-4600（松寿）

無料料金

12/10（土）～
令和5年
1/24（火）

ポケモン化石博物館
10：00 ～ 19：00 ※金・土曜日は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

［主　催］公益財団法人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）

一般・大学 800円（600円）
小・中・高生 500円（300円）
※（  ）内は前売り、20名以上の団体料金

料金

11/26（土）～
令和5年
1/22（日）

大本山  相国寺と金閣・銀閣の名宝
大分県立美術館 3階展示室B、C

［主　催］公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・
　　　　大分県立美術館・日本経済新聞社
［問合せ］097-533-4501（宗像）

一般 1,200円　大学・高校生 800円　中学生以下 無料料金11/11（金）～
11/13（日）

山香町総合文化祭（ふるさとまつりと共催）
9：00 ～ 17：00 ※13日は15：00まで
山香庁舎内及び庁舎前広場

［主催］山香町文化連盟　［問合せ］090-4589-2214（田中）

無料料金

11/23（水）～
11/27（日）

第51回佐伯芸術文化祭
10：30 ～ 15：40　佐伯城山桜ホール・三余館

［主催］佐伯文化振興会　［問合せ］0972-23-2247（梅若）

1,000円料金

11/13（日） 音と旅するコンサート
14：00 ～ 16：00　コンパルホール 多目的ホール

［主催］佐伯市演奏家協会　［問合せ］090-8357-6121（西谷）

無料料金

11/19（土） 男声合唱団 豊声会  2022年演奏会
14：00 ～ 16：00　iichiko音の泉ホール

［主催］男声合唱団 豊声会　［問合せ］090-8408-2170（髙浦）

1,000円料金

11/12（土） 第5回全国小中学生
書道チャンピオン予選大会
10：00 ～ 15：00　西本皆文堂

［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）

無料料金

11/20（日） 第54回文化芸能発表会
第40回湯布院町チャリティー芸能大会
13：00 ～ 16：00　
由布市由布院公民館 大ホール

［主催］由布市湯布院町文化芸能振興会

200円料金

11/16（水）～
11/18（金）

第47回大分県高等学校総合文化祭
県南・豊肥大会
9：30 ～ 16：00　エイトピアおおの

［主催］大分県高等学校文化連盟　［問合せ］097-529-5025（阿部）

無料料金

11/28（月）～
令和5年
1/20（金）

大分銀行本店ロビー展 「姫野美貴子展」
大分銀行本店2F 画廊フロア

［主　催］大分銀行 地域創造部 社会貢献グループ　
［問合せ］097-538-7765（佐藤）

無料料金

11/26（土） 公開講座2「百済金銅大香炉による
東アジアの香り文化の考察」
13：30 ～ 15：00　大分香りの博物館3階 多目的室

［主催］大分香りの博物館　［問合せ］ 0977-27-7272（江崎）

大人 500 円　大・高 300円　中・小 200円　
公開講座 無料

料金

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。
文化の香り高い大分県の実現をめざし、県内各地で様々な文化イベントを
開催します。

2022.10.1（土）-11.30（水）
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ポスターデザイン　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　草野優美

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。
文化の香り高い大分県の実現をめざし、県内各地で様々な文化イベントを
開催します。

ポスターデザイン　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　草野優美


