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2012年  奨励賞受賞

今日の、とりわけ若手音楽家を取り巻く環境は益々

厳しく、自立への道程は平坦ではありません。それ

故に、若い芽のような団体の社会的意義は益々重

要なものとなっています。 明日の若い芽の発掘、育

成が今後も継続することは、一音楽家として喜びに

堪えません。会の更なる発展を願っています。

尾形 大介 （おがた　だいすけ）

高橋 優介 （たかはし　ゆうすけ）

井後 優弥 （いご　ゆうや）

今田　篤 （いまだ　あつし）

有働 里音 （うどう　りおん）

中村友希乃 （なかむら　ゆきの）

福田　亨 （ふくだ　とおる）

井出崎 優 （いでさき　ゆう）

北垣　彩（きたがき　あや）

2014年  奨励賞受賞

この度は10周年おめでとうございます。今回の芸術

祭に出演させて頂けて嬉しいです。いつも応援して

下さりとてもありがたく思っております。今回も素晴ら

しい演奏家の方々との共演の機会を作って頂きあり

がとうございます。今からとても楽しみです。

2016年  奨励賞受賞

この度は10周年、まことにおめでとうございます。若

い芽を育てる会に支えていただきながら日々を過ご

させておりますことに感謝の念をこめ、また、思い出

の地、下関を再び訪れることができることに喜びを

感じながら、演奏を披露させていただきます。

2017年  奨励賞受賞

この度は10周年の記念演奏に出演できること大変

喜ばしく思います。私は2017年にオーディションを受

け、その時に頂いた奨学金によって経済的な心配を

することなく音楽に没頭することができ、大変感謝し

ております。留学で学んだ経験を生かしてより良い

演奏が奏でられるよう精進していきたいです。

2019年  牛尾シズエ特別賞受賞

この度、10周年記念若い芽芸術祭に出演させて頂

けること大変光栄に思います。審査会では下関の皆

様にあたたかく迎えていただき、音楽を通しての出

会いは私の宝物になりました。若い芽の私達を支え

て下さる皆様に心からのお礼の気持ちを込めて、演

奏させていただきます。

2019年  牛尾シズエ特別賞受賞

10周年おめでとうございます！このようなお祝いの

演奏会で、また下関の皆様の前で演奏させて頂ける

ことをとても嬉しく思います。今年は、ドイツでの演奏

会が決まっていたり、国内外での活動も積極的にし

てまいります。頂いたチャンスを大事にして、これか

らも精進いたします。

2011年  牛尾シズエ特別賞受賞

私が皆様と出会いをさせて頂いてから早、約７年が

経とうとしております。クラシカルサクソフォンの音色

と魅力を伝える私の活動において、背中を後押しし

て頂き、また温かくも演奏会にも足をお運び頂く皆様

に感謝の思いでいっぱいです。これからも山口県で

の活動とご縁を大切に精進して参ります。

2014年  牛尾シズエ特別賞受賞

若い芽を育てる会10周年、本当におめでとうござい

ます…！地元山口でいつも暖かく見守って下さるこ

の会に励まされ、今も音楽活動ができております。

今回もこうして出演させていただけること、本当に嬉

しいです。いつもの感謝の気持ちを込めて演奏した

いと思います。

2018年  奨励賞受賞

貴会のご支援のお陰で留学生活を滞りなく始めるこ

とができました。今回は10周年という記念すべき式

典にお招き頂き、大変感謝しております。この素晴ら

しいご活動が末永く続きますよう、心よりお祈り申し

上げます。

音楽、美術、演劇、映像、その他芸術文化に関わる意義深い諸活

動において、受賞の有無を問わず活動１０年未満の個人を対象と

した毎年国内外からの応募者の審査、表彰を行い、新進気鋭の

若者たちの活動を支援しています。

2017年度授賞式

若手芸術家支援事業について

ガラス工芸

テラコッタ造形

絵 画
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宮木志江奈 （みやき　しえな）

松浦　孝 （まつうら　たかし）

西尾 侑夏 （にしお　ゆうか）

藤田 卓也 （ふじた　たくや）

2010年  奨励賞受賞

10周年誠におめでとうございます。若い芽初代の受

賞者として始まりました私のキャリアは、おかげさま

で幹へと成長させていただけたと思います。芸術に

携わる者として今後もより枝を張り葉をつけ実をつ

け、また、新しい芽の肥やしとなっていければと思い

ます

野々村彩乃 （ののむら　あやの）

坂井 里衣 （さかい　りえ）

藤井 麻美 （ふじい　あさみ）

中川 郁文 （なかがわ　いくみ）

2014年  奨励賞受賞

この度は10周年本当におめでとうございます！この

会で出会った方と今でも一緒にコンサートをしたり、

会の皆様には本当に長く応援していただいたり、素

敵なご縁を沢山頂きました。若い芽を育てる会の今

後の益々のご発展を祈ってます！

2012年  牛尾シズエ特別賞受賞

平成24年、友人が「若い芽を育てる会」のことを教え

てくれた事がきっかけで、特別賞を頂くことができま

した。多くの方との出会いがあり、あたたかい励まし

のお言葉を頂いたからこそ、今色々な事にチャレン

ジできています。ありがとうございます

2018年  牛尾シズエ特別賞受賞

若い芽を育てる会の皆様には心から感謝しておりま

す。帰国したての頃受験し、皆様から頑張って！と

温かく背中を押していただいたように感じ、気持ちを

新たに精進して行きたいと力強く歩んでくる事が出

来ました。感謝を忘れず今後も進んでいきたいと思

います。

2019年  奨励賞受賞

音楽家は地味な職業です。ドレスを着てスポットを浴

びるのは一瞬、ほとんどの時間は楽譜と向き合い、

地道に取り組み続けるばかりです。それが生きた音

楽となり、人の心に届き、希望に笑顔になるために。

私たちの活動を10年も支援してくださって本当にあり

がとうございます。

2019年  スポンサー賞受賞

たくさんの人々に作品を見ていただき、そして私の

作品に対する思いをお披露目させていただけたこと

大変感謝しております。これからも若い芽を育てる

会の皆様に楽しんでいただけるような作品を目指

し、より一層制作に励みたいと思います。

2011年  奨励賞受賞

10周年おめでとうございます。芸術と人を慈しむ会

員の皆様の温かな心が集まり生まれた「若い芽」の

存在は、芸術の道を歩む者にとって心強い支えで

す。この会に出会えた事に感謝しております。多くの

人々に愛される会として、さらなる発展を祈願いたし

ます。

2017年  スポンサー賞受賞

私が初めてこの会に参加したのはまだ大学生の頃

でした。若い芽のスタッフの方々に沢山励まして頂き

とても勇気付けられたことを今でも強く記憶に残って

おり、活動の原動力となっております。若い芽と共に

これからも情熱を持って表現、そして活動していこう

と思います。

ワークショップ

山口鷺流狂言
地域文化の衰退著しい昨今、若い人たちが芸術・文

化の道に進むことを目指しにくくなっています。若い

芽を育てる会の継続的な応援は大きな勇気となりま

す。これからも若い芽を育ててください。

米本 太郎 （よねもと　たろう）

狂言師／昭和57年山口市生まれ。
東京藝術大学音楽学部邦楽科卒。
幼少期より山口鷺流狂言保存会に
所属。米ケンタッキー州センター大
学の他、全国各地で公演を行う。
山口県芸術文化振興奨励賞他受賞。

楽描きワークショップ

武田 充生 （たけだ　みつお）

彫刻家／2007年、東京芸術大学彫
刻科卒業。<主な受賞歴>第26回
UBEビエンナーレ(現代日本彫刻
展)島根県立石見美術館賞、山口
県下関市芸術文化振興奨励賞、ド
デカ妖怪造形大賞グランプリ他

『芸術は続けていくことが大切』これはアートで身を

立てている先輩方が口を揃えておしゃっている言葉

です。継続は力なりと申しますが、10 年という長きに

渡り若手に手を差し伸べてくれる存在。彼らが一斉
に芽吹く瞬間が近づいているのかもしれません。

いつか光輝く原石を見守る喜び

１０周年記念として「若い芽芸術祭」を開催できるこ

ととなり、応援して下さったすべての皆様に感謝申し

上げます。人の心を動かす・磨けば光る“原石”を発

掘し、光輝いていく姿を見守っていく喜びは、ときめ

きです。今回のイベントに、快く参加してくれる若人

の心意気と高い芸術力に感動しています。素晴らし

い２日間となり、皆様があふれん

ばかりの笑顔になられることを確

信しております。

水内　知子

ＮＰＯ法人
芸術・文化 若い芽を育てる会

理事長

この10年の歩みの中で、下関というこの土地で、

様々な若者達のドラマがありました。「芸術」と共に

歩む事がどういう事か、若い芽の活動を通して、私

自身も深く考えさせられます。この時代に、志を持つ

次世代の若者が、芸術分野の未来は明るい！と感

じる活動を、若い芽と一緒に考え続ける事で、光を

見出したいと私は思っています。この活動に関わる

全ての方々の10年の時の重みに、心からの尊敬と

感謝の意を表します。10周年おめでとうございます。

川田健太郎 （かわだ けんたろう）

東京藝術大学音楽学部附属音楽
高等学校、チャイコフスキー記念国
立モスクワ音楽院本科卒。
ロームミュージックファンデーション
海外派遣奨学生。現在、名古屋芸
術大学、白梅学園大学、各講師

下関から全国、世界に羽ばたく“文化・芸術に携わる

若い人たち”の支えとなることを願ってあっという間

に10年が経ちました。毎年、様々な分野での応募を

いただき審査員一同、厳選して若い芽を選出してき

ました。応募された方々の熱い思いや素晴らしい技

術、そして才能が育っていく様を目の当たりに見てき

ました。今後も微力ながら素晴らしいアーティストた

ちの後押しをさせていただけることに感謝し支援して

いければと思います。

川野裕一郎（かわの ゆういちろう）

東京藝術大学油画専攻卒業、東亜
大学デザイン学部デザイン学科教
授、東京セントラル美術館絵画大
賞展優秀賞、上野の森美術館大賞
展優秀賞他受賞多数。その他個
展、グループ展多数

特別出品者　東亜大学教授

10周年に寄せて
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周年記念

「若い芽を育てる会」では、年に一度有望な若手の表

彰を行なうなかで、国内外で活躍する芸術家をこれまで

多数輩出してきました。このたび創立10周年を期し、

歴代の受賞者が一堂に会します。

会場いっぱいに設置したキャンバスに子供たちが自由

に描く「楽描き」や、伝統芸能の世界を子供たちに体

験できる山口鷺流狂言などのワークショップ。

川田健太郎演出で、世界のロンド・舟唄などの多彩な曲

目で構成されたコンサート。大きなキャンバスに描かれ

た絵画やテラコッタ造形の美しい彫刻、前衛的なガラス

工芸などの美術展示など、日頃あまりふれることのな

い芸術の世界を小さな子供から大人まで「観て・聴い

て・体験できる」 企画を多数用意いたしました。

育ちゆく「若い芽たち」の“現在”

活動10年の集大成！

「若い芽を育てる会」は、音楽、美術、演劇、その他文化活動を行っ

ている新進気鋭の若者を支援するNPO法人です。本会は、芸術活

動が特にその初期において、精神的支援はもちろんの事、物理的

な支援も併せてさまざまな支援を必要とすることを考慮し、若き芸

術家たちが社会で活動できる機会を拡げようとするものです。若き

芸術家たちの育成や交流によって、豊かな文化と温かい人間的な

つながりを持った地域社会が形成され、そこから芸術家の若い芽

たちが世界を目指し、育っていく事を願っています。

「若い芽を育てる会」は、音楽、美術、演劇、その他文化活動を行っ

ている新進気鋭の若者を支援するNPO法人です。本会は、芸術活

動が特にその初期において、精神的支援はもちろんの事、物理的

な支援も併せてさまざまな支援を必要とすることを考慮し、若き芸

術家たちが社会で活動できる機会を拡げようとするものです。若き

芸術家たちの育成や交流によって、豊かな文化と温かい人間的な

つながりを持った地域社会が形成され、そこから芸術家の若い芽

たちが世界を目指し、育っていく事を願っています。

後　援
下関市、下関市教育委員会、下関市文化連合会、公益財団法人下関市文化振興財団
一般財団法人山口県国際総合センター、一般財団法人下関21世紀協会

朝日新聞社、読売新聞西部本社、毎日新聞社、山口新聞社、Ｊ：ＣＯＭ下関、コミュニティエフエム下関

3
令和2年

海峡メッセ下関 １Ｆ 

山口県下関市豊前田町3丁目3番1号  （山口県国際総合センター）

入場料

080-5626-2010　
ＮＰＯ法人　芸術・文化若い芽を育てる会

主催

（中学生以下無料）

問合せ

1,000円各日

※ワークショップ、コンサートを通じて、いずれか一日にご入場いただけます。

展示見本市会場

１０時～

１０時３０分～

１４時～

開会式
楽描きワークショップ
コンサート
みんな知ってる変奏曲～恋の歌尽くし

１０時～

１１時３０分～

１４時～

楽描きワークショップ 作品完成

狂言ワークショップ
コンサート
変奏曲・ロンドで世界をまわる～恋の歌尽くし

28土

29日

出演者

演奏

出品者

美術

宮木志江奈

ガラス工芸

松浦　孝

テラコッタ造形

西尾侑夏

絵 画

川野裕一郎

絵画

福田　亨

サクソフォン

28
29

野々村彩乃

ソプラノ

28
29

藤井麻美

メゾソプラノ

28
29

中川郁文

ソプラノ
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北垣　彩

チェロ

28
29

井出崎優

サクソフォン

28
29

藤田卓也

テノール

29
川田健太郎

ピアノ

28
29

高橋優介

ピアノ

28
29

今田　篤

ピアノ

28
29

中村友希乃

ヴァイオリン

28
29

有働里音

ヴァイオリン

28

井後優弥

ピアノ

28

尾形大介

ピアノ

28

坂井里衣

ソプラノ

28
29

○内は出演日

※両日とも展示

楽描きワークショップ／武田允生

山口鷺流狂言／米本太郎

ワークショップ

28
29

29

180字

会長挨拶

150字

コメント等

90字

内容紹介

80字略歴

120字
コメント

80字事業紹介
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