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人が地球上に生きていくためには
「衣・食・住」が基本的な必要条件で
す。そして，人が地球上の他の生物と
異なる点は，人間には心があると言う
ことです。
その心を維持し，発展させて行くた

めに必要なものが生活（衣食住）であ
り，それぞれの地域の生活の中で育ま
れてきた文化です。
地球上には多種多様な文化が存在

し，それぞれが大いなる発展をしてき
ました。今日，私たちは世界中の人々
とあらゆる場で交流を行うようにな
り，また，マスメディアの発達でそれ
ぞれの国で受け継がれてきた文化を知
ることも可能となりました。
本当に平和な世の中になったと実感

しています。

このような世の中で我々日本人とし
て忘れてならないことは，これまでの
生活の中で培われてきた伝統的文化で
す。しかし，現在は価値観の多様化や
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少子化により，この伝統文化の継承に
も大きな問題が起こっています。例え
ば，後継者を育成しないまま途絶えて
しまう話などもしばしば見聞きします。

昨今の市町村合併により，これまで
旧自治体で行っていた文化活動や行事
が，新しい体制のもとで行われるよう
になりました。これまでの地域限定で
の組織や活動が広域的なものとなり，
旧区域内での文化的活動そのものが大
きく変わりつつあることと思います。
これまでの人間関係や活動範囲が大

きく変わり，それぞれの文化活動や実
施行事も，今までとは異なる広域的な
活動・提携を行わなければならないと
思います。

私は広島県文化団体連合会の会長と
して各地区の文化的行事に参加させて
いただいていますが，そのうえで実感
することは，県内の文化団体の活動や
行事をお互いに知るための機会を作る
必要性です。ただ，このことを実行し
ていくためには，かなりの時間と経費
がかかります。しかし，それ以上に他
の地域との交流を深めるということ
は，各地の地域文化の起源やその地で
生まれ育った者としての自覚，共感と
いうものを養っていくものだと思いま
す。

現在，県内の文化活動として様々な
大会が開催されていますが，活動して
いる地域の団体の実態を踏まえ，各分

野ごとでも，広く交流・交換会を実施
すべきではないかと思います。文化を
志す者が自由に交流できること。また，
交流の場を作ることが大切です。たく
さんの人たちとふれあうことにより，
郷土の文化が見直され発展していくの
ではないでしょうか。

そのような気持ちを文化を志す者の
基本理念として維持・実行していただ
きたいと思います。
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平成17年度広島県文化団体連合会理事会が，平成17年６月16日（木）に広島県民文
化センターにおいて開催されました。平井会長，天野広島県環境生活部管理総室長の
あいさつの後，議事に入りました。
１．平成16年度事業実施報告及び決算報告
２．NPO法人全日本文化団体連合会の脱退に
ついて
３．平成17年度事業計画（案）及び予算（案）
４．広島県文化団体連合会の組織のあり方

市町村合併に伴い県文連の加入団体も
合併傾向にありました。そのため，県文
連の組織について今後どうするかを検討
しました。
その結果，これまで同様，市町単位の文化団体で組織すること。また団体数

の減少に伴い理事数が減少するため，役員体制を見直し執行機関をスリム化す
ることにしました。

５．会則の一部改正について
第４号議案を受けて会則を改正しました。

６．役員改選について
平成17年６月23日で２年の任期を迎えるため，役員改選を行いました。（裏面
参照）任期は，平成19年６月23日までです。

平成17年度理事会開催 期日  平成17年6月16日（木） 
場所  広島県民文化センター5Fルビーの間 

事　　　業　　　名 開 催 期 間 ・ 場 所 主　　催　　者

１
第１回江田島市文化団体交流

発表大会

Ｈ17.６.19（日）

江田島市沖美ふれあいセンター
江田島市文化協会

２ 華道一生流竹原支部いけばな展
Ｈ17.６.18（土）～19（日）

森川邸（竹原市重要文化財）

華道一生流竹原支部・

竹原支部師範会

３ 2005年度文化講演会
Ｈ17.11.19（土）

三原市本郷生涯学習センター
三原市文化協会

４ 第24回東広島市芸術祭
Ｈ18.３.24（金）～26（日）

東広島市中央公民館
東広島市芸術祭実行委員会

平成17年度の後援事業は次のとおりでした。

平成 1 7年度後援事業
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平成17年度文化研究会等講師招へい事業に対し，助成金を交付しました。
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，書類の提出につきましては次の点にご注意ください。
・必ず事業実施１ヶ月前までに助成金申請書を提出すること
・実績報告書は，事業終了後30日以内に提出すること
・実績報告書には，必要書類を必ず添付すること（写真，講師謝金の領収書の写し
等）
また，助成金額は１事業につき３万円を限度としています。（平成18年度から助成

金額を見直しました。これまで振込手数料込みで３万円の助成金額でしたが，今後振
込手数料は事務局側の負担となります。）
その他，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 

広島県文化団体連合会及び福山文化連盟主催の第25回文化講演会をリーデンローズ
大ホールにおいて開催しました。
講師は，徳川家十八代宗家当主の徳川恒孝さんで，現在，（財）徳川記念財団理事

長及び日本郵船（株）の顧問をされていらっしゃいます。
当日は「日本の文化を作った江戸時代の仕組みと心」と題して，江戸文化について

ご講演いただきました。また，観客の皆様も大変熱心にお話を聴かれて，とても有意
義な時間を過ごすことができました。

第25回文化講演会 
期日　平成18年3月18日（土） 
会場　リーデンローズ大ホール 
講師　徳川　恒孝 
演題　日本の文化を作った江戸時代の仕組みと心 
 

平成17年度の文化研究会等講師招へい事業の講師を一部御紹介します 

講　　　師　　　名 事　　　業　　　名 市町名

見延　典子（作家） 第26回文化講演会 廿日市市

はら　みちを（画家） はらみちを講演会 安芸太田町

沖田　孝司（ヴィオラ奏者） サロン・コンサート 熊野町

竹下　陶子（俳人）ほか 第30回ふくやま文学選奨 福山市

上本　訓久（テノール歌手） 第24回尾道新人演奏会 尾道市
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第20回広島県歌謡大会は，県内４会場（東広島市，三次市，三原市，世羅町）で，
予選大会を開催しました。参加者は488名で，どの会場も盛会でした。
決勝大会は平成17年12月11日（日）安芸高田市の甲田若者定住センター「ミューズ」
にて開催し，各予選大会を勝ち抜いた145名の方が出場され，自慢ののどを披露され
ました。

決勝大会を開催して
安芸高田市文化団体連合会
甲 田 町 文 化 協 会

今年で20回目を迎えた広島県歌謡大会の決勝大会が12月11日（日），安芸高田市甲
田若者定住センター「ミューズ」において開催されました。
豪雪等により開催を心配しておりましたが，参加者の熱い思いが届き，天候にもめ

ぐまれ見事，成功裏に終了することができました。出演者，審査員，応援に来てくだ
さいました方々をはじめ関係者の皆様に厚くお礼申しあげます。
私たちの住む甲田町は，安芸高田市として一昨年に合併しました。合併前の旧甲田

町では，これまで予選大会を２度開催いたしましたが，決勝大会は初めての試みで，
広島県文化団体連合会の西谷副会長と連携を取り，また，予選大会開催地の御協力を
いただきながら進めて参りました。
当日は，県内各地から予選を通過されたカラオケ愛好者145名が参加され，日ごろ

の練習の成果を熱唱され，会場の皆様から大きな拍手が沸き起こりました。この大会
を通じて，歌唱力の向上と歌を通しての地域間の交流や，地域文化の活性化につな
がったように思います。
これからも安芸高田市甲田町のさらなる文化振興を目指して，活動していきたいと

思いますので，一層のご指導・ご鞭撻をお願いいたします。
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熊野町文化団体連絡協議会　会長　山野　千佳子

熊野町文化団体連絡協議会が設立されたのは，昭和60年町民会館ホールが完成したのがきっか

けでした。私たちは，町民会館ホールを活性化することにより，文化活動を普及振興させること

を目的に，町内の７つの文化団体と協力し，町民に文化的，芸術的なイベント企画を提案してき

ました。

町からの補助金，寄附金及び入場収入によって協議会を運営し，文化的，芸術的な良い公演を

町内の小中学校児童生徒・一般町民に鑑賞していただくよう年２～３

回のイベントを企画しています。これまでの活動をご紹介します。

平成15年度　劇団わらび座　ミュージカル「テンテン天まで飛んで

いけ！」町内４小学校の児童1500人が２回公演に分かれて鑑賞しまし

た。

平成16年度「寺内タケシとブルージーンズ＆川本貴寅津軽三味線」

昼は町内２中学校生徒750人の，夜は一般町民の心に感動を与えたと

自負しています。２回目はボーカルが町内出身者の沖縄音楽グループ

「寿」，町をあげて出身歌手を暖かく応援しました。３回目は封切り前

の映画で「不良少年の夢」を上映し，親子で青少年問題について考えました。

平成17年度は，劇団わらび座　ミュージカル「きらきら風の旅冒険」２回目は「マイ・ハー

ト・コンサート in 熊野　弦楽四重奏」前年と同じく昼は中学生，夜は一般の皆さんに鑑賞して

いただきました。また，12月には60人の少人数ながら「ゆとりのコンサート」と題して地域の女

性たちが会場の飾り付けやコーヒー等のもてなしスタッフとして運営し，沖田孝司夫妻のヴィオ

ラコンサートを行いました。３月には「ゆとりのコンサート」第二弾佐藤いより，宇野ゆりかジャ

ズコンサートを開催いたしました。

私たちは，町民や幼児・子ども達に，それぞれに合う文化的・芸術性の高い企画を考え，人々

に大きな感動を与えたいと考えています。また，町民の方々は素晴らしい文化に触れることで豊

かな心を育てて欲しいと願っています。

今の悩みは本来，文化協会の一部としてこう

いったイベントも行い，町民文化祭，公民館祭

等を行うことが望ましいのですが，連絡調整が

図れず独自で開催されていることです。いずれ

は，熊野町文化協会として活動できるよう努力

したいと考えています。

熊野町文化団体連絡協議会の活動 
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けんみん文化祭ひろしま ' 0 5開催結果

（1）開会式・総合フェスティバル　　　開催期日　　　平成17年10月１日（土）・２日（日） 開催会場　広島県立みよし公園

（2）分野別フェスティバル
分野名等 最優秀団体 優秀団体

民謡民舞の祭典
10月９日（日）
三原リージョンプラザ

音戸の舟唄保存会（呉市）
民謡やよい会（呉市）
県民踊宮島口世良教室（大野町）
民謡もみじ会（広島市）

大正琴・銭太鼓・新舞踊の祭典
10月16日（日）
田園パラッツォ（安芸高田市）

大正琴 琴伝流大竹琴 会（大竹市） ひなげし会（安芸高田市）
琴城流大正琴庄原友の会（庄原市）

銭太鼓 宮坂流津山銭太鼓保存会福富支部（東広島市） 銭太鼓山川流連合会（広島市）
銭太鼓たかすぎ会小河原支部（広島市）

新舞踊 花柳銀扇会大才支部（庄原市） 美扇流　美扇会（呉市）
藤間流　利鳳会（呉市）

吟詠剣詩舞道祭
10月23日（日）
戸河内ふれあいセンター（安芸太田町）

吟詠詩舞道玉翠流翠滉会戸河内七夕教室（安芸太田町）
吟詠宝山流総本部（呉市）
愛峰流三原吟詠会（三原市）
玉翠流直門広島連合会翠宝支部（広島市）

ミュージック・フェスティバル
（合唱・洋楽）
11月６日（日）
庄原市民会館

合唱 廿日市混声合唱団（廿日市市） 尾道フラウエンコール（尾道市）
コール・マイン黒瀬（東広島市）

洋楽 広島県立庄原格致高等学校吹奏楽部（庄原市） 東広島マンドリンアンサンブル（東広島市）
セカンド・ムーブ（広島市）

邦楽・日本舞踊の祭典
11月13日（日）
坂町町民センター

邦楽 該当なし
邦楽グループ“KAMO”（東広島市）
呉三曲会（呉市）
尾道邦楽会（尾道市）

日本舞踊 該当なし
広島錦川会（広島市）
高陽公民館寿会（広島市）
甲田町寿慧妃呂会（安芸高田市）

洋舞フェスティバル
11月20日（日）
広島県民文化センターふくやま

藤田真弓バレエ教室（三原市）
JUMP PERFORMANCE COMPANY（三原市）
酒井としえエレヴァシオン・バレエ（福山市）
高橋洋子バレエ学園（福山市）

和太鼓フェスティバル
11月20日（日）
東広島市中央公民館

小・中学生 三次童心太鼓　童（三次市） 野路東太鼓（呉市）
府中市立第二中学校2005若獅子（府中市）

一般 尾道ベッチャ―太鼓保存会（尾道市）
三次童心太鼓（三次市）
広島文教女子大学附属高等学校和太鼓部「文教太鼓」
（広島市）

演劇・ミュージカル・芸能の祭典
12月11日（日）
テアトロシェルネ（尾道市）

演劇・
ミュージカル 福山市民ミュージカル（福山市） NPO法人尾道てごう座（尾道市）

芸能 審査なし 審査なし

地区名 大会名称 開催期日 会　　　場

西　部 第16回けんみん文化祭西部地区大会 平成18年２月19日（日） 大竹会館アゼリアホール

呉・安芸 平成17年度けんみん文化祭（第16回）呉・安芸地区フェスティバル 平成18年２月19日（日） 呉市民会館

芸　北 けんみん文化祭ひろしま'05芸北地区フェスティバル
平成17年11月27日（日） 甲田若者定住センター「ミューズ」（安芸高田市）

平成17年11月27日（日） 芸北文化ホール（北広島町）

東広島 けんみん文化祭2005東広島地区フェスティバル 平成18年１月29日（日） 東広島市中央公民館

尾　三 第16回けんみん文化祭尾三地区総合文化祭

平成17年12月４日（日） 因島市民会館

平成18年１月15日（日） テアトロシェルネ（尾道市）

平成18年１月29日（日） せら文化センター

福　山 けんみん文化祭ひろしま'05 福山地区フェスティバル 平成18年２月12日（日） 広島県民文化センターふくやま

備　北 第16回けんみん文化祭備北地区フェスティバル 平成18年３月５日（日） 庄原市民会館

（3）地区フェスティバル

※全ての市町名については，開催日当時の名称

文　　芸　　祭 部門 応募者数 表彰者数

合同大会
平成17年12月３日（土）
広島県民文化センター

短歌 一般　　　　　　　　　395人
小中高　　　　　　　　907人

入賞　　　 8人　　　　入選　　　59人
入賞　　　 8人　　　　入選　　　62人

俳句 一般　　　　　　　　　477人
小中高　　　　　　　 2,268人

入賞　　　 8人　　　　入選　　　63人
入賞　　　 8人　　　　入選　　　67人

現代詩 一般　　　　　　　　　 72人
小中高　　　　　　　　111人

入賞　　　 8人　　　　入選　　　13人
入賞　　　 8人　　　　入選　　　15人

川柳 高校・一般　　　　　　515人
小中　　　　　　　　　835人

入賞　　　 8人　　　　入選　　　44人
入賞　　　 8人　　　　入選　　　35人



平成17年11月，地域において長年にわたり地道な活動を通じて功労があった団体や
個人を表彰する，平成17年度「広島県地域文化功労者表彰」が行われ，次の方が受賞
されました。

呉三曲会（呉市：代表　背戸　心山）
広島壮年走ろう会（広島市：代表　上田　一博）

林　　秀琴　（広島市：筝曲家）
村上　俄山　（広島市：書道家）
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広島県地域文化功労者表彰 

団　体　の　部

個　人　の　部

けんみん文化祭ひろしま実行委員会では，けんみん文化祭ひろしまの趣旨に賛同し，文化・

芸術活動の振興に寄与することを目的として行われる公演事業，コンクール，フェスティバル，

展示などの文化的イベントを対象として，協賛事業を募集しています。

けんみん文化祭ひろしま実行委員会事務局　　TEL：０８２－２２２－３７７４

けんみん文化祭ひろしまホームページ　　http://www.hiroshima-kenbunsai.jp

けんみん文化祭ひろしま協賛事業募集中

平成18年３月13日開催の第２回理事会において，事務局移管が
承認されました。新しい事務局は，
財団法人　ひろしま文化振興財団（〒730-0051 広島市中区大手町1丁目5－3）

電話　082－249－8385 FAX 082－249－7531 です。
平成５年からこれまでの間，現事務局へは多くの皆様からご支援・ご協力をいただきまし

た。ありがとうございました。
これからも引き続き当連合会をよろしくお願いします。

平成18年4月1日から 
　事務局が変わります。 
平成18年4月1日から 
　事務局が変わります。 
平成18年4月1日から 
　事務局が変わります。 
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広島県文化団体連合会のあゆみ

昭和56年２月20日　　広島県文化団体連合会設立総会を新八丁堀会館で開催。

加入団体27団体が参加し，会長に呉市文化団体連合会の故仁井岡武司さんが就任

６月27日　　機関誌「ひろしまの文化」創刊号発行

10月７日　　「第１回文化問題シンポジウム・文化講演会」を尾道市で開催

昭和56年度末　　　　加入団体数　33団体

昭和57年９月　　　　「第１回小論文」の募集

昭和57年度末　　　　加入団体数　41団体

昭和59年度末　　　　加入団体数　55団体

昭和60年度末　　　　加入団体数　56団体

昭和61年11月　　　　故仁井岡武司会長が地域文化功労者表彰を文部大臣より受賞

昭和61年度末　　　　加入団体数　58団体

昭和62年度末　　　　加入団体数　60団体

昭和63年度末　　　　加入団体数　63団体

平成元年度末　　　　加入団体数　65団体

平成３年２月　　　　設立10周年　加入団体数66団体となる

９月６日　　設立10周年を記念して「第１回県民文化祭」を開催（９月29日まで）

（会場　広島県民文化センターほか）

平成５年５月19日　　役員改選　会長におおの文化協会の谷口芳松さんが就任

平成５年度末　　　　加入団体数　69団体

平成６年度末　　　　加入団体数　72団体

平成７年３月　　　　広島県文化団体連合会文芸大会（川柳，俳句）を開催

６月14日　　役員改選　会長に庄原市文化協会の国利義勇さんが就任

「第15回国民文化祭・ひろしま2000」の開催に関する決議

平成７年度末　　　　加入団体数　75団体

平成11年10月　　　　プレ国民文化祭・第９回県民文化祭の開催（会場　広島厚生年金会館ほか）

平成11年度末　　　　加入団体数　77団体

平成12年11月　　　　第15回国民文化祭・ひろしま2000の共催

加入団体数　78団体

平成13年２月　　　　設立20周年

６月21日　　役員改選　会長に福山文化連盟の平井隆夫さんが就任

平成14年度末　　　　加入団体数　80団体

平成15年度末　　　　加入団体数　76団体（合併による）

平成16年度末　　　　加入団体数　69団体（ 〃　　）

平成17年６月　　　　加入団体数　28団体（ 〃　　）

平成18年２月20日　　設立25周年

平成18年３月　　　　加入団体数　27団体（合併による）

これまでに継続して，けんみん文化祭ひろしまの開催（主催・共催），文化講演会（次ページ一覧表

参照）の開催，講師招へい事業の助成，「ひろしまの文化（第１号～第23号）」の発行をし，小論文は第

８回まで募集・表彰を行いました。
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歴代の会長・副会長（団体名は就任当時の名称）

文化講演会の開催状況

回 開　催　日 開　催　場　所 演　　　　題 講　　　　師

１ Ｓ56.10.７（水）浄土寺研修道場 環境と文化 木原　啓吉（千葉大学教授）

２ Ｓ57.11.17（水）吉田中央公民館 環境と地域文化 荒木　博之（広島大学総合科学部教授）

３ Ｓ58.11.10（木）大野町体育館
だれもバラバラの世界から微笑みの共有の世
界へ

切明　　悟（教育評論家）

４ Ｓ59.11.14（水）（双）三和町山村開発センター高齢化社会と文化～高齢者の役割～ 岡東　寿隆（広島大学助教授）

５ Ｓ60.11.８（金）三原リージョンプラザ 国際化時代における地域文化の役割 平田　嘉三（広島大学教育学部教授）

６ Ｓ61.11.20（木）熊野町民会館 親子で創ろう家庭の文化 森　あきら（広島大学教育学部教授）

７ Ｓ62.11.20（水）東城町老人福祉センター 暮らしの中の詩とメルヘン やなせたかし

８ Ｓ63.11.５（土）加計町民体育館
不思議な国・日本
～その文化とコミュニティ～

ハルペン・ジャック
（昭和女子大学近代文化研究所講師）

９ Ｈ元.10.27（金）宮島観光会館 わたしの野球人生 衣笠　祥雄（野球解説者）

10 Ｈ３.３.22（金）本郷町中央公民館
外国人から見た日本人
－おもしろ英会話と日本文化

アントン・ウィッキー
（タレント・農学博士）

11 Ｈ４.３.16（月）安浦中学校体育館 自然と生活文化
若林　正人
（ニュースステーションリポーター）

12 Ｈ５.３.19（金）向中学校体育館 歌手生活50年～日本の心いつまでも～ 川田　正子（森の木児童合唱団主宰）
13 Ｈ６.１.29（土）三次市文化会館 地域とそのふれあい 金子　辰雄（元NHKアナウンサー）
14 Ｈ７.３.21（祝）世羅西町商工会館 私の米作づくりと文化活動 山下　惣一（日本農民文学館会員）
15 Ｈ８.３.16（土）府中市文化センター 耐えて勝つ 古葉　竹職（野球評論家）

16 Ｈ９.３.20（祝）ジミー・カーターシビック
センター

中山間地域と文化について 岩谷三四郎（広島県立大学）

17 Ｈ９.９.28（日）三原リージョンプラザ 異文化を超えて 小川　久志（RCCアナウンサー）

18 Ｈ10.12.１（火）三良坂町中央公民館
まちづくりのカギは文化
－人と人とのむすびつき－

木津川　計（立命館大学教授）

19 Ｈ12.２.26（土）府中市文化センター 八方のちょっとしたおはなし 月亭　八方（落語家）

20 Ｈ13.２.24（土）甲田町若者定住センター
「ミューズ」

歌うこと，演じること，そして生きること 倍賞千恵子（女優）

21 Ｈ13.11.17（土）しまなみ交流館
200枚のスライド映写による河童が語る舞台裏
おもて

妹尾　河童（舞台美術家･エッセイスト）

22 Ｈ14.10.26（土）川・森・文化・交流センター あしたの太鼓打ちへ 林　　英哲

23
Ｈ15.11.24
（月･振替休日）

三次市文化会館
わが国文芸の未来～地域から創造，発信する
文化・芸術の果たす役割

瀬戸内寂聴

24 Ｈ16.12.４（土）東広島市中央公民館
笑撃的日米文化論
～アメリカの文化・日本の文化～

パックンマックン（お笑いコンビ）

25 Ｈ18.３.18（土）リーデンローズ大ホール 日本の文化を作った江戸時代の仕組みと心 徳川　恒孝

役　員　名 氏　　名 出　身　団　体 期　　　間

顧　　　問 谷　口　芳　松 お お の 文 化 協 会 Ｈ７年度～現在に至る

国　利　義　勇 庄 原 市 文 化 協 会 Ｈ14年度～現在に至る

会　　　長 仁井岡　武　司 呉 市 文 化 団 体 連 合 会 Ｓ56年度～Ｈ４年度

谷　口　芳　松 お お の 文 化 協 会 Ｈ５年度～Ｈ６年度

国　利　義　勇 庄 原 市 文 化 協 会 Ｈ７年度～Ｈ12年度

平　井　隆　夫 福 山 文 化 連 盟 Ｈ13年度～現在に至る

副　会　長 尾　崎　平八郎 三 次 文 化 連 盟 Ｓ56年度～Ｓ57年度

荒　木　計　三 福 山 文 化 連 盟 Ｓ56年度～Ｈ２年度

国　利　義　勇 庄 原 市 文 化 協 会 Ｓ58年度～Ｈ６年度

藤　井　軍三朗 福 山 文 化 連 盟 Ｈ３年度～Ｈ９年度

西　谷　　　宏 東 広 島 市 文 化 協 会 Ｈ５年度～現在に至る

阿　川　静　明 三 次 文 化 連 盟 Ｈ７年度～Ｈ12年度

稲　葉　勘　一 福 山 文 化 連 盟 Ｈ10年度～Ｈ11年度

平　井　隆　夫 福 山 文 化 連 盟 Ｈ12年度

大　年　　　暹 宮 島 芸 能 文 化 協 会 Ｈ13年度

山　田　羊　三 三 次 文 化 連 盟 Ｈ13年度～現在に至る

槙　坪　一　誠 呉 市 文 化 団 体 連 合 会 Ｈ17年度～現在に至る



支　部 団体名 代表者氏名 郵便番号 所在地 事務局 電話

西　部

5

大竹市文化協会 杉　野　　　晃 739-0611 大竹市新町一丁目10-9 杉野　晃様方 08275-2-7516

廿日市市文化協会 中　本　利　夫 738-0060 廿日市市陽光台2-5-26 重本明子様方 0829-37-1200

おおの文化協会 武　田　泰　政 739-0478 廿日市市大野町1328 廿日市市教育委員会大野分室内 0829-54-1121

湯来町文化連盟 新　川　日出男 738-0601 広島市湯来町和田515 国沢紀代子様方 0829-83-0146

宮島芸能文化協会 大　年　　　暹 739-0515 廿日市市宮島町600 廿日市市教育委員会宮島分室内 0829-44-2086

呉・安芸

6

呉市文化団体連合会 槙　坪　一　誠 737-8509 呉市中央六丁目2-9 呉市教育委員会文化振興課内 0823-25-3463

あきふちゅう文化協会 高　田　和　夫 735-8686 安芸郡府中町大通三丁目5-1 府中町教育委員会内 082-286-3272

海田町民文化振興会 白　根　輝　清 736-8601 安芸郡海田町上市14-18 海田町教育委員会内 082-823-9217

熊野町文化団体連絡協議会 山　野　千佳子 731-4292 安芸郡熊野町3815-1 熊野町教育委員会内 082-820-5621

坂町文化協会 岡　田　保　次 731-4393 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目１-1 坂町教育委員会内（町民センター） 082-820-1515

江田島市文化協会 米　原　　　猛 737-2122 江田島市能美町中町4950 江田島市教育委員会内 0823-42-2212

東広島
１ 東広島市文化連盟 西　谷　　　宏 739-0016 東広島市西条岡町3-32 西谷　宏様方 082-422-2269

山　県

2

安芸太田町文化団体連合会 石　井　憲　昭 731-3501 山県郡安芸太田町加計5908－2 安芸太田町教育委員会内 0826-22-1212

北広島町文化団体連合会 輪　田　辰　雄 731-1595 山県郡北広島町有田1220 北広島町教育委員会生涯学習課内 0826-72-0858

高　田
１ 安芸高田市文化団体連合会 枡　川　良　明 739-1201 安芸高田市向原町坂185-3 安芸高田市教育委員会向原教育分室内 0826-46-3121

尾　三

7

竹原市文化団体連盟 安　田　克　樹 725-8666 竹原市中央五丁目1-35 竹原市教育委員会内 0846-22-7759

三原市文化協会 勝　村　善　博 723-8601 三原市港町三丁目5-1 三原市経済部観光文化課内 0848-67-6015

尾道市文化協会 石　田　克　彦 722-8501 尾道市久保一丁目15-1 尾道市企画部観光文化課内 0848-25-7366

因島市文化協会 岡　野　巧　三 722-2392 尾道市因島土生町7-4 尾道市因島総合支所産業振興課内 0845-22-1311

瀬戸田町文化団体協議会 根　角　哲　司 722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田535-1 尾道市瀬戸田支所地域対策課内 0845-27-2211

大崎上島町文化協会 石　本　嘉　隆 725-0301 豊田郡大崎上島町中野2067-5 大崎上島町教育委員会内 08466-4-3055

世羅町文化協会 片　山　　　昭 722-1111 世羅郡世羅町大字寺町1158-3 世羅町教育委員会内 0847-22-4411

福　山

3

福山文化連盟 平　井　隆　夫 720-0803 福山市花園町二丁目7-2 福山市中央公民館内 084-931-6753

府中文化連盟 加　茂　一　三 726-0005 府中市府中町27-1 府中市教育委員会内（府中市生涯学習センター） 0847-43-7181

神石高原町文化連盟 小　森　　　勇 720-1522 神石郡神石高原町小畠2025 神石高原町教育委員会内 0847-89-3344

備　北

2

三次市文化連盟 山　田　羊　三 728-0021 三次市三次町1691-4 三次市文化会館内 0824-63-6335

庄原市文化協会 山　脇　和　之 727-0021 庄原市三日市町159-1 白川牧子様方 0824-72-4347

広島県文化団体連合会構成団体一覧
平成18年３月31日現在（27団体）

役　員　一　覧

職　　名 氏　名 出身団体における職名

顧　　問
谷口芳松

国利義勇 庄原市文化協会顧問

会　　長 平井隆夫 福山文化連盟会長

副 会 長

西谷　宏 東広島市文化連盟会長

山田羊三 三次市文化連盟会長

槙坪一誠 呉市文化団体連合会会長

監　　事
枡川良明 安芸高田市文化団体連合会会長

高田和夫 あきふちゅう文化協会会長

※廿日市市文化協会，おおの文化協会及び宮島芸能文化協会は平成18年度合併。
※尾道市文化協会，因島市文化協会及び瀬戸田町文化団体協議会は平成18年度合併。

※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23号 発行＝平成18年３月31日　　　発行者＝広島県文化団体連合会

〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県環境生活部県民文化室内　電話082-222-3774 FAX082-222-7133 印刷＝西日本印刷株式会社

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
を開催することができました。
機関誌「ひろしまの文化」第23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。

この印刷物はエコマーク認定の
再生紙を使用しています

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。


