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22年の歴史、新たな飛躍へ

　平成24年6月、福岡県文化団体連合会第３代会長に就任いたしまし

た貫正義でございます。

　松尾新吾九州電力(株)相談役の後を受けて、平成24年6月 設立20

年という永い歴史を有し、加盟95団体を擁する県文連の代表に就任い

たしました。引き続きその良き伝統を守りつつ、新たな時代に相応しい

活動にも積極的に取り組んで参りたいと思っております。

　私は、これまで日本経済の発展を支えてきたのは日本人が築き上げて

きた豊かな文化であり、今後も日本文化の更なる興隆なくして、日本経

済の発展もありえないと考えています。特に3年前の東日本大震災後の

被災地における復興などの中で地域文化の復活を通しての地域の絆の大

切さが再確認される姿を見るにつけ、日本の政治・経済・社会の中にも

文化が育む絆を復活させなければならないと改めて感じた次第でありま

す。

　県文連は今後とも加盟団体の皆様の活動はもとより「ふくおか県民文

化祭」における地域別、分野別の文化芸術事業をはじめ、子ども文化事

業や子ども達に生の芸術文化を体験していただく芸術体験講座事業など

に加え、創意工夫をこらした自主事業を通して文化を愛する地域づくり

に向けて貢献して参りたいと思っております。

　どうぞご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

福岡県文化団体連合会

会 長　貫　正 義

設立の目的

　福岡県文化団体連合会は、「文化の香り

あふれる福岡県」を目指して、平成４年

11月に結成し、県内の各種文化団体を結

ぶ情報センターとしての役割、「ふくおか

県民文化祭」に代表される広域的文化事

業の実施、県下芸術文化団体への支援や

芸術文化活動指導者の育成などの活動を

通して、福岡県の文化振興に寄与しよう

とするものです。

主な事業内容

①県民文化祭関係事業
◎地域別事業
　県民の生活拠点である各地区の地

域性を生かした「ふくおか県民文化

祭」を、地域ブロックごとに展開す

ることによって、市町村文化団体の

他地域との文化交流を図るととも

に、県民の文化活動への参加を促進

する。

◎分野別事業
　県内各地で開催されている福岡県

文化団体連合会加盟の文化団体の活

動に対し、全県的な発表の場を提供

し、文化団体の活性化と交流を促進

すると同時に、県民に芸術文化鑑賞

の機会を提供する。

◎受託事業
子ども文化事業

（鑑賞・発表事業及び芸術体験講座）

②自主企画事業
◎県民文化大学特別講座

◎県民ふるさと文化講座

◎文化活動調査事業

◎情報提供事業

◎ふるさと文化誌編さん事業

　毛筆題字は、貫　正義・県文化団体連合会会長の揮毫

　文化の「文」をシンボライズして、はつらつとした
「人」のイメージ。赤で情熱を、黄緑で森林の多い日本
の風土を、青で前進するイメージを表現した。
　東嶋耕三さんの作品で、公募作から選ばれた。平成23
年５月の県文連創立20周年記念式典で発表された。

シンボルマーク
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　豊かな自然と歴史、アジアに近い地理、などに育まれて、県内各地に、個性あふれる、香り高い文化が息づいています。

　県文連の地域別文化団体は、71 組織が 9 ブロックに分かれて、それぞれの地域にしっかりと根を張って、日々活動

し地域文化の担い手として、豊かな地域づくりに貢献しています。

個性あふれる地域文化

地域別事業

地域別文化団体

福岡市福岡市ブロック

北九州市北九州市ブロック

宗像市／古賀市／福津市／糟屋郡（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、粕屋町、久山町）福 岡Ⅰブ ロ ッ ク

筑紫野市／春日市／大野城市／太宰府市／糸島市／筑紫郡（那珂川町）福 岡Ⅱブ ロ ッ ク

直方市／中間市／宮若市／遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）／鞍手郡（鞍手町）北九州ブロック

久留米市／朝倉市／小郡市／うきは市／朝倉郡（筑前町、東峰村）／三井郡（大刀洗町）北筑後ブロック

大牟田市／柳川市／八女市／筑後市／大川市／みやま市／三潴郡（大木町）／八女郡（広川町）南筑後ブロック

飯塚市／田川市／嘉麻市／嘉穂郡（桂川町）／田川郡（香春町、添田町、福智町、糸田町、
川崎町、大任町、赤村）

筑 豊 ブ ロ ッ ク

行橋市／豊前市／京都郡（苅田町、みやこ町）／築上郡（築上町、吉富町、上毛町）京 築 ブ ロ ッ ク
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守る伝統、創る喜び

分野別事業

分野別文化団体

特 別 会 員

福岡県吹奏楽連盟／福岡県合唱連盟／福岡県オーケストラ連盟／
福岡市バレエ協会／バレエ・音楽国際交流文化協会／
(NPO) 福岡国際バレエ劇場

洋 楽 ・ 洋 舞

筝曲宮城会九州支部／筑前琵琶福岡旭会／福岡三曲協会／
（財団公認）福岡県吟剣詩舞道総連盟／福岡藤本会

邦 楽・伝 統 文 化

（公社）日本舞踊協会福岡県支部
福岡県太鼓連合
福岡県和太鼓友輪会

日 本 舞 踊・太 鼓

（公社）福岡県美術協会／福岡県俳句協会／福岡県歌人会／
ワールド・プレスフラワー協会福岡県支部

文 芸 ・ 芸 術

福岡煎茶各流委員会／香（かほり）の会茶 道 ・ 香 道

西日本華道連盟／（社）帝国華道院九州連合会華 道

福岡県高等学校芸術・文化連盟／福岡県中学校文化連盟若 者・教 育 文 化

（公財）末永文化振興財団特 別 団 体 会 員

45名 （平成 26年 6月現在）特 別 個 人 会 員

平成24～25年度

・県民文化大学・県民ふるさと文化講座
　　「激動の幕末・明治」「九州の思想家たち」（24年度）
　　「名将黒田官兵衛とゆかりの人々」「古典を愉しむ」（25年度）

　　引き続き平成 26年度は
　　「福岡県名城ものがたり」「知の巨人たち」を展開中

・県民文化大学特別講座
　　中野三敏文化講演会「江戸文化を語る」（25年度）

　　植木雅俊文化講演会「私の学問人生」（25年度）

・文化芸術フォーラム
　　文化芸術フォーラム「岩門城物語」（25年度）

・ふるさと文化誌編さん事業
　　「嘉麻の里物語」（第 1号）

　　「那珂川の里物語」（第 2号）

講座風景

現地探訪風景

私たちのふるさとを知ろう
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　子どもたちに、日頃の文化活動の発表の場や、プロ芸術団体の公演による舞台芸術の鑑賞など、良質の芸術を鑑賞す

る機会を提供することによって、芸術に親しむ心と豊かな感受性を育む心を育てることを目的としています。

子ども能楽教室発表公演 ジュニアときめき文化祭

　県内小中学校及び特別支援学校の児童生徒を対象に、平成17年度から芸術体験講座を開いています。

　ふくおか県民文化祭「子ども文化事業」の一環で、日舞、能楽、邦楽など伝統文化の継承者や、音楽、演劇などのプ

ロの芸術家が学校を訪問、子どもたちに手ほどきし、実際に体験させて芸術の楽しさ、素晴らしさを伝える事業です。

毎年、県内の小中学校及び特別支援学校約30校が参加しています。

芸術体験講座 響ホール室内合奏団 川筋太鼓保存会

子どもたちに芸術と文化を

子ども文化事業

鑑賞・発表事業

芸術体験講座
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県議会で県レベルの文化団体組織化の論議。奥田八二知事が組織化に

努力を表明

県文化連盟 （仮称） 結成方策懇話会（座長＝森脇憲三福岡文化連盟理

事長） を開催。 県レベル文化団体結成の具体策を議論

第１回福岡県文化団体連合会結成準備委員会 （森脇憲三委員長、 21

人） 開催。 

福岡県文化団体連合会結成大会（福岡市、福岡リーセントホテル）

会長に大野茂九州電力社長が就任。事務局は県教育庁文化課に。事務

局長は森山良一課長。

会報 『県文連ふくおか』 結成記念創刊号発行、 題字は大野茂会長揮毫

専務理事兼事務局長に二村能史・前県立美術館副館長が就任

第１回ふくおか県民文化祭

総合開会式 （久留米市民会館大ホール） 

理事会、 地域ブロック協議会を設置決定

第１回県民文化大学・地域文化リーダー養成講座 （10月まで４回）

会長を補佐する理事長を置くこととし、 江頭慶典副会長が就任

荒木隆専務理事兼事務局長が就任

北川信行専務理事兼事務局長が就任

2 0 0 0年記念全日本文化集会福岡大会 （西鉄グランドホテル、 13日

はアクロス福岡）

県文連創立 10周年記念第 10回ふくおか県民文化祭

県文連創立 10周年記念式典 （博多東急イン）

県文連、 平成 14年度県教育文化表彰 「芸術･文化部門」 受賞

高山俊夫・専務理事兼事務局長が就任

二代目理事長に谷口治達・九州造形短期大学学長が就任 

ふくおか文化祭 2003（プレ国民文化祭）

第１回県文連のあり方検討委員会開催

昭和63　1988　９・27

平成３　1991　12・19

平成４　1992　 ５・26

　　　　　　　 11・24

平成５　1993　 ２・15

　　　　　　　   ５・25

　　　　　　　  ９～12

　　　　　　　  10・３

平成８　1996　 ５・24

　　　　　　　  ７・30

平成９　1997　 ７・31

　　　　　　　  10・１

平成12　2000　４・１

　　　　　９・12～13

平成14　2002　９～11

　　　　　　　 11・３

平成15　2003　３・５

　　　　　　　  ４・１

　　　　　　　  ５・30

　　　10・25～11・９

　　　　　　　  10・31

県文連のあゆみ
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事務局、吉塚合同庁舎 5階に移転

とびうめ国文祭（第 19回国民文化祭ふくおか 2004）
「飛梅に乗って広がれ 文化新時代」

第 12回ふくおか県民文化祭 2004（とびうめ国文祭記念事業）

井上裕弘・専務理事兼事務局長が就任

河村哲夫・専務理事兼事務局長が就任

県文連の二代目会長に松尾新吾・九州電力会長が就任

県民ふるさと文化講座
「伊藤伝右衛門と柳原白蓮」  「夢をかぞえた母　野村望東尼」 
｢北原白秋の恋｣ 「男装の女流詩人　原菜蘋」 

第１回県文連活性化委員会

事務局、吉塚合同庁舎 2階に移転

ふくおか文化芸術フォーラム 「邪馬台国フェスタ」  「玄界灘の海人」  
「八女の女神たち」 

 「五足の靴・文化芸術フォーラムｉｎ九州」 （アクロス福岡） 

『福岡県文化団体総覧』（2009 年度版）発行

日韓文化交流セミナー （３月まで、 アクロス福岡など） 

県文連創立 20周年記念事業 「ふくおか芸術文化の祭典」 

県文連創立20周年記念式典 （ホテルニューオータニ博多） 
シンボルマーク発表

『県文連ふくおか』50号記念特集号発行

井原絹江・専務理事兼事務局長が就任
文化団体情報化検討委員会

県文連の三代目会長に貫正義・九州電力会長が就任
三代目理事長に宇田川宣人・元九州産業大学学長が就任

ホームページ全面更新

平成16　2004　４・１

　　　10・30～11・14

　　　　　　    ７～翌３

平成17　2005　５・26

平成19　2007　４・１

 　　　  ６・５

平成20　2008　２～12

　　　　　　　  11・10

平成21　2009　４・１

　　　　　　　 10～12

　　　　　  11・４～９

　　　　　　　  12

平成22　2010　１・27

平成23　2011　２・27

　　　　　　　  ５・29

平成24　2012　１・20

　　　　　　　  ４・１

　　　　　　　  ６・18

平成25　2013　10・1

「飛梅丸」
とびうめまる

とびうめ国文祭のマスコットキャラクター



福岡県文化団体連合会
〒812-0046  
福岡市博多区吉塚本町13-50
吉塚合同庁舎2階
TEL 092（643）2875　FAX 092（643）2876
ホームページ http://fukuokakenbunren.jp
電子メール jimukyoku@fukuokakenbunren.jp

　私も何か文化活動に参加してみたい。――そうお考えの方は、いつでも気軽に県文連に声を掛けてください。
ご希望に沿えるよう、地域別、分野別の団体や、特別個人会員などご紹介いたします。

　福岡県文化団体連合会では、福岡県の文化振興並びに文化活動を側面から支援していただく企業及び個人の賛
助会員（企業・団体１口：１万円、個人１口：５千円）を募集しています。この機会に、賛助会員として加入し
ていただき、新たな県民文化創造へ継続的にご支援、ご参加くださいますようお願いいたします。

私たちは県文連の活動を応援しています

ご入会歓迎

賛助会員

■ 企業団体会員

会報「県文連ふくおか」の送付（年 2回）

会報「県文連ふくおか」への賛助会員の掲載と紹介

その他、県文連主催行事、関係情報の提供
〈加入方法〉

賛助会員に
対する特典

1
2
3

福岡県文化団体連合会事務局
TEL.092-643-2875 に連絡ください。
おって手続き書類をお送りしますのでよろしくお願いいたします。

賛助会員の募集

（公財）アクロス福岡
アジア美術家連盟 日本委員会
飯塚信用金庫
（株）エルテックス・ヨシダ
（有）海鳥社
九州電力（株）
（公財）九州交響楽団
（株）九電工
九州茶道文化交流協会
九州旅客鉄道（株）
九州・アジアの歴史と文化を考える会
久留米運送（株）
西部ガス（株）
（株）JTB九州福岡支店
（株）如水庵

人生史サークル黄櫨の会
（株）西日本シティ銀行
西日本鉄道（株）
西日本プラント工業（株）
（公財）日本習字教育財団福岡事務所
（株）日本旅行福岡支店
（株）ピアノターミナル・ナカムラ
福岡県教育庁部課長会
福岡県教育庁参事・補佐会
（株）福岡銀行
福岡空港ビルディング（株）
福岡県信用保証協会
（公財）福岡県すこやか健康事業団
（NPO）文化ボランティアとびうめの会
（株）LIXIL シニアライフカンパニー
　　　　　　　　　　（50音順）

馬出九大
病院前駅

千代県庁口駅

九州大学
医学部附属病院


