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ごあいさつ
～人々の幸せなくらしに繋がる文化～

広島県文化団体連合会
　会長　槙　坪　一　誠

　広島県文連会長の任を受け，1年9カ月が経過しました。

　この間 現在の社会状勢に添った，より組織的な文化活動が出来るよう 大幅な会則変更を

行ったり，県文連の主事業である文化講演会や講師招へい事業などの開催，又 けんみん文

化祭諸事業との共催などを行って参りましたが，多くの文化関係者のご支援・ご協力により 

つつがなく職務を遂行させて頂いております。

　私の出身母体である呉市文化団体連合会は昨年，創立60周年を迎えました。これを記念

して式典や祝賀会を開催したり，雅楽の第一人者「東儀秀樹氏」を招いての文化講演会をは

じめ12件の記念事業を行いました。この来場者の合計は17,600人を数え，盛大に終了する

ことが出来ました。又10年ごとに作成している記念誌を1,500冊発刊しましたが，これに

は数百万円の費用が掛かる為，自己資金の他に総額の2分の１以上は広告収入により確保し

ようという事になり，昨年1月から募集を始めました。ところが一昨年 秋のリーマンショッ

クに端を発した世界的大不況の最中であり，出足が悪く，当初はなかなか広告が集まらない

状況でした。しかし，4月の募集締め切りまでには約100件で予定額の1.65倍の広告申し込

みを受けることが出来ました。この為，カラーページを増やしたりして，より内容の充実し

た立派な記念誌を作ることが出来ました。この事は大不況時代を理由に 他からの広告依頼

はほとんど断っていた企業なども文化振興・発展の為には応援しようということの現れであ

り，私共にとって大変ありがたい事と思います。

　県文連も，来年は創立30周年という大きな節目の年を迎えます。県文連の更なる発展の

為に，式典・祝賀会や記念事業の開催，記念誌の発刊など，今年から本格的な準備に入りた

いと思います。

　県文連は各地区文化団体（2,500団体）の総合体であり，これらからも皆様と共に，より

多くの様々な文化活動を展開し，人々の幸せなくらしに繋がる「文化」の更なる振興・発展

に努め，私達の広島県が より元気で活力ある地域になるよう邁進して参りたいと思います。

これからも行政機関の皆様をはじめ，多くの文化関係者の皆様の尚一層のご支援をよろしく

お願い申し上げます。



広島県文化団体連合会
　顧問　平　井　隆　夫

　広島県文化団体連合会の行事には永年参加させて頂きましたが，平成 20年度を以て

総て退かして頂きました。永い間皆様方には御世話に成り誠に有難く改めて御礼申し上

げます。

　人間の生活において，衣・食・住が根本の要件でありますが，人間には他の地球上の

生物と異なり，心の食物として「文化」が有ります。そして，これが人間の心の食料で

あり，人間が生きて行く上においての大きな活力であります。

　そして，県内においてこの「文化」が活力の要因となっておりますが，広島県文化団

体連合会の活動でもあります。一人でも多くの県民が此の活動団体に参加され，県民の

文化に対する意識の向上に関与されますことを望んで止みません。

　文化は奥が深いですから最終点は有りません。県民各位におかれましてもそれぞれの

分野で益々御精進有らんことをお願いします。そして，後継者の養成が必須の要件で有

りますので県民の各位に働きかけ益々ご活躍有らんことを望んで止みません。

　先人の知恵，積み重ねられた私たちの生活の歴史・・・。これらは，
ともすれば移り行く時代とともに忘れ去られようとしています。
　広島県では，地域に育まれた文化資源を次世代へと大切に継承する
ため，ホームページ「ひろしま文化大百科」を開設しました。
　伝統文化，歴史文化，生活文化，自然文化など，多彩な文化情報を
集約し，読んで，見て，遊べる様々なコンテンツをご用意しています。
　ぜひ，「ひろしま文化大百科」で，広島の文化をお楽しみください。

（アドレスはこちら　http://www.hiroshima-bunka.jp/）

検 索ひろしま文化大百科



　平成２１年度広島県文化団体連合会理事会が，平成２１年６月１０日（水）に鯉城会
館において開催されました。槙坪会長あいさつの後，議事に入りました。

１．平成２０年度事業実施報告及び決算
報告について
２．平成２１年度事業実施計画（案）及
び予算（案）について
３．会則改正について
４．役員の改選について
　　平成２１年６月２３日で２年の任期
を迎えるため，役員の改選を行いました。
（巻末参照）任期は２年間です。

　今年度も，加入文化団体が行う講習会や研修会等の開催による指導者の育成及び講師
の派遣事業を助成しました。（助成金額は1事業につき３万円を限度としています。）

期日　平成21年6月10日（水）
場所　鯉城会館　５Ｆルビー

◆平成21年度の文化研究会等講師招へい事業の一部を御紹介します。
講　　　師　　　名 市町名

村上照男（歌人）

平木伸之
（大田洋子作品蒐集家）

金城一国斎（漆芸家）

柳家花緑（落語家）

大平貴之
（プラネタリウムクリエイター）

鈴木厚子，八染藍子（俳人）

国利義勇（詩人）

光成元秀，藤田伸一　他13名
（画家）

事　　　業　　　名

呉市秋の文化祭
呉文連60周年記念「文芸祭」

佐伯文芸クラブ第３０回文化講演会
「佐伯（玖島）が生んだ作家大田洋子を語る」

漆体験教室～自分の箸を作ってみよう～

柳家花緑独演会

プラネタリウムクリエイター
大平貴之氏講演会

第6回みよし文化祭「俳句大会」

庄原市文芸大会

第5回【ふくやま“ばらの絵”公募展】

廿日市市

呉市

熊野町

江田島市

三原市

福山

三次市

庄原市



●公益財団法人ひろしま文化振興財団　文化団体助成事業
　県民の自主的な文化活動を支援し，個性豊かな地域文化の発展を図ることを目
的に，県内の文化活動団体が実施する文化事業に対して助成金を交付しています。
（申込時期　１２月～１月）

●エネルギア　文化･スポーツ財団　助成事業
　中国地域に所在する団体が主催し，中国地域在住者が過半数を占める活動で，
中国地域内において行う活動に対する支援（対象分野：美術・音楽・伝統文化・
スポーツ）（申込時期　前期：１０月～１１月，後期：５月～６月）

　この他にも，様々な団体による助成事業があります。詳しい情報をインターネッ
ト上のＷＥＢサイト「ブンカッキーネットひろしま」に掲載しています。ぜひご
利用ください。（アドレス　http://www.bunkacky.jp/dantai/josei.php）

検 索ブンカッキーネット　助成

　今後も文化研究会等講師招へい事業を実施していく予定ですので，講演会や研究会な
どに積極的に活用し，一層地域文化の振興に努めてくださるようお願いします。
　なお，ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

文化研究会等講師招へい事業の流れ

◆平成21年度の後援事業は次のとおりです
事　　　業　　　名

第44回一生流いけばな展

第27回芸術祭

第42回中国幼年美術夏季大学

開催期間・場所
H21.8.21(金 )～ 22(土 )
国民宿舎　みやじま「杜の宿」

H22.3.27(土 )～ 28(日 )
たけはら美術館

H22.3.21(日 )
府中町生涯学習センター

主　催　者

中国幼年美術の会

一生流竹原支部

あきふちゅう文化協会



呉市文化団体連合会

会長　槙坪　一誠

　第29回文化講演会は，呉文連創立60周年記念事業も兼ねて11月 14日（土）呉市文

化ホールに日本の伝統芸能である「雅楽」の第一人者，東儀秀樹氏を招いて開催しまし

た。

　この講演会は「雅楽・・・日本の心」というタイトルでしたが、東儀さんの代表曲「越

天楽幻想曲」や近代音楽とのコラボレーションにより自ら作曲した「三ツ星」などの他

に なじみの深いシャンソン「枯葉」や唱歌「ふるさと」など十数曲をお話を交えなが

ら笙（しょう）の笛や篳篥（ひちりき）ほかの雅楽器で演奏しました。また，自分でシ

ンセサイザーやピアノを弾いての楽曲も披露し，その多才ぶりには皆さん感心していま

した。

　東儀さんの雅楽は透き通るような澄んだ美しい演奏であり，幻想的かつ荘厳で私達現

代人が忘れかけている「日本の心」を蘇らせてくれるようでした。

　今回の講演・演奏会は呉市文化ホール満員（1,600名）の中で開催されましたが，多

くの皆様から「素晴らしい演奏で心が洗われるようだった」「感激して涙が出てきまし

た」「又，このような催しを開いて欲しい」などの声を聞き，主催者として大変ありが

たく思っております。

　私共はこれからも様々な文化活動を通じて，より文化の盛んな元気で活力ある広島県

となるよう努めて参りたいと思います。

■期日 平成21年11月14日（土）
■会場 呉市文化ホール
■講師 東儀秀樹（雅楽師）



　三原市文化協会（会長：勝村善博）は，三原支部・本郷支部・久井支部・大和支部の
４支部と，芸能部・舞台鑑賞部・映画鑑賞部・美術部（洋画教室・写真教室）・茶道部・
華道部・文芸部の7部で活動をしています。
　芸能部は，芸能祭やけんみん文化祭への参加，舞台鑑賞部では招へい事業を行い，今
年度，劇団四季ミュージカル「ウエストサイド物語」，古典落語「柳家花緑独演会」を
開催しました。また，旧大和町から引き継ぎ，本年12回目の公演をした三原市民ミュー
ジカルの支援を行っています。
　映画鑑賞部は，映画館のなくなった三原市で，映画文化の継承・振興を図りたいと発
足，今年度は「旭山動物園物語」「ブタがいた教室」「藝州かやぶき紀行」「青い鳥」を
上映しました。
　三原市では新藤兼人監督（三原市名誉市民）が，本市で「らくがき黒板」「裸の島」「か
げろう」をロケした縁で，それらの作品購入をし，年に一度の「みはら映画祭」（主催：
市民映画祭開催実行委員会）で上映をしています。2010 年は「裸の島」が製作されて
50周年を迎えます。「裸の島」は，三原市沖の宿禰島（すくねじま）を舞台とし，1960
年夏，13人のスタッフと佐木島の住民の協力のもとに製作され，翌年モスクワ国際映画
祭でグランプリを受賞した作品です。
　今年度で文化協会美術展覧会は44回目，華展・お茶席も44回目，「文芸三原」は49
号を数えました。この伝統を大切にしながら，地域の文化遺産を発掘・発信していきた
いと考えています。

市　町　だ　よ　り
三原市文化協会の活動

第43回美術展覧会
第20回けんみん文化祭尾三地区総合文化祭



福 山 文 化 連 盟

会長　土　肥　　勲

　平成22年1月現在の加盟団体は文芸・邦楽・洋楽・絵画・日本画・書道・写真・工芸・

　彫刻・演劇・舞踊・洋舞・能楽・芸能・吟詠詩舞・茶道・華道・園芸の18部 217団体

で構成，福山地方文化の発信拠点として積極的に活動しております。

　主要な業務としては，毎月 15日前後に部会長を含め理事会を開き，事務連絡のほか

連盟や各部会間の協力支援，相互連けいを図るとともに毎月「文連だより」を全団体に

送付しています。

　主体事業としては，毎年5月の「福山ばら祭」の文化祭部門を担当しており，秋には

「総合文化祭」で大々的に文化行事を展開しております。

　また毎年「芸術祭」として各部交代で所属団体合同もしくは他の部会との連けいによ

る舞台芸能の発表を行ない好評を博しています。

　さらに韓国浦項市と 30年にわたり友好都市文化交流を重ねており，他の主催事業と

して「ふくやま文学選奨」（作品公募，同名冊子刊行），カラオケ大会，筝曲演奏会，日

本画展，なかでも芸術文化ホール・リーデンローズ1階での絵画・書などのロビー展（年

6～ 7回）は憩いの場を提供する催しとして喜ばれており，このように行事は多彩にわ

たっています。

福山文化連盟の活動

福山ばら祭

韓国浦項市文化交流
（リーデンローズにおいて浦項舞踊団が出演）

ポ ハン



けんみん文化祭ひろしま'０９開催結果けんみん文化祭ひろしま'０９開催結果
(1)子ども文化フェスティバル　開催期日：平成21年10月4日（日），開催会場：ＡＬＳＯＫホール
(2)分野別フェスティバル

(3)地区フェスティバル

最優秀団体 民謡北葉会（広島市）
本篠流民謡さざなみ会（福山市）
安来節保存会備北支部（三次市）
三原民謡やっさ会（三原市）

最優秀団体 JUNP PERFORMANCE COMPANY（三原市）
福山バレエアカデミー（福山市）
石原バレエアカデミー（呉市）

最優秀団体 琴城流大正琴香淀せせらぎ会（三次市）
琴城大正琴振興会福山支部　（福山市）
琴伝流大正琴琴響会（呉市）

最優秀団体 広島立川会山川流銭太鼓本部（熊野町）
宮坂流津山銭太鼓保存会福富支部（東広島市）
全国民謡銭太鼓保存会檀浦流銭太鼓（広島市）

最優秀団体 水木会（三次市）
新三舞会（東広島市）
県民踊金山教室美土里中央支部（安芸高田市）
くちわエンジェルス（庄原市）
ハーラウ フラ オ パライラウリィ（広島市）
世羅奇術クラブ（世羅町）

最優秀団体 ことNEWあんさんぶる（東広島市）
優秀団体 呉三曲会（呉市）
最優秀団体 寿々節翠会（広島市）

松若流雅優由会（廿日市市）
花ノ本流さくら会（庄原市）

最優秀団体 みわ町田舎芝居同好会わらじ座（三次市）
優秀団体 NPO法人尾道てごう座（尾道市）
最優秀団体 大竹一番太鼓ジュニア“童夢”（大竹市）

竹原市立仁賀小学校（竹原市）
太鼓童子こかぶちゃん（広島市）

最優秀団体 広島県立湯来高等学校和太鼓部（広島市）
東広島次郎丸太鼓（東広島市）
備後かわち太鼓　烈風（尾道市）

最優秀団体 尾道市民合唱団（尾道市）
尾道市女声合唱団まどか（尾道市）
東城コールエコー（庄原市）

最優秀団体 広島文教女子大学付属高等学校吹奏楽部（広島市）
広島なぎさ中学校・高等学校オーケストラ（広島市）
尾道BBSクリエーション（尾道市）

最優秀団体 賀堂流賀久清吟詠会府中支部（府中町）
吟詠宝山流総本部（呉市）
馨風流吟剣詩舞道馨仁支部（廿日市市）
水真流九嶺吟詠会(呉市)

短歌 入賞各8名 小中高の部（応募数 2,062）　　一般の部（応募数 337）
俳句 入賞各8名 小中高の部（応募数 3,290）　　一般の部（応募数 450）
現代詩 入賞各8名 小中高の部（応募数 174）　　　一般の部（応募数 68）
川柳 入賞各8名 小中の部（応募数 1,898）　　　高校・一般の部（応募数 289）

吟詠剣詩舞道祭　12月13日（日）
安芸府中生涯学習センター
(出演11団体（180人）,入場者数700人)

文芸祭合同大会
12月20日（日）
広島県立美術館 講堂
(入場者数230人）

分　野　名 団　　　　体　　　　名

新舞踊

和太鼓フェスティバル
11月29日（日）
三原市芸術文化センター
(出演16団体（233人）,
入場者数1,000人)

小・中学生

一般

ミュージックフェスティバル
12月6日（日）
しまなみ交流館
(出演17団体（493人）,
入場者数600人)

合唱

洋楽

演劇・ミュージカルの祭典　11月29日（日）
庄原市民会館(出演5団体（82人）,入場者数450人)

邦楽・日本舞踊の祭典
11月15日（日）
福山市沼隈サンパル文化センター
(出演20団体（219人）,
入場者数400人)

邦楽

日本舞踊

優秀団体

優秀団体

芸能の祭典
10月5日（日）
安芸高田市民文化センター
(出演41団体（401人）,
入場者数1,100人)

大正琴

銭太鼓

一般芸能
（上記以外の芸能）

民謡民舞の祭典
9月27日（日）
坂町町民センター
(出演33団体（322人），入場者数695人)

優秀団体

洋舞フェスティバル
10月11日（日）
三次市文化会館(出演10団体（167人）,入場者数800人) 優秀団体

優秀団体

優秀団体

優秀団体

優秀団体

優秀団体

奨励賞

地区名 大会名称 開催期日 開催開場

優秀団体

優秀団体



 公益財団法人ひろしま文化振興財団は，心豊かなうるおいのある地域社会の創造に寄
与するため，地域文化の向上，普及に貢献した個人や団体に「広島文化賞」を，優れた
文化活動を行う新進気鋭の個人に対し「広島文化賞新人賞」を贈呈しています。今年度
は次の方が受賞されました。

広島文化賞・広島文化賞新人賞広島文化賞・広島文化賞新人賞広島文化賞・広島文化賞新人賞

広島文化賞（個人の部）

福盛智子（広島市：音楽・邦楽）
平安寿子（広島市：文芸・小説）

広島西音楽家協会
（廿日市市：音楽）

広島文化賞（団体の部）

広島文化賞新人賞

湊かなえ（兵庫県：文芸・小説）

 広島県の多彩な豊かさと活力の創造に寄与することを目的に，地域交流・国際交流の
推進，教育・学術・文化の振興，伝統的産業，風習の保存研究等に功労があった団体と
個人を「広島県地域文化功労者表彰」として表彰しています。今年度は次の方が受賞さ
れました。

広島県地域文化功労者表彰広島県地域文化功労者表彰広島県地域文化功労者表彰

個人の部

井上一清（広島市：音楽）
角濱八郎（三次市：鵜飼）
梶谷成子（坂町：そろばんの指導）
松岡高則（福山市：彫刻） 

御調町郷土芸能保存会
（尾道市：みあがりおどりの保存）
三次地方史研究会
（三次市：地方史の研究）

団体の部

左から福盛智子さん，平安寿子さん，広島西音楽家協会
事務局　坂本さん，湊かなえさん

左から 御調町郷土芸能保存会 会長 山根信行さん，
三次地方史研究会 会長 米丸嘉一さん，井上一清さん，
藤田知事，角濱八郎さん，梶谷成子さん，松岡高則さん



地　区

職　名 氏   名

谷 口 芳 松

平 井 隆 夫

槙 坪 一 誠

重 本 繁 行

池 本 　 旭

石 田 克 彦

土 肥 　 勲

武 則 　 武

土 本 義 雄

出身団体における職名

おおの文化協会顧問 

福山文化連盟名誉会長 

呉市文化団体連合会会長 

廿日市市文化協会会長 

庄原市文化協会会長 

尾道市文化協会会長 

福山文化連盟会長 

東広島市文化連盟会長 

安芸高田市文化団体連合会会長

顧　問

会　長

副 会 長

幹　事

監　事

電　話団 体 名 所 在 地 事 務 局代表者氏名 郵便番号

東広島１

西　部

３

呉・安芸

６

芸　北

３

尾　三

５

福　山

３

備　北

２

大竹市文化協会

廿日市市文化協会

湯来町文化連盟

呉市文化団体連合会

あきふちゅう文化協会

海田町民文化振興会

熊野町文化団体連絡協議会

坂町文化協会

江田島市文化協会

東広島市文化連盟

安芸太田町文化団体連合会

北広島町文化団体連合会

安芸高田市文化団体連合会

竹原市文化団体連盟

三原市文化協会

尾道市文化協会

大崎上島町文化協会

世羅町文化協会

福山文化連盟

府中文化連盟

神石高原町文化連盟

三次市文化連盟

庄原市文化協会

杉 野 　 晃

重 本 繁 行

新　川　日出男

槙　坪　一　誠

久保本　寂

吉 本 知 可

山　野　千佳子

岡 田 保 次

米 原 　 猛

武 則 　 武

清 水 　 清

中 祖 岩 雄

土 本 義 雄

安 田 克 樹

勝 村 善 博

石 田 克 彦

高 下 信 明

伊 藤 陽 康

土 肥 　 勲

神 田 知 道

小 森 　 勇

伊 藤 正 壯

池 本 　 旭

739-0611

738-0014

738-0601

737-8509

735-0006

736-8601

731-4292

731-4393

737-2213

739-0024

731-3501

731-1595

731-0592

725-0022

723-8601

722-8501

725-0301

722-1111

720-0812

726-0005

720-1522

728-0021

727-0013

0827-52-7516

0829-31-4311

0829-83-0146

0823-25-3462

082-286-3272

082-823-9217

082-820-5621

082-820-1515

0823-40-3037

082-424-1047

0826-22-1212

0826-72-0864

0826-42-2411

0846-22-2037

0848-67-6015

0848-25-7366

0846-62-0311

0847-22-4411

084-931-6753

0847-43-7181

0847-82-2002

0824-63-6335

0824-72-5453

大竹市新町一丁目10-9

廿日市市住吉二丁目2-16

広島市湯来町和田515

呉市中央六丁目2-9

安芸郡府中町本町一丁目10-15

安芸郡海田町上市14-18

安芸郡熊野町中溝一丁目1-1

安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目１-1

江田島市大柿町大原505番地

東広島市西条町御薗宇2618-3

山県郡安芸太田町加計5908－2

山県郡北広島町有田1234

安芸高田市吉田町吉田761

竹原市本町一丁目2-6ドレスメーカーすみれ内

三原市港町三丁目5-1

尾道市久保一丁目15-1

豊田郡大崎上島町中野2067-5

世羅郡世羅町大字寺町1158-3

福山市霞町1丁目10-1まなびの館ローズコム

府中市府中町27-1

神石郡神石高原町小畠2025

三次市三次町1691-4

庄原市西本町二丁目17-15

杉野　晃様方

廿日市市 市民活動センター内

国沢紀代子様方

呉市教育委員会文化振興課内

府中町教育委員会内

海田町教育委員会内

熊野町教育委員会内

坂町教育委員会内（町民センター）

江田島市教育委員会内

武則　武様方

安芸太田町教育委員会内

北広島町教育委員会生涯学習課内

安芸高田市民文化センター内

大歳英子様方

三原市経済部観光文化課内

尾道市教育委員会文化振興課内

大崎上島町教育委員会内

世羅町教育委員会内

福山市生涯学習プラザ内

府中市教育委員会内(府中市生涯学習センター）

シルトピア（図書館）神石高原町教育委員会

三次市文化会館内

庄原市民会館内

平成22年3月31日（23団体）広島県文化団体連合会構成団体一覧

役　員　一　覧

※顧問を除く役員については、就任当時の職名

ひろしまの文化　第２７号 発行＝平成22年3月31日　　　発行者＝広島県文化団体連合会
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編集後記
　今年度も，関係者の皆様の御支援により，県
文連の各事業を開催することができました。
　機関誌「ひろしまの文化」第２７号もおかげ
さまで発行することができました。原稿をお寄
せいただきました皆様には御協力いただき，あ
りがとうございました。
　「ひろしまの文化」では，今後も県内各地の文
化活動を御紹介していきたいと思っております
ので，よろしくお願いいたします。

訃報
　去る2月 3日、広島県文化団体連合会顧問　国利義勇氏が98歳でお
亡くなりになられました。平成7年度から平成12年度まで会長の職に
就かれ、在職中は国民文化祭をはじめ、多くの事業にご尽力ください
ました。謹んでご冥福をお祈りします。

この印刷物は環境にやさしい
植物性大豆油インキを使用しています。


