
一般社団法人岩手県芸術文化協会令和 3年度事業計画 

  

 

 

 

 

Ⅰ 実施事業等（実施事業等会計） 

 

１ 岩手芸術祭開催事業 

(1) 岩手芸術祭開催事業〈 岩手芸術祭実行委員会との共催事業 〉 

 第 74回岩手芸術祭の共催 

 

    (2)  第 74回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予定） 

  ア 開催趣旨 

      第 74回岩手芸術祭の開幕に合わせ、県内の芸術団体等が舞台で共演するこ 

とにより、芸術祭の開幕を県民にアピールするとともに、優れた芸術文化の鑑 

賞機会及び出演機会を広く県民に提供するもの。 

     イ  開催日時及び会場 

       令和 3年 10月 1日（金）岩手県民会館 大ホール リハーサル 

       令和 3年 10月 2日（土）岩手県民会館 大ホール 本番 

       ウ 開催内容 

① 式典 

② 舞台公演 

③ 岩手芸術祭美術展 

    エ  企画検討方法 

      ① 従来のとおり、「企画運営委員会」を設置して検討する。 

      ② 「企画運営委員会」設置の詳細については会長が定める。 

 

  ２ 岩手芸術祭地域連携事業（岩手県からの委託事業予定） 

    第 74回岩手芸術祭総合フェスティバルの地方開催 

   ア 開催趣旨 

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。 

      イ 事業名称 

    第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル in 県北地区 開催事業（仮称） 

    ウ  開催日時 

    ① 舞台公演       令和 4年 1月 23日（日）13:00～16:00 

    ② 美術展巡回展示 令和 4年 1月 21日（金）～ 1月 23日（日）10:00～16:00 

「岩手県における芸術文化活動の拡大促進、支援を図り、芸術文化の普及、振興、

育成に寄与する。」という当協会の基本理念に留意しながら、関係機関、団体との

連携を強化し、下記の事業活動を行う。 



  エ  開催会場 

二戸市民文化会館（二戸市） 

  オ 開催内容  

① 舞台公演 

② 岩手芸術祭巡回美術展など 

     カ  企画検討方法 

     「企画運営委員会」において検討する。 

 

  ３ 芸術体験イベント開催事業（岩手県からの委託事業予定） 

ア 開催趣旨 

          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、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。 

     イ  開催日時及び会場 

     令和 3年 10月 2日（土）10時～16時 県民会館など 

     令和 3年 10月 3日（日）10時～16時 県民会館など 

     ウ 事業の内容 

    ① オープニングイベント 

    ② 芸術体験イベント 

    ③ 集客イベント など 

   エ  企画検討方法 

    ① 従来のとおり、「企画検討委員会」を設置して検討する。 

    ② 「企画検討委員会」設置の詳細については会長が定める。 

 

   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。 

ズームを活用した文化講座の開催も検討する。 

      イ）開催期間 

令和 3年 5月 ～ 令和 4年 2月 

   ウ）開催予定 

35講座 

 

(2)  いわて芸文研修会開催事業（岩手県文化振興基金事業） 

   ア）開催内容 

岩手県内の各地域における芸術文化団体の先進事例の情報提供や意見交換、 

芸術文化団体間の交流などをテーマにした研修会を開催し、芸術文化団体の活 



動の活性化を促進し、岩手県内の文化芸術活動の振興を図る。 

    令和 3年度においては、令和 2年度に引き続き、東北北海道芸術文化団体協 

議会と共催し、全国的にも共通の課題となっている「芸術文化活動における次 

世代育成と後継者育成」について、宮城県、山形県、福島県の取り組み事例の 

紹介や意見交換を行い、岩手県内の芸術文化活動の更なる振興を図る。 

  イ）テーマ  

芸術文化活動における次世代育成と後継者育成の事例紹介 

  ウ）共 催 

東北北海道芸術文化団体協議会 

  エ）開催日 

令和 3年 6月 17日（木）   

オ）会 場 

ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング（予定） 

 

   (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 3年 6月 ～ 令和 3年 11月 

    ウ）派遣団体 

いわてフィルハーモニー・オーケストラ、岩手県弦楽研究会、岩手三曲協会、 

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）、鈴木牧子 

ジャズカルテット、岩手県能楽連合会 

   エ）派 遣 先 

小学校 7校、中学校 5校 

 

(4)  共催・後援事業（自主事業） 

  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）承認事業 

承認申請があり、妥当と認められる団体の事業の共催・後援の承認。 

 

(5)  表彰事業（自主事業） 

   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 3年度岩手県芸術文化協会表彰 

 



   ウ）表彰日時 

令和 3年 5月 14日（金）総会、理事会終了後 

   エ）会 場 

ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング 

   オ）開催内容 

     ① 式辞 

     ② 表彰状授与 

     ③ 祝辞（岩手県知事） 

     ④ 祝賀演奏 

     ⑤ 岩手県芸術文化協会の活動紹介 など 

 

  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 2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 3年 8月 

   ウ）掲載内容 

本協会加盟団体及び本協会の令和 2年度活動記録 

  エ）体  裁 

Ａ5判 180頁 

発行部数  900部 

 

(2)  会報「芸文いわて」の発行事業（自主事業） 

 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 3年 7月 31日 111号 

        令和 4年 1月上旬 112号 

 ウ）発行部数 

2,000部 

      エ）その他 

    令和 4年 1月上旬発行の 112号は、広告掲載の募集を行う。 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ その他事業（その他会計）※ 実施事業等以外の事業 

 

(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（岩手県の補助事業） 

     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 

申請に基づき交付決定された額 

      ウ）補助金額 

850,000円（予定） 

 

(2)  第 8回定時総会（自主事業） 

ア）開催日時等 

令和 3年 5月 14日（金）13時 ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング 

    イ）開催内容 

①  令和 3年度岩手県芸術文化協会表彰について 

        ②  岩手県芸術文化協会 令和 2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 3年度事業計画及び収支予算について 

④  岩手県芸術文化協会 任期満了に伴う役員改選について など 

 

    (3)  東北北海道芸術文化団体協議会総会（自主事業） 

     令和 2～3年度においては、東北北海道芸術文化団体協議会の会長が岩手県芸術 

文化協会の会長であることから、標記協議会の総会を岩手県芸術文化協会の会長が 

招集して開催する。 

ア）開催日時等 

令和 3年 6月 17日（木）13時 ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング 

イ）開催内容 

    ① 東北北海道芸術文化団体協議会 令和 2年度事業報告及び収支決算について 

    ② 東北北海道芸術文化団体協議会 令和 3年度事業計画及び収支予算について 

    ③  その他 

   ※ 新型コロナウィルス感染拡大防止の状況により、各県道の状況を確認のうえ、 

    開催方法の変更もあり得ること。（交流事業も同様） 

 

    (4)  東北北海道芸術文化団体協議会交流事業（自主事業） 

       ア）共同事業 

      ①  事業内容 

文化芸術活動における次世代育成と後継者育成に係る事例発表、意見交換会 

       ②  開催日 

令和 3年 6月 17日（木） 

 



       ③  開催会場 

ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング（予定） 

      イ）機関誌｢北斗 46号｣の発刊 

      ①  テーマ 

文化芸術活動における次世代育成と後継者育成に係る事例発表 

(宮城県、山形県、福島県の事例) 

    ②  発行 

      令和 4年 2月（予定） 

 

 (5)  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） 会員団体の事業・イベントの情報収集。 

イ） 芸文協ホームページでの情報発信。 

ウ） 会報での会員活動情報等の発信。（イベント表の掲載等。） 

 


