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広島県文化団体連合会も行政の新体
制に伴い，その組織及び年間行事に大
きな変革の期を迎えた。しかし，県民
の文化の推進向上という大きな目標に
関しては今まで以上に努力・精進する
ことが大きな責任であり，その研鑽の
結果として，県民及び地域の人々が納
得するような成果を表現しなければな
らない。文化という分野は，人間共通
の心の糧であり，民族が異なり，国は
違っても地球上に生存する人類が共有
する心の食糧である。人類は地球上に
誕生して以来，人間･人類間の見苦し
い惨めな紛争の歴史を重ねてきてい
る。人間は欲の生物で，生きる欲が有
るから生存しているのであるが，自分
個人の欲望の達成・獲得のみを重点に
行動すると必ず紛争や事件が起きる。
これは人類が今日まで地球上に生存し
ている歴史の中で，歴然と証明されて
いる。しかし人間はそれを繰り返し繰
り返し行っている。さて私は古文書と
いう分野を勉強しているが，日本の古
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文書という分野は，日本に字が入って
きた時代，お互いのコミュニケーショ
ンとしての言葉はあったが，字が無
かった時，百済の国から大和朝廷に経
文が贈呈され，それによって朝廷も仏
教教典の楷書を使用して勅書を下げた
ため，朝廷以外の発行する文書は，楷
書以外を使用することとなり，行書・
草書をもって一般の記述が行われるよ
うになり，漢字を真名と称し，これに
対し，仮名が生まれてきた。福山水野
藩時代二代藩主水野勝俊の俳諧の師と
して京都から招かれた野々口立圃の筆
法は，奈良・平安時代の和歌に使用さ
れていた筆法・書体をもって表現して
いる。それは立圃の師匠である松永貞
徳が和歌を主体としてそれに発して俳
諧を始めたため，平安期，和歌が隆盛
時の書体が使用されている。昭和初期
頃まで日本の歴史は伝説を歴史として
受け入れたため，戦後の実証学を主体
とした歴史学には通用しなくなった。
それゆえ，戦前の伝説的文書は戦後の
歴史学には役立たず，その文献史料が
伝説か史料として認め得るか論議をか
もした。私も小学校三年の頃より祖父
から私の家に伝来する代々が残した古
文書を解読することを命ぜられ，伝説
であるのか，歴史史料であるのか勉強
させられてきた。私がその時代祖父か
ら指導された事で最初に勉強したの
が，使用されている史料の紙がその文
書の発行時頃の紙質であるのかどうか
ということであった。以後多くの古文
書に接していてその文書に記入されて
いる時代に不相応の紙を使用してい
る，即ち後書史料に多く接してきた。

その時の知識が，後に福山市文化財保
護審議会古文書担当委員として各種の
古文書に接した時，大いなる知識の基
準となった。ということはその古文書
に記載されている文章・文意はその時
代の事実であるが，墨の色，紙質がこ
れに相応しないものであるという判断
の基本となった。その部類の後書文書
は，ほとんどが家系に関する史料に多
くあった。現在私の家に残されている
もので，私が大変関心をもって保管し
ている資料の一つに「とんど纏」があ
る。福山の「とんど」は水野勝成が福
山城を築城した時，領内の住民がこれ
を祝って，担ぎ，城下を練りまわった
といわれる。勝成は以後，毎年正月十
四日の行事として行わせたと言われて
いる。そのとき，各町庄屋が町の基本
旗印として庄屋纏を独自のものを作っ
て練り歩いたといわれているが，私方
にあるのは，文化年間に作られた「本
町」という町名の入った纏である。現
在の福山は電線が張り巡らされている
ため，高い「とんど」が町並を練り歩
くことが出来ない状態で今日は行われ
なくなった。「とんど纏」も戦前は各
町ごとに一つずつ所有されていたが，
昭和20年８月８日の空襲でほとんど焼
失して，江戸時代から使用されていた
「とんど纏」が残存しているのは，私
方に保存されている一基のみとなっ
た。いずれ何かの機会に公開すること
が必要であると思っている。



平成 1 8年度後援事業
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平成18年度広島県文化団体連合会理事会が，平成18年６月13日（火）に八丁堀シャ
ンテにおいて開催されました。平井会長あいさつの後，議事に入りました。
１．平成17年度事業実施報告及び決算報告
２．平成18年度予算修正案
３．役員の選任について
監事のあきふちゅう文化協会会長高田和夫様が，退任されたため，役員の選任を

行いました。新監事は，海田町民文化振興会会長の白根輝清様です。
任期は，平成19年６月23日までです。

報告事項
平成18年度事業実施計画について

中国・四国ブロック県域文化団体連絡会議が，平成18年９月７日（木）に鯉城会館
において開催されました。平井会長あいさつの後，議題に入り，各県域文化団体の取
り組み状況や抱えている問題等を意見交換しました。
平成19年度は，島根県で開催される予定です。

平成18年度理事会開催 期日  平成18年6月13日（火） 
場所  八丁堀シャンテ2階パール 

事　　　業　　　名 開 催 期 間 ・ 場 所 主　　催　　者

１
第２回江田島市文化団体交流

発表大会

H18.６.18（日）

江田島市農村環境改善センター
江田島市文化協会

２ 第41回一生流いけばな展
H19.１.27（土）～28（日）

たけはら美術館
一生流竹原支部

３ あきふちゅう文化協会芸術祭
H19.３.18（日）

府中南公民館ホール
あきふちゅう文化協会

４ 第25回東広島市芸術祭
H19.３.16（金）～18（日）

東広島市中央公民館

東広島市芸術祭実行委員会

東広島市文化連盟

平成18年度の後援事業は次のとおりでした。

平成 1 8年度後援事業

中国・四国ブロック県域文化団体連絡会議開催 期日  平成18年9月7日（木） 
場所  鯉城会館5階ガーネット 



平成18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。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。
・計画書を提出すること
・内定後，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
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。（振込手数料は事務局

側の負担）
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。
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文化研究会等講師招へい事業 

平成18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

梶川純司（フルーティスト） フルート・コンサート 熊野町

上田宗冏（茶人） 第27回文化講演会 廿日市市

松岡美奈子（ソプラノ歌手） ソプラノ・コンサート 熊野町

林徹，八染藍子（俳人） 第３回みよし文化祭　俳句大会 三次市

国利義勇（詩人） 庄原市文芸大会 庄原市

とまりれん（作詞・作曲家）ほか 第６回福山文化連盟カラオケ大会 福山市

立川談春（落語家） 立川談春独演会 三原市

県内の文化・芸術団体の活動紹介，文化施設概要，文化イベント日程，ボラン
ティアの募集情報を検索・照会することができるインターネット上のデータベー
スです。また，文化行政や文化助成制度の紹介も行っています。ぜひご利用くだ
さい。
http://bunkacky-net.hiroshima- maple.ne.jp/

ブンカッキーネットひろしまブンカッキーネットひろしま
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期日　平成18年12月９日（土）
会場　熊野町民会館
講師　今井敏代，前川裕美
内容　映画「クイール」，盲導犬のお話「盲導犬キキ」

盲導犬コンサート「盲導犬グレースとともに～夢見る力を信じて～」

熊野町文化団体連絡協議会は，大人や幼児・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
方々に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。
このたびは，広島県文化団体連合会のご支援をいただき，日頃できない文化講演会

を企画いたしました。キーワードは「盲導犬」。テレビでは見たことがあるけれども
実際に目で見て，肌で体験できる講演会を目標といたしました。たまたま当日は人権
週間であり，啓発事業にもなりました。内容としては，映画「クイール」，今井敏代
（いまいとしよ）講演会，前川裕美（まえかわゆみ）演奏会の三部構成で進行しまし
た。まず，映画「クイール」，これは説明するまでもなく皆さんご存知の「盲導犬ク
イール」の生涯を描いたものです。次に，今井敏代講演会，今井さんは脳腫瘍再発に
よる４度目の手術後失明，左耳の聴力をも失っていらっしゃいます。盲導犬「キキ」
との出会いを会場の子ども達に伝えることをお願いしました。
最後に，前川裕美演奏会（ピアノ），小学校５年の時に進行性の弱視「網膜色素変

性症」と診断される。視力を失っていく中にあっても，“音楽家になる夢”を目指し
て学び続けられていらっしゃいます。すべて前向きに考えられ，昨年は結婚されて幸
せがまわりに伝わってくるようでした。
運営は，熊野町文化団体連絡協議会が行い，悩みながらも終了いたしました。
当日の開催状況は，イベントには天敵の雨が降り，私どもの期待していた子どもの

参加者は少なかったのが実情です。それでもきっと子ども達に熱意は伝わったと確信
しています。

熊野町文化団体連絡協議会
会長　山　野　千佳子

第26回文化講演会 
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歌謡大会を開催して

広島県文化団体連合会副会長
東 広 島 市 文 化 連 盟 会 長　西谷　宏

第21回県知事杯広島県歌謡大会は，県内３会場（庄原市東城町・東広島市・安芸高
田市）で，予選大会を開催致しました。
決勝大会は，平成18年12月10日（日）に，呉市安浦町のきらめきホールにて開催致

し，予選会を勝ち抜いた126名の合格者のうち，82名の方々が自慢ののどを披露され
ました。出場者の方々は，決勝に向け，日々トレーニングを重ねられ，プロにも負け
ないほどの熱唱で，時間の経過も忘れるほどの盛り上がりでした。
この度の予選大会・決勝大会は，好天にも恵まれ，それぞれの開催地へ多くの方々

がご来場くださり，盛会の中に終了することが出来ました。
出場者をはじめ，審査員，役員，係員の皆様，また，応援にご来場いただいた皆様

に，厚くお礼申し上げる次第です。
今後もこの大会が，地域文化の振興と活性化につながると共に，歌謡を通じて，地

域間の交流になることを祈念いたしまして，第21回歌謡大会の報告とさせていただき
ます。

第21回広島県歌謡大会 
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江田島市文化協会
事務局　谷口　真悟

江田島市文化協会は，市内４つの文化団体から組織されている団体です。平成16年
11月の合併（江田島町・能美町・沖美町・大柿町）を機会に，各文化団体の上部組織
として設立することが計画され平成17年４月に設立しました。
まだ設立して日が浅いですが，力を入れている事業として『江田島市文化団体交流

発表大会』（合併以前は江能地区）という事業があります。市内４町の芸術・文化活
動を実践交流し，文化に対する意識の高揚と振興を目的として毎年６月に行っていて，
出演団体は例年約50団体（約300名）で，民踊・大正琴・合唱・カラオケなどの演技，
演奏を披露し合います。活動としては合併以前から行っていて，回数にすると平成18

年度でちょうど20回目（市では２回目）を迎え馴染みの深い行事となっています。
出演者の年齢も高くなり，若返り策を考えなければいけない中，近年では小中学生

を中心にしたジャズダンスグループなど，以前にはなかったジャンルが大会に加わる
ようになり会場の盛り上げ役となってくれています。

また，大会の運営は音響操作以外，文化協会のメンバーで行っていて思わぬ失敗を
したりすることもありますが，主催者・参加者が楽しめる大会を作れるように創意工
夫をしていきます。
今後の活動としては，芸能部門の充実はもちろん文化芸術部門の事業も行い，江田

島市文化協会として幅広い分野の活動を行えるようにしていきたいです。

市 町 だ よ り  

江田島市文化協会の活動 
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北広島町文化団体連合会
事務局　沖中　満春

北広島町は平成16年２月に芸北町・大朝町・千代田町・豊平町が合併して新しくで
きた山間部の町です。文化団体連合会は旧４町にありましたが合併に伴い一つの北広
島町文化団体連合会となりました。活動は年一回のけんみん文化祭地区予選の出場を
目指して各文化団体が活動しています。
北広島町文化団体連合会は各旧町単位で支部を組織していますので，各支部で趣向

を凝らした文化祭を開催しています。芸北支部では地元の加計高校芸北分校と協同で
文化祭を開催しています。そのことにより地域の方に地域の学校を紹介でき，文化団
体にとってはより多くの人に自分たちの演技を見てもらうことができます。お互いに
とって良い方法となっています。
大朝地区では自ら実行委員会を組織し，合併後に新しい文化祭を開催するなど活発

に活動をしています。
各支部において様々な工夫をして活動の場を作り，自分たちの演技の向上を図って

います。
これからは全町的に発展させ，町民の文化向上に対する意識の向上を図っていきた

いと考えています。また，町が高齢化すると同様に文化団体を組織している団体も高
齢化している状況があり，若い人々を勧誘し若返りも図る必要があると思っています。

市 町 だ よ り  

北広島町文化団体連合会の活動 
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けんみん文化祭ひろしま ' 0 6開催結果

（1）開会式・総合フェスティバル　　　開催期日　　　平成18年９月30日（土） 開催会場　テアトロシェルネ（しまなみ交流館）

（2）分野別フェスティバル

（3）地区フェスティバル

文　　芸　　祭 部門 応募者数 表彰者数

合同大会
平成18年12月10日（日）
広島国際会議場

短歌 一般　　　　　　　　　387人
小中高　　　　　　　　698人

入賞　　　 8人
入賞　　　 8人

俳句 一般　　　　　　　　　520人
小中高　　　　　　　 3,317人

入賞　　　 8人
入賞　　　 8人

現代詩 一般　　　　　　　　　 76人
小中高　　　　　　　　332人

入賞　　　 8人
入賞　　　 8人

川柳 高校・一般　　　　　　494人
小中　　　　　　　　 1,211人

入賞　　　 8人
入賞　　　 8人

分野名等 最優秀団体 優秀団体

演劇・ミュージカルの祭典
10月８日（日）
安佐南区文化センター

青少年夢プラン実行委員会「劇団パルテ」（廿日市市） Team D.N.A（広島市）

芸能の祭典
（大正琴・銭太鼓・新舞踊・芸能）
10月15日（日）
三次市文化会館

大正琴 百音の会（庄原市） 琴伝流大正琴カトレア・あじさい会（廿日市市）
大正琴琴成流福山（福山市）

銭太鼓 広島山川流連合（熊野町） 宮坂流津山銭太鼓保存会高屋支部（東広島市）
銭太鼓高杉会（三次市）

新舞踊 寿梅寿美延会（東広島市） 蔵迫京扇会（北広島町）
三良坂松若会（三次市）

芸能 審査なし 審査なし

邦楽・日本舞踊の祭典
10月15日（日）
田園パラッツォ（安芸高田市）

邦楽 呉三曲会（呉市） 邦楽グループ“KAMO”（東広島市）

日本舞踊 該当なし 藤間流　妃利美の会（福山市）
吉吾の会（福山市）

民謡民舞の祭典
10月29日（日）
ベイノロホール（呉市川尻公民館）

音頭の舟唄保存会（呉市）
民謡もみじ会（広島市）
宍戸一門みすみ会（福山市）
民謡やよい会（呉市）

和太鼓フェスティバル
10月29日（日）
海田中学校体育館

小・中学生 野路東太鼓（呉市） 高見山太鼓（尾道市）
西城川こども太鼓（庄原市）

一般 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）

三次童心太鼓（三次市）
和太鼓響組（福山市）

洋舞フェスティバル
11月12日（日）
東広島市中央公民館

該当なし 石原バレエアカデミー（呉市）
森川里美バレエアカデミー（東広島市）

吟詠剣詩舞道祭
11月19日（日）
広島県民文化センターふくやま

該当なし

吟詠宝山流総本部（呉市）
吟詠剣詩舞道玉翠流広島連合会翠月支部・
吟道賀堂流賀久清吟詠会（海田町）
吟詠剣詩舞道玉翠流翠滉会戸河内（安芸太田町）

ミュージックフェスティバル
12月３日（日）
はつかいち文化ホールさくらぴあ

合唱 コールあい・向島（尾道市） 広島工業大学附属広島高等学校合唱部（広島市）
庄原コールソレイユ（庄原市）

洋楽 広島吹奏楽団（広島市） 東広島マンドリンアンサンブル（東広島市）
広島文教女子大学附属高等学校吹奏楽部（広島市）

地区名 大会名称 開催期日 会　　　場

西　部 第17回けんみん文化祭西部地区フェスティバル 平成19年３月４日（日） はつかいち文化ホールさくらぴあ（廿日市市）

呉・安芸 平成18年度けんみん文化祭第17回呉・安芸地区フェスティバル 平成19年２月18日（日） 沖美ふれあいセンター（江田島市）

東広島 けんみん文化祭2006東広島地区フェスティバル 平成18年８月27日（日） 安芸津中学校体育館（東広島市）

芸　北 けんみん文化祭ひろしま'06芸北地区フェスティバル
平成18年11月26日（日） 美土里生涯学習センターまなび（安芸高田市）

平成18年11月26日（日） 戸河内ふれあいセンター（安芸太田町）

尾　三 第17回けんみん文化祭尾三地区総合文化祭

平成19年１月28日（日） テアトロシェルネ（尾道市）

平成19年２月11日（日） 三原リージョンプラザ（三原市）

平成19年２月18日（日） 竹原市民会館（竹原市）

福　山 けんみん文化祭ひろしま'06 福山地区フェスティバル 平成18年12月３日（日） さんわ総合センターやまなみ文化ホール（神石高原町）

備　北 第17回けんみん文化祭備北地区フェスティバル 平成19年３月４日（日） 三次市文化会館（三次市）
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平成18年11月，県内の地域文化の向上，普及に貢献した個人・団体を表彰する，
「第27回広島文化賞」の表彰式が行われ，次の方が受賞されました。

入野　忠芳　　　　　　　杭谷　一東　　　　　　　尾道薪能実行委員会
（広島市：洋画家） （千葉市：彫刻家） （尾道市：代表 堀田　克介）

平成18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18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。

椋浦法楽保存会
（尾道市：代表　西本　茂樹）
伊賀和志神楽団
（三次市：代表　岩岡　泰信）

大楽　華雪（福山市：書道家）
山田　羊三（三次市：文芸家）

広島文化賞表彰 

団　体　の　部個　人　の　部

団　体　の　部

個　人　の　部

広島県地域文化功労者表彰 



広島県文化団体連合会構成団体一覧
平成19年３月31日現在（23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

白根輝清 海田町民文化振興会会長

※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24号 発行＝平成19年３月31日　　　発行者＝広島県文化団体連合会

〒730-0051 広島市中区大手町一丁目5-3 広島県民文化センター内　電話082-249-8385 FAX082-249-7531 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24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。

支　部 団体名 代表者氏名 郵便番号 所在地 事務局 電話

西　部

3

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 重　本　繁　行 738-0014 廿日市市住吉二丁目2-16 廿日市市 市民活動センター内 0829-31-4311

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

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 0823-25-3462

あきふちゅう文化協会 久保本　　　寂 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 737-2301 江田島市能美町中町4950 江田島市教育委員会内 0823-40-2212

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 731-0612 安芸高田市美土里町本郷4535-2 安芸高田市教育委員会美土里教育分室内 0826-59-2120

尾　三

5

竹原市文化団体連盟 安　田　克　樹 725-0022 竹原市本町一丁目2-6 ドレスメーカーすみれ内　大歳英子様方 0846-22-2037

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

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 0846-64-3055

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


