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平成２４年度 （公財）げんでんふれあい茨城財団事業報告 

 

公益財団法人としての新年度につきましては、継承事業を計画的に遂行し、県内における豊かな

地域文化と科学技術の振興及び人材の育成並びに「ふれあい」及び「ゆとり」の創造への寄与に努

めました。また、厳しい財政状況を鑑み、効率的かつ効果的な事業運営に努め、新たな取組みの定

着化を図るとともに、地域の声や関係団体等の要望を踏まえ、従来の事業の見直しを図りながら、

事業の充実にも積極的に取り組みました。 
 

【Ⅰ．会議等】 
（１）理事会 

・第１回〔臨時〕 平成２４年１１月２９日（木） ；水戸京成ホテル 
・第２回〔通常〕 平成２５年３月６日（水）   ；水戸京成ホテル 

（２）評議員会 
・第１回〔臨時〕 平成２４年１２月５日（水）  ；水戸京成ホテル 
・第２回〔臨時〕 平成２５年３月１４日（木）  ；水戸京成ホテル 

（３）監事監査 
  ・平成２４年１１月２０日（水）         ；茨城総合事務所 東海事務所 
 
【Ⅱ．事業実績】 

１．地域文化及び科学技術の振興，並びに青少年等の人材育成に関する事業 

（１）第 15 回ヴォーカルアンサンブルフェスタいばらきの開催 〔共催〕 

（２）第 15 回ソロコンテスト茨城の開催 〔共催〕 

（３）第 13 回読書をすすめる県民の集いの開催 〔共催〕 

（４）子供ふるさと民俗文化交流事業の実施 〔共催〕 

（５）茨城県芸術祭参加特別公演団体への支援 〔協賛〕 

（６）ナイスハート美術展への支援 〔協賛〕 

（７）いばらき教育の日推進事業への支援 〔協賛〕 

（８）茨城県新人演奏会における表彰 〔協賛〕 

（９）第 15 回科学技術振興事業の実施 〔主催〕 

（10）理科実験実技研修会等への支援 〔協賛〕 

（11）児童思春期精神保健講座等への支援 〔協賛〕 

（1２）その他小規模支援事業の実施（厳しい財政状況を鑑み、中止した） 

 

２．「ふれあい」及び「ゆとり」の創造に関する事業 

（１）げんでんふれあい文化講演会の開催（2 回） 〔共催〕 

（２）茨城県民駅伝競走大会の開催 〔共催〕 

（３）げんでんサッカーフェスティバルの開催 〔共催〕 

（４）狂言鑑賞会の開催 〔共催〕 
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（５）音楽出前講座への支援 〔協賛〕 

（６）水戸室内管弦楽団定期演奏会への支援（春・秋） 〔特別協賛〕 

（７）花いっぱい運動定着化促進事業の実施 〔共催〕 

 （８）その他小規模支援事業の実施（厳しい財政状況を鑑み、中止した）  

＊詳細は別紙のとおり 

 

 

以 上 
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１．地域文化及び科学技術の振興、並びに青少年等の人材育成に関する事業 

（１）第１５回ヴォーカルアンサンブルフェスタいばらきの開催   

女声、男声、混声、同声の少人数（６名から２０名以下）によるアンサンブルにより、ハーモニー作りの

核心にアプローチできるようにすること、特に若人のグループによるアンサンブルを奨励することにより、

音楽創造の意欲を高めるため「ヴォーカル アンサンブル フェスタ いばらき」を開催しました。 

なお、専門家の審査により、将来性、アンサンブルを楽しむ姿勢などを加味し、優れた演奏団体に対

して「げんでんハーモニー賞」を授与しました。                              

〔主 催〕  茨城県合唱連盟、茨城県高等学校文化連盟、 

げんでん財団 

〔後 援〕  茨城県、茨城県教育委員会、日立市 他 

①開催日   平成２５年 １月２７日(日)  １０時００分 開会 

②場  所   日立シビックセンター 音楽ホール（日立市） 

③参加団体  ６２団体・８６１名  （前年度比 １１団体増） 

         （ジュニア：５、中学：１７、高校：１３、一般：２７） 

④げんでんハーモニー賞 （１４団体）  

ジュニアの部   小美玉市立橘小学校 

中学校の部    茨城キリスト教学園中学校コーラス部ほか３団体 

高校の部      茨城朝鮮初中高級学校コーラス部ほか２団体 

一般の部      ＫＶアンサンブルほか５団体   

（内、第二回関東ｳﾞｫｰｶﾙｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄへ５団体を推薦） 

（２）第１５回ソロコンテストいばらきの開催 

小・中・高校生の管楽器・打楽器等の演奏者の、音楽づくりの基盤をなす演奏技術や音楽表現の向上を図り、

音楽にとりくむ若者達の心や態度を育み、広く音楽文化の振興と発展に寄与するため「ソロコンテスト いばら

き」（県大会）を開催しました。 

なお、専門家の審査により、特に優れた演奏者に対して「関東甲信越支部大会」（中学・高校の部のみ）へ

の出場推薦と「げんでん音楽大賞及び音楽賞」を授与しました。   

〔主 催〕  茨城県吹奏楽指導者協会、げんでん財団 

〔後 援〕  茨城県教育委員会、日立市教育委員会、 

日本吹奏楽指導者協会茨城県部会、茨城県 

吹奏楽連盟、茨城新聞社 、茨城放送 他 

①開催日      平成２５年 ２月９日(土)、１０日(日) ９：００～ 

②場  所      日立市多賀市民会館ホール  

③一次審査     平成２５年１月１２日～平成２５年１月２０日  

             の４日間  （審査応募者数  ６６０名） 

④参加者数     １４１名（小学生の部１４名、中学生の部７２名、高校生の部５５名） 

⑤音楽大賞等 

・げんでん音楽大賞：  吉野 友夏(前渡小)   

菅山 樹 (泉丘中) 

               住谷 美帆(水戸三高) 

・げんでん音楽賞  ：   伴 希美(五台小)他３名 

               赤津 美結(茨城中)他８名 

               山田 涼子(緑岡高)他５名             （小学生の部 音楽大賞受賞者） 

別 紙
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＊各賞受賞者のうち、中学生、高校生の上位者各５名を、関東甲信越支部大会への出場を 

推薦しました。 

（３）第１３回読書をすすめる県民のつどいの開催 

県内の読書グループや各幼・小・中・高等学校の職員、ＰＴA 並びにおはなし会等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ等の相互交

流と連携、県民の読書活動の充実を図るため、「茨城県読書をすすめる県民のつどい」を開催し、読書団体の実践

事例発表や記念鼎談を行いました。 

また、読書活動の一層の充実を目的に、幼・小・中・高校生及び一般を対象にした「読み聞かせコンクー

ル」を開催しました。なお、専門家の審査により、知事賞等各賞受賞以外の個人・団体の中から、優れた

発表者・団体に対して「げんでん おはなし広場賞」を授与しました。  

 

〔主 催〕  茨城県読書をすすめる協議会、  

茨城県立図書館、げんでん財団

 

〔後 援〕  茨城新聞社、読売新聞水戸支局、  

茨城放送、ＮＨＫ水戸放送局 他 

①第１３回茨城県読書をすすめる県民のつどい 

        ・開催日  平成２４年 ６月２２日(金) ９：５０～ 

・場  所  茨城県立図書館 

        ・実践事例発表会  １１団体 ６５名 

 （発表記念賞授与） 

        ・入場者数   ３０８名 

 

        ・記念鼎談    

          テーマ ： 「詩や絵本との出会い」  

谷川俊太郎  （詩人）、 

佐々木紀子  （茨高専・講師） 

須之内初子  （協議会・会長） 

             入場者数：  ４０２名 

 

 

 

②「読み聞かせコンクール」  

１）朗読部門  平成２５年 ２月 ２日(土)  ９：３０～ 

          部門：中学生以下 参加数：１４名 

一般      参加数：４９名 

「げんでん おはなし広場賞」・受賞者 

中学生以下の部：山下 藍葉、加藤 滉士、 

一般の部：高星 清子、重藤 郁子               (朗読部門：中学生以下・受賞者) 

                入場者数  １４７名  
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２）自由部門  平成２５年 ２月２３日(土)  ９：３０～ 

          部門：高校生以下   参加数 １３組（２５名） 

一般       参加数 ２２組（３９名） 

「げんでん おはなし広場賞」・受賞者 

           高校生以下の部 

                    [個人] 小松 和奏(保育園・年中) 

                           [団体] 牛久市立下根中学校・演劇部 

                   一般の部    

[個人] 片倉 康子、澤畠 尚徳              （自由部門：高校生以下・受賞者） 

[団体] 常総市立水海道小学校    

読み聞かせ委員会、表現あそびグループ あかまつ        

               入場者数  ２３６名 

 

（４）子どもふるさと民俗文化交流事業の開催 

郷土の民俗文化・芸能を継承する子どもたちの日頃の練習成果発表と交流を通じて、伝統文化の担い手の育成

と文化財保存に対する子どもたちの情操を育み、ふれあいのある地域づくりの一助とするため、「子どもふるさと

民俗芸能交流会」を開催しました。 

［主 催］    鹿嶋市子ども民俗伝統芸能交流実行会委員会 

［共 催］    県教育委員会、鹿嶋市、げんでん財団 

［後 援］    茨城県、鹿嶋市教育委員会、茨城新聞社、ＮＨＫ水戸 

          放送局、エフエムかしま市民放送 他 

①開催日   平成２５年２月１０日（日） １３時 開演  

②場 所    鹿嶋勤労文化会館 

③出 演    ６団体（鹿嶋市・３団体、神栖市・１団体、潮来市・１団体、 

行方市・１団体） 
   ④演目   ・ヨサコイ踊り ・田畑ささら舞 ・北浦童太鼓 
         ・潮来ばやし  ・祭頭囃子  など 
   ⑤入場者数   ５５０名 （内舞台出演者 １７４名） 
 
                                     

 

     

                                               （田畑ささら舞保存会） 

 

（５）茨城県芸術祭参加特別公演団体への支援   

平成２４年度茨城県芸術祭参加団体が、茨城文化団体連合の推薦を受けた、従前の枠を超えて行う記念的

事業（特色ある特別公演）に対して支援しました。 
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１）第３５回記念 「２１世紀を担う子供達と共に能楽大会」   

      能楽大会の公演が、３５回を迎えることを記念して、１９９８年以来のテーマ「２１世紀を担う子供達 

     に伝えたい」のもとに開催する特別公演を支援しました。 

                                              

〔主 催〕 茨城県、茨城文化団体連合、茨城県能楽連盟 他 

〔協 賛〕 げんでん財団 

①開催日   平成２４年１０月２０日（土）  １０時 開演 

 ②場 所    日立シビックセンター・音楽ホール 

（特別能舞台） 

   ③演目     謡（１６曲）、仕舞（３４曲）、囃子(３曲)、 

舞囃子（５曲） 

   ④その他    能面（１５面）の公開展示 

   ⑤参加者数   約７００名（内、出演者 延べ２９６名） 

 

（６）ナイスハート美術展への支援 

健常者と障がい者が芸術を通して触れ合うことで、ふれあいとゆとりある地域社会づくりと茨城の芸術文化の

すそ野拡大に資することを目的として障がい者が容易に出展できる美術展の開催を支援しました。 

〔主 催〕  茨城県、茨城県障害者スポーツ ・文化協会 他 

〔後 援〕  茨城新聞社、朝日新聞水戸総局 他 

〔協 賛〕  げんでん財団 

①開催日    平成２４年１２月 ６日(木)～１０日(月)  

②場  所    茨城県立県民文化ｾﾝﾀｰ（県民ギャラリー） 

③出展      絵画、書道、写真、造形・工芸の作品 

          展示数(出品作品全て展示)  ４１０点 

④入場者数    ２，６０９名 

（７）いばらき教育の日推進事業への支援 

「いばらき教育の日」の制定に伴い、教育の日推進協議会が推進母体となり、県民に条例の普及啓発活動等を

展開し、本県教育の充実と発展、明日の茨城を担う子ども達の育成を目的とした推進大会の開催を支援しました。 

〔主 催〕  「いばらき教育の日」推進協議会 

〔後 援〕  茨城県、茨城県議会、茨城県教育委員会、茨城県市長会、茨城県町村会、 

茨城新聞社 他 

〔協 賛〕  げんでん財団 

①開催日   〔第１３回推進大会〕  平成２４年１１月 １日(木)  

②場  所   茨城県立県民文化センター 大ホール 

③記念講演  未来を担う子どもたちのために  

～今こそ、家庭、学校、地域の力を合わせる時～ 

講師 ： 浜尾朱美（ｷｬｽﾀｰ・ｴｯｾｲｽﾄ） 

④参加数   １，５００名 

 

 

 

 

 



 

 7

（８）茨城県新人演奏会における表彰  

    県内に在住する等の若手音楽家の、コンクール「茨城県新人演奏会」において、「茨城県新人賞」を受賞した優秀

な演奏家（２名）に対し、その将来を励まし、より水準の高い演奏と本県音楽文化の向上への寄与を期待し、奨金を

授与しました。 

【 第３７回茨城県新人演奏会 】 

〔主 催〕     茨城県、（財）いばらき文化振興財団 

〔後 援〕     茨城県音楽大学同窓会連盟 

〔特別協賛〕   げんでん財団 

①開催 

・公開オーディション  平成２４年 ６月１０日(日)１０：００～ 

         ・本演奏会         平成２４年１０月１４日(日)１３：００～ 

②場所 

・公開オーディション    茨城県立県民文化センター 

・本演奏会          茨城県立県民文化センター 

③出場者             

・公開オーディション     ５３名 

         ・本演奏会           １６名 

       ④げんでん音楽賞     中島裕康［筝］、長津日香里［ﾋﾟｱﾉ］ 

       ⑤入場者数     ７４４名  （本演奏会） 

 

（９）第１５回げんでん科学技術振興事業の実施   

県内の小・中・高校生の科学技術に関する興味・関心の向上を図るため、科学技術に係る調査・研究 

計画を公募し、優れた計画に助成金を支給し調査研究の実施を支援するとともに、これらの中の優秀な調

査・研究成果に対して、「げんでん科学技術振興大賞及び奨励賞」を授与しました。 

なお、茨城県が主催にする、県内小・中・高校の児童・生徒による「茨城県児童生徒科学研究作品展」 

（兼日本学生科学賞茨城県作品展）において入賞した作品の中から、（県知事賞等各賞受賞の作品を除

く）優れた作品に「げんでん財団科学賞」を、また、同作品展において優れた取組をしている小・中学 

校に「げんでん財団学校賞」を併せて授与しました。 

〔主   催〕  げんでん財団 

〔特別共催〕  茨城新聞社 

〔後   援〕  茨城県教育委員会、茨城県教育研究会、 

茨城県高等学校教育研究会、ＮＨＫ水戸放送局 

 ①応募状況及び助成校選考結果 

 応募数 助成校 

小学校 １４ （２２） １０ （１７） 

中学校 １４ （２９） １０ （２０） 

高等学校 １５ （１０） １０ （ ７） 

計 ４３ （６１） ３０ （４４） 

（ ）内は前年度実績         （茨城新聞・記事より） 

②大賞等選考会 【小・中学校の部】 平成２４年１１月１２日(月)   

            選考対象件数： 小学校 １２件  （前年度から ３件、次年度繰越 １件） 

                       中学校 １４件  （前年度から ４件） 
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【高等学校の部】 平成２４年１１月１５日(木)   

  選考対象件数：  ６件 （次年度繰越 ４件） 

 

③表彰式    平成２４年１２月 ７日（金） （於 茨城県庁 11F 共用会議室）  

         大  賞 ：古河市立下大野小学校、水戸市立国田中学校、学校法人水城高等学校 

         奨励賞 ：土浦市立穴塚小学校、美浦村立大谷小学校、水戸市立内原小学校 

               土浦市立土浦第四中学校、牛久市立牛久第三中学校 

               県立水戸第一高等学校 

※第 5６回 茨城県児童生徒科学研究作品展（兼日本学生科学賞茨城県作品展） 

〔主 催〕   茨城県教育委員会、茨城県教育研究会、茨城県高等学校教育研究会 他 

〔後 援〕   茨城県     

①表彰式    平成２４年１０月２３日(火) （於 ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟー ｸ 茨城県自然博物館）  

        げんでん財団科学賞 ：小学校の部    つくば市立吾妻小学校ほか４校 

                       中学校の部    日立第一高等学校附属中学校ほか４校 

                       高等学校の部  県立土浦工業高等学校 

        げんでん財団学校賞 ：小学校の部    水戸市立双葉台小学校ほか４校 

                       中学校の部    那珂市立瓜連中学校ほか４校 

                                （水戸・県北・鹿行・県南・県西の各地区１校） 

（１０）理科実験実技研修会等への支援  

科学技術振興事業の円滑な推進を図るため、高等学校の理科教育研究部会等が行なう科学実験教育に関

する研修等の取組みを支援しました。 

 茨城県高等学校教育研究会への支援  

〔主 催〕  茨城県高等学校教育研究会 生物部・理化部・地学部・農業部・工業部・水産部 

〔協 賛〕  げんでん財団 

【実施内容】 

部 会 実 施 日 実 施 場 所 実 施 内 容 

生物部 24 年7 月31 日～24 年8 月 2 日 御前山・青少年旅行村 他 夏季研究大会の事前調査と実習

理化部 24 年6 月20 日 ～ 25 年2 月8 日
県立太田第一高をベースに
化学研究委員の各勤務校 

授業実践の工夫・教具の開発・改
善、成果の冊子作成 

地学部 24 年6 月5 日～25 年3 月16 日 産業技術総合研究所 他 
茨高教研地学部の研究発表会及
び夏季研究会等 

農業部 24 年4 月1 日～25 年2 月28 日 農業関係高等学校農場等 農業教育の課題研究 

工業部 24年4月 ～ 25年3月 県立日立工業高等学校 自然エネルギーの活用研究 

水産部 24 年4 月１日～25 年3 月 県立海洋高等学校他  
１級小型船舶操縦士免許取得向
上のための研究 

 

（１１）児童思春期精神保健講座等への支援 

子ども達の健全育成に寄与するため、問題行動を起こしやすい思春期の子ども達を指導する立場の関係職

種（医師、教師、保健師、看護師、青少年相談員、保護者等）を対象にした思春期保健講座や事例検討会等の

開催を支援しました。 

〔主 催〕  （社）いはらき思春期保健協会 
〔後 援〕  茨城県、茨城県教育委員会、茨城県精神保健協会 

〔協 賛〕  げんでん財団 
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＜開催日・場所及び講師＞ 

開催日・場所 テーマ 講 師 

本 事 業 
平成２５年 1 月 27 日（日） 
水戸市医師会館 
   参加者：９０名 

・「おちつけない子ども」の理解と対応を
考える 

・実践研究発表 

 ﾔﾝｸﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の実践報告など 

 
清水 文雄 
関口 一冶 

地域事業 （県北） 
平成２４年１0 月 28 日（日） 
水戸市医師会館 
   参加者：３５名 

 

・性教育の実践活動 「中学校における
性教育の実践」 

  
照沼 敏子 

地域事業 （鹿行） 
平成２４年 8 月 4 日（土） 
行方市北浦公民館 
   参加者：７０名 

 
・思春期の子どもたちと出会うために 

 
生越 達  

地域事業 （県南） 
平成２４年１0 月 20 日（土） 
県南生涯学習センター 
   参加者：２２名 

 
・思春期の「性」の問題をめぐって 

 
早乙女智子 

 

２．「ふれあい」及び「ゆとり」の創造に関する事業 

（１）げんでん ふれあい文化講演会の開催  

豊かな教養を育み、ゆとりある地域づくりと地域文化の発展・向上に寄与するため、２地区で文化 

講演会を開催しました。 

① 県央地区 

〔主 催〕     （公財）東海村文化・スポーツ振興財団、 

げんでん財団 

〔後 援〕     東海村、東海村教育委員会 

①開催日   平成２５年 ２月１０日（日） １４時００分 開演  

②場 所  東海文化センターホール 

③演題   「ブラスバンドの魅力」  

～東京ブラスソサエティを迎えて～ 

④講演者   山本武雄（東京ブラスソサエティ・指揮者） 

原 進（トランペット奏者） 

     ⑤演奏会   東京ブラスソサエティ特別コンサート 

        (入場者が各自の楽器で「星条旗よ永遠なれ」を東京ブラスソサエティと合同演奏) 

⑥入場者数  ７３８名 

② 鹿行地区 

〔主 催〕        ﾚｲｸｴｺｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ文化講演会実行委員会、 

げんでん財団 

〔後 援〕        茨城県鹿行生涯学習センター・ 

茨城県女性プラザ 

①開催日    平成２５年 ２月１６日（土）  １３時３０分 開演 

②場 所   茨城県鹿行生涯学習センター・ 

茨城県女性プラザ多目的ホール 

③演題   「夢は かならずかなう」 
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④講演者   舞の海 秀平（ＮＨＫ大相撲解説者・ｽﾎﾟｰﾂｷｬｽﾀｰ） 

⑤入場者数  ３５８名 

 

（２）茨城県民駅伝競走大会の開催 

県民の健康増進及び本県スポーツの振興と競技力向上に資するとともに、参加者相互の交流を図ることを目的

に、第２９回茨城県民駅伝競走大会を開催しました。 

〔主 催〕  （公財）茨城県体育協会 

〔共 催〕  （株）茨城新聞社、茨城陸上競技協会、げんでん財団 

〔後 援〕  茨城県教育委員会、（株）茨城放送、ＮＨＫ水戸放送局 他 

①開催日  平成２４年１２月 ９日（日）  

②場  所  笠松運動公園陸上競技場及び周回コース 

③参加数   ・市町村対抗の部    １９ﾁｰﾑ 

        ・職域対抗の部     ３０ﾁｰﾑ 

        ・クラブ対抗の部    ４８ﾁｰﾑ 

         計 ９７ﾁｰﾑ ・７５３名 

 

 

 

 

 

（３）げんでんサッカーフェスティバルの開催 

青少年の健全な育成と優れたサッカー技術を地域の子供達に広め、スポーツの振興に寄与するとともに、ふ

れあいのある地域づくりに資するため、スポーツ少年団に所属する小学１～３年生を対象に、FC 水戸ホーリーホ

ック（サッカー Ｊ２）のコーチ及び選手の協力の下、「２０１２げんでん サッカーフェスティバル」を開催しました。 

また、県内の女子サッカー選手を対象とした「げんでんサッカー教室ｉｎツインフィールド」を開催しました。 

〔主 催〕  (株)フットボールクラブ水戸ホーリーホック、 

げんでん財団 

〔後 援〕  (株)茨城放送、（株）茨城新聞社、  

水戸市、水戸市教育委員会 他 

①２０１２げんでん サッカーフェスティバル 

・開催日  平成２４年７月２１日（土） 

・場  所  水戸市ｻｯｶｰ・ﾗｸﾋﾞｰ場（天然芝） 

・参加者  ３６チーム・４３８名 

 

     ②２０１２げんでん女子サッカー教室 ｉｎツインフィールド 

・開催日  平成２４年１０月２０日（土）  

・場  所  水戸市ｻｯｶｰ・ﾗｸﾋﾞｰ場（人工芝） 

・参加者   ８５名    
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（４）狂言鑑賞会の開催  

日本古来の伝統芸能である「狂言」に、多くの人が親しみ理解を深めるため、狂言鑑賞のポイント

等の解説も入れた狂言鑑賞会を開催しました。 

〔主 催〕     （株）茨城新聞社、げんでん財団 

〔後 援〕      茨城県、茨城県教育委員会、笠間市、笠間市教育委員会、いばらき文化振興財団、茨城県能

楽連盟、茨城新聞文化振興福祉事業団 他 

①開催日   平成２５年 １月２０日（日）  １４時００分 開演 

②場 所    笠間市立笠間公民館 

③出演者   大蔵流若手狂言ＳＨＩＮ 

（大蔵千太郎、大蔵基誠、大蔵教義ほか４人） 

④演 目    『附子』、『宗論』 

⑤入場者数    ３９５名 

 

（５）音楽出前講座への支援  

県内の小中学校や公共施設に茨城県新人演奏会への出演者や県にゆかりのある若手演奏家を派遣し、児童

生徒や住民に良質な生の演奏を鑑賞する機会を提供し、音楽文化の振興を図ることを目的に開催される音楽出

前講座を支援しました。 

〔主 催〕  （財）いばらき文化振興財団 

〔協 賛〕   げんでん財団 

①開催日    平成２４年５月２４日 ～ 平成２４年１２月２４日 

②場  所    県内小中学校・県内公共施設 

③公演数   小学校／１４校・１１公演   

公共施設／ ４ヶ所・ ４公演  

      ④参加人数  １，４３１名 （小中学校・出前講座） 

４００名  （公共スペースコンサート）           出前講座/あずま南小学校（稲敷市） 

            計  １，８３１名 

 

（６）水戸室内管弦楽団定期演奏会への支援 

国内外からも高い評価を得ている、水戸芸術館の専属楽団である「水戸室内管弦楽団（音楽顧問 小澤征爾

氏）」が、同芸術館で開催する定期演奏会を特別支援し、優れた演奏家による質の高い音楽鑑賞の場を水戸市

民、茨城県民等に提供するために協力しました。 

〔主 催〕   （公財）水戸市芸術振興財団 

〔協 賛〕   （株）ポイント、（株）吉田石油、 げんでん財団 他 

〔協 力〕   全日本空輸（株） 

〔後 援〕   茨城新聞社、水戸商工会議所 

①定期演奏会 

・第８４回 平成２４年 ７月 ７日(土) １８時３０分 開演 

８日(日) １４時００分 開演 

     場  所     水戸芸術館コンサートホールＡＴＭ  

     指 揮      準・メルクル  

ピアノ独奏    児玉 桃  

            入場者数     ６３８名・６２９名  計 １，２６７名 
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・第８５回 平成２４年１０月２０日（土） １８時３０分 開演 

２１日（日） １４時００分 開演 

場  所       水戸芸術館コンサートホールＡＴＭ 

指 揮       ハインツ・ホリガー  

   ｵｰﾎﾞｴ独奏   ハインツ・ホリガー  
入場者数     ５９１名・５４２名  計 １，１３３名 

・第８６回 平成２５年 １月１３日（日） １８時３０分 開演 

１４日（月）  １４時００分 開演 

場  所        水戸芸術館コンサートホールＡＴＭ   

指 揮        大野 和士  

   ﾃﾉｰﾙ独唱     西村  悟   
入場者数       ６１６名・５９２名  計 １，２０８名 

 

                                                

 

 

 

 

（茨城新聞・記事より） 

（７）花いっぱい運動定着化促進事業の実施  

地域や学校等に花を増やす運動に継続的に取り組む団体・学校等を支援し、地域づくりの意識の向上

と活動の定着化を図るため、「花いっぱい運動のつどい」を開催し認定書の授与及び支援金の交付を行

いました。 

〔主 催〕  大好き いばらき県民会議、げんでん財団 

①応募団体募集  平成２４年 ８月３１日（金）締切 

            ［応募数］ 

             団体の部   ４８団体 

             学校の部   ５４校 

②審査委員会  平成２４年１０月 ３日（水）  

③認定書交付式  平成２４年１１月１０日（土）  

（会 場）  水戸市植物公園 

(参加者)    ７３名 

（認 定）  ・団体の部 ： １３団体  

                金谷町花談倶楽部ほか 

・学校の部 ： １９校   

                          水戸市立内原小学校ほか 

 

以 上 

 


