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Ⅰ  会議等開催報告 

 

 １  定時総会 

  (1)  第８回定時総会 

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 

    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 任期満了に伴う役員選任について など 

 

  ２  理事会 

  (1)  第 31回理事会 

   ア）開催日時等   令和３年４月 20日（火）13時 30分 県民会館第 1会議室 

   イ）開催内容     ① 岩手県芸術文化協会令和２年度事業報告について 

② 岩手県芸術文化協会令和２年度収支決算について 

③ 令和３年度岩手県芸術文化協会表彰者案について 

④ 任期満了に伴う役員の選任について 

⑤ 第８回定時総会提案事項について など 

 

(2)  第 32回理事会 

   ア）開催日時等   令和３年５月 14日（金）13時 50分～  

ホテルメトロポリタン盛岡 

   イ）開催内容     ① 会長（代表理事）の選出について 

② 副会長の選出について 

③ 新型コロナウィルス感染拡大防止対策のための令和３年 

度東北・北海道芸術文化団体協議会事業及び令和３年度 

いわて芸文研修会事業の開催方法の見直し検討についてなど 

 

(3)  第 33回理事会 

   ア）開催日時等   令和３年７月 29日（金）13時 30分～  県公会堂 26号室 

   イ）開催内容     ① 代表理事の業務執行状況について 

② 第５回芸術体験イベントの開催内容について 

③ 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバルの企画内容について 

            など 

 

(4)  第 34回理事会 

   ア）開催方法    書面協議〔提案日：令和３年 11月 29日(月)〕 

   イ）協議内容     ① 代表理事の業務執行状況について 

② 第５回芸術体験イベントの開催状況について 

③ 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバルの開催状況について 



            ④ 令和４年度事業計画案について 

⑤ 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル in カシオペアの開 

催企画について 

            ⑥ 令和４年度岩手県からの委託事業について(意見交換) など 

  ウ）協議結果   提案事項について全理事賛同（承認） 

 

(5)  第 35回理事会 

   ア）開催日時等   令和４年３月 29日（火）13時 30分～  県民会館第 1会議室 

   イ）開催内容     ① 代表理事の業務執行状況について 

② 岩手県芸術文化協会令和３年度収支補正予算について 

③ 岩手県芸術文化協会令和４年度事業計画について 

            ④ 岩手県芸術文化協会令和 4年度収支予算について 

            ⑤ その他 

 

３ 運営委員会 

(1)  第１回運営委員会 

   ア）開催日時等   令和３年４月７日（水）13時 30分 県民会館第 5会議室 

   イ）開催内容     ① 令和２年度事業実施報告について 

                   ② 令和２年度収支決算について 

                      ③ 任期満了に伴う役員改選について 

                      ④ 第８回定時総会、表彰式の運営について 

                    ⑤ 令和３年度賛助会員の増員対応策について 

                   ⑥ 第 31回理事会への提案議題について など 

 

(2)  第２回運営委員会 

   ア）開催日時等   令和３年７月 21日（水）14時 岩手県芸術文化協会事務局 

   イ）開催内容     ① 代表理事の業務執行状況について 

                   ② 第５回芸術体験イベントの企画内容について 

                      ③ 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバルの企画内容について 

                      ④ 令和３年度賛助会員の加入拡大計画について 

                    ⑤ 第 33回理事会への提案議題について など 

 

   (3)  第３回運営委員会 

ア）開催日時等  令和３年８月 30日（月）13時 30分  

盛岡市内丸ビル 3階 会議室 

    イ）開催内容     ① 新型コロナウィルス感染拡大防止対策の状況について 

                       ② 岩手芸術祭開催事業の対応について 

                       ③ 岩手芸術祭総合フェスティバルの対応について 

                       ④ 芸術体験イベントの対応について 

⑤ 県への要望 など 

 

 



(4)  第４回運営委員会 

ア）開催日時等  令和３年 11月 24日（水）13時 30分  県民会館第 5会議室 

   イ）開催内容     ① 代表理事の業務執行状況について 

② 第５回芸術体験イベントの開催状況について 

③ 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバルの開催状況について 

            ④ 令和４年度事業計画案について 

⑤ 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル in カシオペアの開 

催企画について 

            ⑥ 令和４年度岩手県からの委託事業について など 

 

   (5)  第 5回運営委員会 

ア）開催日時等   令和４年１月７日（金）13時 30分  

県民会館 第５会議室 

イ）開催内容      ① 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル in カシオペアの開 

催内容について 

            ② 令和４年度岩手県委託事業について 

                      ③ 公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団からのイベン 

             ト開催への協力依頼について など 

 

  (6)  第 6回運営委員会 

ア）開催日時等   令和４年３月８日（火）13時 30分  

県民会館 第５会議室 

イ）開催内容      ① 令和４年度岩手県委託事業について 

            ② 令和３年度収支予算補正案について 

            ③ 令和４年度事業計画案について 

            ④ 令和４年度収支予算案について 

            ⑤ 令和４年度総会、表彰式の開催について など 

 

４ 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル企画運営委員会 

   (1)  第１回 企画運営委員会  

  ア）開催日時等   令和３年４月 28日（水）14時 岩手県水産会館  ５階大会議室 

  イ）開催内容     ① 第 73回岩手芸術祭総合フェスティバル in いわいの開催状況 

              について 

            ② 企画運営委員長、副委員長、演出スタッフの選任について 

            ③ 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバルの企画内容について 

                  ④ 今後の検討日程等について など 

 

(2)  企画運営に係る第１回小委員会 

    ア）開催日時等   令和３年４月 28日（水）15時 岩手県水産会館 ５階大会議室 

   イ）開催内容     第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル企画内容についての意見 

交換 など 

 



(3)  企画運営に係る第２回小委員会 

ア）開催日時等   令和３年６月７日（月）15時 岩手県水産会館 ５階小会議室 

   イ）開催内容     第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル企画内容についての意見 

交換  など 

 

  (4)  企画運営に係る第３回小委員会 

ア）開催日時等   令和３年７月 12日（月）14時 岩手県水産会館 ５階中会議室 

  イ）開催内容     第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル企画構成案についての 

協議 など 

 

(5)  第２回 企画運営委員会 

  ア）開催方法   書面協議 

  イ）協議時期  令和３月７月 27日（火）～  

  ウ）協議内容  第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル企画運営内容について 

  エ）協議結果  企画構成案についての意見等無し 

 

 (6)  企画運営に係る第４回小委員会 

ア）開催日時等   令和３年８月５日（木）10時 岩手県水産会館 ５階小会議室 

    イ）開催内容     第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル企画内容、運営について 

の意見交換 など 

 

(7)  企画運営に係る第５回小委員会 

ア）開催日時等   令和３年 10月 28日（木）14時   岩手県芸術文化協会事務局 

   イ）開催内容     第 74回岩手芸術祭総合フェスティバルの出演者に係る情報提供 

                      について など 

 

(8)  第３回 企画運営委員会 

  ア）開催方法   書面協議 

  イ）協議時期  令和３月 11月 18日（金）～ 令和３年 11月 26日（土） 

  ウ）協議内容  ① 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバルの開催状況について 

② 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル地域開催の開催内容 

について 

  エ）協議結果  協議案について委員全員が同意（承認） 

 

(9)  企画運営に係る第６回小委員会 

ア）開催日時等   令和３年 12月７日（水）10時 岩手県公会堂 11号室 

   イ）開催内容     第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル in カシオペア の開催 

           内容、構成案、運営について など 

 

 (10)  企画運営に係る第７回小委員会 

ア）開催日時等   令和４年１月６日（木）17時 県民会館 第５会議室 

   イ）開催内容     第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル in カシオペア の企画 



           内容、台本、運営について など 

 

５ 第５回芸術体験イベントに係る企画検討 

  (1)  第２回運営委員会での検討 

    ア）開催日時等   令和３年７月 21日（水）14時  岩手県芸術文化協会事務局 

    イ）開催内容     ① 芸術体験イベントの開催案について 

            ② 芸術体験イベントの開催検討スケジュールについて など 

  

  (2)  第 33回理事会での企画検討 

   ア）開催日時等   令和３年７月 29日（木）13時 30分  県公会堂 2階 26号室 

   イ）開催内容     ①  芸術体験イベントの開催案について 

            ②  開催スケジュールについて など 

   

   (3)  第３回運営委員会での企画検討 

ア）開催日時等   令和３年８月 30日（月）13時 30分  盛岡市内丸ビル 

   イ）開催内容     ①  イベントの現段階の開催内容について 

            ② 今後の新型コロナウィルス感染防止対策に対応したイベン 

ト開催への対応について など 

 

６ 令和３年度東北・北海道芸術文化団体協議会総会 

ア）開催日時  令和３年６月１７日(木)13時 

イ）開催会場  岩手県芸術文化協会役員は岩手県民会館４階第 2会議室会場へ出席 

  岩手県以外の東北・北海道芸術文化団体協議会役員はオンラインでの出席。 

ウ）開催内容  ①  役員の選出について 

         ②  令和２年度事業報告及び収支決算について 

                 ③  令和３年度事業計画及び収支予算（案）について 

                 ④ 北斗 46号のテーマについて 

         ⑤  情報交換について 

          ⑥ 共同事業「文化芸術活動の後継者育成と次世代育成」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 事業実施報告 

 

1  岩手芸術祭開催事業 

(1)  第 74 回岩手芸術祭開催事業（共催事業） 

     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 

   団体とともに、岩手芸術祭を開催する。 

     ア）会 期： 令和３年 10月 ～ 令和４年２月 

   イ）テーマ： 「岩手発 創造の芽は無限大」 

   ウ）会 場： 岩手県内 

   エ）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 奥州市・二戸市・久慈市・山田町・宮古市 

小・中学校美術展 書写・絵画 

巡回小・中学校美術展 二戸市・久慈市・九戸村・宮古市 

伝統芸能 謡と仕舞の会 

音 楽 ピアノ・ギター・管弦楽・吹奏楽 

舞 踊 洋舞 

演 劇 
沿岸地区（宮古市）・県北地区（二戸市）・映像フェス

ティバル（盛岡市） 

演 芸 民謡・新舞踊 

文芸祭 
小説・戯曲・文芸評論・随筆・児童文学・詩・短歌・ 

・川柳 

県民文芸作品集刊行 第 52集刊行 

移動公演 一戸町（新舞踊）、岩泉町（演劇）、二戸市（民謡） 

    

(2)  第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル開催事業（岩手県委託事業） 

第 74回岩手芸術祭の開幕に合わせ、芸術祭を広く県民にアピールするために、 

総合フェスティバルを開催する。 

    ①  開催日時及び会場 

ア) 舞台公演 

開催日時：令和３年 10月２日（土）  

13時開演 ～16時 10分終演 

開催会場：岩手県民会館 大ホール 

イ) 生映像鑑賞会場 芸術体験イベント会場（盛岡市肴町アーケード） 

ウ) スマートフォン 

  への生映像配信 

パンフレット、チラシ等の QRコードからアクセス

しての携帯電話（スマートフォン）等での鑑賞 

②  開催テーマ 

    エール 

 



③ 開催内容 

  ア）舞台公演 

  イ）式典 

  ウ）岩手芸術祭美術展 

④ 出演者等（12団体 165名） 

  第一部 

 ・能楽 祝言小謡「高砂」 岩手県能楽連合会 

  ・邦楽 「常磐津 平成版 花舞台千代顔見」 岩手邦楽協会 

  ・エール 岩手県立盛岡第一高等学校応援委員会 

  ・日本舞踊「岩手風物詩」 岩手県邦舞協会 

  ・民謡「民うた・四季をつづる」 岩手県民謡協会 

  ・郷土芸能「虎舞」 山田境田虎舞保存会 

  第二部 

  ・式典 

  ・エール 岩手県立盛岡第一高等学校応援委員会 

  第三部  

  ・チアダンス「Heartbeat ! 」 盛岡チアダンスクラブ煌 

  ・モダンダンス「内在する刻」 雫石ダンススタジオ 岩手県洋舞協会 

  ・ピアノ「佐藤陽十」 

  ・フルート「岡本梨奈」 

       ・バレエとビデオメッセージ（ビデオ出演） 太田倫功 

  ・エール 岩手県立盛岡第一高等学校応援委員会 

  ・合唱 フィナーレ 「矢巾北中学校特設合唱部」 

⑤ 入場料金 

           無料 

         ⑥ 大ホール入場者（観賞者） 

481名（一般客 200名、主催者関係 20名、会員団体 82 名、関係者 179 名） 

（新型コロナウィルス感染拡大防止のために、入場者は定員の 1/4程度に 

 制限。入場は入場整理券持参者に限定） 

     ⑦ 岩手県芸術文化協会ホームページでのライブ配信映像視聴回数 

       延べ 1,207名（アクセス数による。） 

     ⑧ 第５回芸術体験イベントの会場（盛岡市肴町アーケード）での大型テレビに 

       よる生映像視聴 

       延べ 112名 

     ⑨ 鑑賞者数 

       ⑥＋⑦＋⑧ 1,800名 

⑩ スタッフ（敬称略） 

構成・演出 大森 健一 

舞台監督 近藤 英一 

構成・演出補佐 大沼まゆみ 

民俗芸能コーディネーター 藤沢 清美 

合唱コーディネーター 太田代政男  及川尚樹 



舞台美術コーディネーター 小笠原卓雄 

司 会 甲斐谷 望（IBC岩手放送アナウンサー） 

 

２ 岩手芸術祭地域連携事業（岩手県委託事業） 

    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。 

  (1) 岩手芸術祭を PRする地方との共催イベントの開催（岩手県委託事業） 

   ① イベント名 第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル in カシオペア 開催事業 

   ② 開催内容、開催日時及び会場 

(1) 舞台公演 
◆ 開催日時：令和 4年 1月 23日（日）13時～16時 

◆ 開催会場：二戸市民文化会館 大ホール 

(2) 舞台公演の 

YouTube生配信 

◆ 開催日時：令和 4年 1月 23日（日）13時～16時 

ポスター、チラシの QRコードからアクセスしての携帯 

電話（スマートフォン）、パソコン等での鑑賞 

(3) 舞台公演の 

  YouTube録画 

配信 

◆ 録画配信：令和 4年 1月 24日（月）～  

岩手県芸術文化協会ホームページからの YouTube録画 

配信 

(4) 巡回美術展 

◆ 開催日時：令和 4年 1月 21日（金）～ 23日（日） 

10時～16時 

◆ 展示会場：二戸市民文化会館 展示室 

(5) 巡回小中学校 

  美術展 

◆ 開催日時：令和 4年 1月 21日（金）～ 23日（日） 

10時～16時 

◆ 展示会場：二戸市民文化会館 中ホール 

③  開催テーマ 

  「エール」 

④ 出演者 

  第一部 

       ・創作太鼓「宇漢米伝説」（創作太鼓の会「座・宇漢米」） 

       ・エール（岩手県立福岡高等学校応援団） 

       ・マーチングバンド（一戸町立一戸小学校金管バンド） 

・日本舞踊「岩手風物詩」（岩手県邦舞協会） 

・民謡「民謡をあなたに～にのへ・若人のうたごえ～」（岩手県民謡協会等） 

・江刺家神楽「権現舞」（江刺家神楽保存会） 

           第二部（休憩後） 

・チアダンス「Heart beat！」(盛岡チアダンスクラブ煌) 

      ・県指定無形民俗文化財「根反鹿踊り」（根反鹿踊り保存会） 

      ・ピアノ（佐藤陽十） 

      ・バレエとビデオメッセージ（ビデオ出演）（太田倫功） 

      ・合唱・フィナーレ 

（カシオペア・キッズクワイヤー＆岩手県立福岡高等学校音楽部） 



⑤ 入場料 

      無料（新型コロナウィルス感染拡大防止のために、入場者は定員の 1/2に制限

し、入場は入場整理券持参者に限定。） 

       ⑥  出演者 

  11団体 147名 

    ⑦ スタッフ（敬称略） 

構成・演出 大森 健一 

舞台監督 舘林 克典 

構成・演出補佐 大沼まゆみ 

民俗芸能コーディネーター 藤沢 清美 

合唱コーディネーター 太田代政男、及川尚樹 

舞台美術コーディネーター 小笠原卓雄 

司 会 甲斐谷 望（IBC岩手放送アナウンサー） 

⑧ 入場者、鑑賞者など 

事業名 会場等 開催（放映）日時等 入場者等 

巡 回 

美術展 
展示ホール 

1月 21日（金）10時～16時 15名 

1月 22日（土）10時～16時 37名 

1月 23日（日）10時～16時 51名 

巡 回 

小中学校美術展 
中ホール 

1月 21日（金）10時～16時 13名 

1月 22日（土）10時～16時 32名 

1月 23日（日）10時～16時 68名 

舞 台 

公 演 

大ホール 
1月 23日（日）13時～16時 

 543名 

YouTube視聴   492名 

計 1,251名 

         ※ YouTube生配信はアクセス回数 

 

３ 第５回芸術体験イベント開催事業（岩手県委託事業） 

    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、県民が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。 

(1) イベントのキャッチフレーズ 

      “キテ ミテ 体験 ！ みんな de アート” 

第 74回岩手芸術祭総合フェスティバル＆第５回芸術体験イベント 

  (2) 開催日時、会場及び出演者 

開 催 日 開催時間 会  場 出 演 者 

令和３年 10月２日（土） 10時～16時 県民会館 

盛岡市肴町アーケード 

12団体 25名 

令和３年 10月３日（日） 10時～16時 10団体 22名 

令和３年 10月４日（月） 10時～16時 県民会館展示室 １団体  ２名 

令和３年 10月５日（火） 10時～16時 県民会館展示室 １団体  ２名 

  



 (3) 開催内容 

   ① 芸術体験イベント 延ベ 37イベント 

 ② オンライン体験  延べ ４イベント 

(4) 参加者数 

    延べ 2,261名（第 4回芸術体験イベント参加者  延べ 3,927名） 

開 催 日 延べ参加者 備   考 

令和３年 10月２日（土） 21イベント   1,309名  

令和３年 10月３日（日） 18イベント     937名  

令和３年 10月４日（月） 1イベント       7名 美術展と同時開催 

（日本画・水墨画・版画） 令和３年 10月５日（火） 1イベント       8名 

     計 41イベント   2,261名  

 

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取り入れる。 

     イ）開催期間 

令和３年５月 ～ 令和４年３月 

   ウ）開催予定 

35講座 

     エ）開催済の講座 

     16講座  参加者 1,349名 

 

(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）開催目的 

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った。 

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）受講者 

     ① 岩手県芸術文化協会の役員、会員団体の会員 23名 

     ② 東北・北海道芸術文化団体協議会の会員   18名 

 



オ）開催日 

令和３年６月 17日（木）14時 

   カ）開催会場 

   ① 岩手県芸術文化協会役員及び会員は岩手県民会館４階第２会議室への出席。 

   ② 岩手県以外の東北・北海道芸術文化団体協議会会員はオンラインでの出席。 

   キ）開催内容 

     ① 宮城県、山形県、福島県の芸術文化団体協議会や加盟団体の事例紹介 

     ② 意見交換 

 

 (3)  いわて芸術家派遣事業（岩手県文化振興基金事業） 

   ア）開催目的 

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）、岩手県能楽連 

合会 

   エ）派遣状況 

     実施校 ９校（小学校４校 中学校５校） 観賞者 901名 

     中止校  ３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 90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）表彰者 

     個人 11名（1名欠席）  団体  1名 

エ）表彰日時 

令和３年５月 14日（金）総会、理事会終了後 

  オ）会 場 

ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング 

 



カ）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  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 １日 112号 

ウ）発行部数 

2,000部 

     エ）その他 

    令和４年１月 １日発行の 112号は、広告掲載を募集。 

 

６  その他事業 

(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  245,895円 55名 

     ウ）補助金額 

245,895円 

 

 (2)  令和３年度岩手県芸術文化協会表彰式祝賀セレモニー事業（自主事業） 

   ア）事業内容     

県内在住の芸術家等の交流促進を通じて、作品制作技術の向上、人材育成、資質 



向上等を図るため、当協会の総会及び表彰事業の終了後に、当協会の事業内容等を 

情報提供した。なお、新型コロナウィルス感染拡大防止のために、懇親会は開催し 

ないことから、情報交換会は開催出来なかった。 

  イ）開催日時    

令和３年５月 14日（金）表彰式終了後 

  ウ）開催会場    

ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング 

  エ）参加者     

116人（令和元年度 132人） 

 

(3)  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 

 

(4)  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 

令和３年６月 17日（木）14時 

   イ）開催会場 

        ① 岩手県芸術文化協会役員は岩手県民会館４階第２会議室への出席 

    ② 岩手県以外の東北北海道芸術文化団体協議会役員はオンラインでの出席 

ウ）開催内容 

  ① 役員の改選について 

    ② 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 

    ③ 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 

    ④ 北斗 46号のテーマについて 

    ⑤ 令和３年度交流事業の開催について 

 

 (5)  令和３年度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）14時 

 



     ③  開催会場 

           a 岩手県芸術文化協会役員及び会員は岩手県民会館４階第２会議室への出席 

      b 岩手県以外の東北北海道芸術文化団体協議会会員はオンラインでの出席 

     ④  開催内容 

       a 宮城県、山形県、福島県の芸術文化団体協議会や加盟団体の事例紹介 

      b 意見交換 

    イ）機関誌｢北斗 46号｣の発刊事業 

      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３年 10月 31日 

 

(6)  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） 新型コロナウィルス感染拡大防止に係る国や県からの情報の提供。 

イ） 会員団体の事業・イベントの情報収集及び情報発信。 

ウ） 芸文協ホームページでのイベント情報等発信。 

エ） 会報での会員活動情報等の発信。 


