
市民による自発的・創造的な芸術文化活動を支援し、岩国を文
化的に魅力あるまちにしたいという思いから、昭和59年に「財団法
人岩国の文化を育てる会」は設立され、平成23年12月には、公益
財団法人として新たなスタートを切りました。
公益財団法人移行後も、当財団顧問の澄川喜一氏講演会や香
川靖嗣氏による『能に親しむ岩国公演』など、多彩な事業を展開し
ております。
平成30年度は｢岩国の文化を育てる会｣から「岩国市文化芸術
振興財団」に名称が変わり、財団は今後ますます事業を充実させ、
岩国市の文化の振興・発展に寄与してまいります。どうか皆様お一
人おひとりの文化芸術に対する熱い想いをお寄せください。

公益財団法人 岩国市文化芸術振興財団 理事長　藤谷光信

ごあいさつ

公益財団法人

（旧 岩国の文化を育てる会）
岩国市文化芸術振興財団

文化芸術の
扉を拓こう！

澄川喜一 「そりのあるかたち、2011」 （山口県立美術館所蔵）

澄川喜一 ｢そりのあるかたち、2011｣ （山口県立美術館所蔵）
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芸術文化ふれあいセミナー1

3 文化振興事業

4 文化芸術活動支援事業

2 岩国優秀文化賞表彰事業
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参加料等、詳細が決まり次第、賛助会員の
皆さまに先行してご案内いたします。

【平成29年度 レポート】

【平成29年度 レポート】

九州国立博物館
「至上の印象派展
　　　ビュールレ・コレクション」
●内容
　①事前学習セミナー
　　　６月下旬頃の半日 【岩国市】
　　②美術館現地学習セミナー
　　　７月中旬頃の１日

堀山　陽向…………………絵画
 （岩国市立川下小学校1年）
古賀　万結 …………ポスター
 （岩国市立灘小学校4年）
森脇　　潤 ………………書道
 （岩国市立灘小学校5年）
岩中　登我……………英語暗唱
 （岩国市立川下中学校2年）
松坂　乃亞 ………………標語
 （岩国市立川下中学校2年）
上村　真叶 ………………川柳
 （岩国市立川下中学校3年）
太田　　杏…………………標語
 （岩国市立川下中学校3年）
阪本　理菜 ………………作文
 （岩国市立川下中学校3年）
長岡　玲奈………………感想画
 （岩国市立通津中学校2年）
上田　真奈美………………絵画
 （岩国市立灘中学校1年）
沖村　遙音 ………………絵画
 （岩国市立灘中学校1年）
山内　雅貴……………ポスター
 （岩国市立灘中学校1年）
吉川　花菜子………………絵画
 （岩国市立灘中学校1年）
今岡　奏太…………………絵画
 （岩国市立灘中学校2年）
藤田　珠羽……………ポスター
 （岩国市立灘中学校2年）

松冨　穂香 …………ポスター
 （岩国市立灘中学校2年）
上田　愛梨……………ポスター
 （岩国市立灘中学校3年）
外西　大輝 …………ポスター
 （岩国市立灘中学校3年）
山内　智裕……………ポスター
 （岩国市立灘中学校3年）
山村　幸帆…………………作文
 （岩国市由宇中学校1年）
松田　華奈…………… レポート
 （岩国市立由宇中学校2年）
濵田　メイ………………感想文
 （高水高等学校2年）
坂本　雅皇 …………工業技術
 （山口県立岩国工業高等学校2年）
鈴木　侑人 …………工業技術
 （山口県立岩国工業高等学校2年）
藤谷　将真 …………工業技術
 （山口県立岩国工業高等学校2年）
廣末　明日輝…………工業技術
 （山口県立岩国工業高等学校2年）
橋本　瑞歩 ………… ワープロ
 （山口県立岩国商業高等学校2年）
山中　梨聖…………………簿記
 （山口県立岩国商業高等学校3年）
久保　千優 ……… 美術・工芸
 （山口県立岩国総合高等学校2年）

団体の部

個人の部

平成30年2月20日に受賞者をシンフォニア岩国にて表
彰しました。

●表彰の対象
文化の分野において、山口県大会あるいはそれ以上の規模の
大会で、優秀な成績や実績を収められた個人・団体・指導者。

●表彰の方法　
２月中旬に表彰式を行います。
また広報等により広く栄誉を称えます。　

７月７日、鳴門市の大塚国際
美術館に訪れました。事前セ
ミナーを開催し大塚国際美術
館作成のＤＶＤで作品の製造
工程や解説を受け訪れた美
術館は、広大な敷地に数多く
の陶板作品が展示されてお
り、４時間の鑑賞時間があっと
いう間の感動の時間でした。

■ 平成30年度のセミナー

■平成30年度のご案内

テーマを定めて、研修会・鑑賞会など学習セミナーを
行い、芸術への関心を高め理解を深めます。芸術文化ふれあいセミナー

高水高等学校付属中学校………………………………科学
高水高等学校 …………………………………………科学
山口県立岩国商業高等学校　簿記･計算部 …………簿記
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2 芸術・文化・科学技術の文化分野において、優秀な
成績を収められた個人・団体・指導者を表彰します。岩国優秀文化賞表彰事業



【実施予定日】  11月９日（金）～11日（日）
【場所】　　　  錦帯橋周辺

【実施予定日】  未定
【場所】　　　  吉香茶室ほか

【実施予定日】  ８月１日　豊かな心をはぐくむ音楽鑑賞教室
　　　　　   年２回　　０歳から♪くらしっくこんさーと
【場所】　　　  シンフォニア岩国

R E P O R T

【平成29年度 レポート】

●文化芸術により錦帯橋の魅力を高めるための
　錦帯橋周辺における芸術祭

●在住外国人への日本文化の理解と関心を
　高めるための伝統文化体験プログラム

●本物の文化芸術作品にふれ感動体験に
　つなげるための
　　「豊かな心をはぐくむ音楽鑑賞教室」
　　「０歳から♪くらしっくこんさーと」

０歳から♪
くらしっくこんさーと
7月17日と11月４日に、シンフォ
ニア岩国にて0歳児から入場可
能なクラシックコンサートを企
画運営しました。両日とも予想
を超える来場者をお迎えするこ
とが出来ました。

豊かな心をはぐくむ音楽鑑賞教室

８月１日に未来へはば
たく子供夢プロジェクト
の一環として、「豊かな
心をはぐくむ音楽鑑賞
教室」を開催しました。

間近で本物の音楽にふれる市内の
小学6年生を対象とした広島交響楽
団によるコンサートです。

錦帯橋芸術祭
11月10日～12日に錦帯橋周辺に
おいて「錦帯橋千年プロジェクト」
の一環として様々な事業を企画運
営しました。篝火、錦帯橋で岩国市
歌を唱おう、ドリッピングでカラフル
アート、高校生ブラスアンサンブ
ル、太鼓パフォーマンス、文化芸術
団体ステージ等のプログラムで多
くの方を魅了しました。

「岩国市文化芸術振興プラン」の重点プロジェクトに
掲げる事業を岩国市から受託して行います。

市内を主な活動拠点とする民間団体が、平成30年度中に行う
自主的かつ創造的な文化芸術活動事業。

●助成の対象

助成対象経費の1/2以内で、原則として10万円を上限とする額
　

●助成額

４月２日（月）～４月27日(金) 
●募集期間

所定の様式に必要書類を添付して事務局に提出
してください。審査委員会において事業内容を審査
し、採否と助成金額を決定します。　

●申込方法

■平成30年度の予定

■平成30年度の募集のご案内
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4

岩国市にゆかりのある演奏家を中心とした多彩なコンサートや
文化人による講演会、芸術家によるアート展などを行います。文化振興事業

地域の個性豊かな文化芸術活動を支援するため、民間団体が
行う自主的で創造的な活動に対して助成を行います。文化芸術活動支援事業



 名　称 公益財団法人 岩国市文化芸術振興財団
 所在地 山口県岩国市今津町一丁目14-51
 設立年月日 昭和59年３月21日
  （平成23年12月１日 公益財団法人移行）
  （平成30年4月1日 名称変更）
 基本財産 26,070,600円

 評議員 三吉忠光　賀屋宏昌　島津教恵
  保田正子　佐野美智子
 代表理事 藤谷光信
 理　事 佐倉弘之甫　白木吉子　舘　澄子　
  　田登志子　正木友美
 監　事 酒井恒嘉　江村恒子　

公益財団法人 岩国市文化芸術振興財団 事務局（岩国市文化振興課内）
TEL（0827）29-5211  FAX（0827）21-3456   E-mail : bunka@city.iwakuni.lg.jp

平成29年度は、以下の企業の皆様にご寄付をいただきました。
株式会社カシワバラ・コーポレーション、株式会社太昭組、株式会社東洋地所、
河崎運輸機工株式会社、酒井酒造株式会社、さいとう皮膚科、下野工業株式
会社、そだクリニック、帝人株式会社、西中国信用金庫、藤中秀幸税理士事務
所、ブティックミモレ、山口県東部ヤクルト販売株式会社（敬称略）

寄付金を添えて事務局窓口でお申し込みください。
※現在、金融機関の手続中です。お振込みご希望の場合は、改めてお知ら

せ致しますので、しばらくお待ちください。

■ 寄付の方法

岩国市文化芸術振興財団

皆さまからの会費やご寄付をもとに事業を実施しています。

当財団は、皆さまからの寄付金や会費によって、地
域文化の振興事業を実施しています。多くの皆さま
からのご支援とご協力をもとに、さらに充実した活
動を続けてまいりますので、お力添えくださいますよ
う心からお願い申し上げます。

財団の事業をご支援ください

財団の概要

お問い合せ

平成30年度の「賛助会員」を募集します

各種事業をご案内いたします。
事業によっては、先行申し込み等
の特典がございます。

■ 会員の特典

■ 指定金融機関
現在 金融機関の手続中です。お振込みにつきましては、改めてお知らせ致します。
ご不便をおかけします。

会費を添えて事務局窓口で
お申し込みください。

■ 入会の方法
【個人】　１口 1,000円
【団体】　１口 10,000円
※何口でもお申し込みいただけます。

■ 会員の種類と年会費

当財団への寄付金、
賛助会費は、

税法上の優遇措置の
対象となります。

詳細については税務署へ
お問い合せください。

ご寄付をお願いします


