2022 ／

4 ・5

vol.84

公益財団法人群馬県教育文化事業団

県民 芸 術
術祭
祭 参加
参加事業

第43回

森とオーケストラ

今年はあなたが
メイ指揮者

みんなで作った楽器を

群馬交響楽団の指揮者に

持ってきてオーケストラ

なって、演奏をまとめる

と一緒に演奏しよう♪

楽しさを感じてください！

楽器の作り方はこちら

一緒に演奏しよう

プログラム
第1部

オーケストラ演奏

第2部

あなたもメイ指揮者
一緒に演奏しよう

指揮／永峰大輔
司会／鈴木美知瑠
管弦楽／群馬交響楽団

事前申込制

４ 29（金・祝） 12:00開演
群馬の森

大芝生広場特設ステージ

先着3,000名
受付期間
4/15〜4/22
申込フォーム▶

森とオーケストラ実行委員会事務局
（高崎青年会議所内）
問合せ

TEL 027-361-7604
最新の情報は森とオーケストラ公式 HP（http://morioke.com）をご覧ください。

年間イベントガイド
子どもワークショップ Vol.７
はじめての文化芸術ふれあい教室

第70回記念群馬県写真展覧会
県民を対象とした写真の公募展。自由、風景、ネイチャー、
群馬の魅力、ペット、ビギナー、ヤングの７部門
（予定）の作
品を公募し、入賞・入選作品と委嘱作
家の作品を展示します。
日時 ９月23日
（金・祝）〜27日
（火）

9:00〜17:00（最終日13:00まで）
県民ホール

会場 群馬県庁
料金 無料

文化や芸術の楽しさを気軽に体験できます。

グリーンコンサート

日 ７月30日
（土）
会場 安中市文化センター
料金 無料
（要申込）

ＴＢＳこども音楽コンクール

新人演奏会に出演した新進気鋭の若手演奏家による親しみの
あるコンサートです。
全国規模の小中学生を対象とした TBS の公開放送番組・子ど
も音楽コンクールの地区大会です。

日 ９月24日
（土）
会場 群馬会館 ホール

日 ８月８日
（月）
会場 昌賢学園まえばしホール

料金 無料
（要申込）

料金 無料

第41回ぐんま新人演奏会「オーディション」

第71回群馬県華道展覧会
県内24流派のいけばな作品を一堂に展示します。
日時 10月７日
（金）
〜10日
（月・祝）

10:00〜16:00
前期：10月7日
（金）
・８日
（土）
後期：10月９日
（日）
・10日
（月・祝）
会場 群馬県庁 県民ホール
料金 無料

第68回群馬県大茶会
演奏会の出演者を選出するためのオーディション。群馬県の
有望な新進演奏家に発表の機会を提供し、本県の音楽文化の
向上を図ります。
日 ８月24日
（水）
会場 群馬会館 ホール

【部門】オーケストラ楽器、作曲、ピアノ、声楽
【対象】本県在住・在学・在勤又は本県出身者
（2022年４月１日現在：20歳以上35歳以下）

県茶道会６支部と県内高校茶道部が
茶席を設けて、点前を披露します。
日 10月23日
（日）
料金 未定
会場 伊勢崎市文化会館

ぐんま伝統歌舞伎の祭典

星空コンサート
ぐんま新人演奏会に出演した若手音楽
家によるコンサート。星と音楽のハー
モニーをお楽しみください。
日 ９月10日
（土）
会場 県生涯学習センター

プラネタリウムホール
料金 無料
（要申込）

県内に残る伝統歌舞伎や子ども歌舞伎の公演です。
日 10月23日
（日）
会場 吉岡町文化センター
料金 無料
（要申込）

各公演の出演者及び日程等については、都合により変更または中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

第41回ぐんま新人演奏会

第10回 GUNMAマンガ・アニメフェスタ
マンガ・４コマまんが・アニメーション・イラストの４つの
部門で作品を募集するほか、マンガやアニメに関するワーク
ショップやイベントの実施を予定しています。
日 令和５年２月11日
（土・祝）
・12日
（日）
会場 群馬県庁 県民ホール・群馬会館 ホール
料金 無料

昨年度受賞作品

オーディションに合格した若手音楽家によるクラシッ
ク・コンサートです。
日時 11月23日
（水・祝） 13:00
会場 藤岡市みかぼみらい館
料金 1,000円

大ホール

第73回群馬県美術展覧会

（小学生）
マンガ部門最高賞・大賞（一般） イラスト部門ワコム大賞・大賞
「マタニティサーチ」榛野あるく
「芸術家」えだまめ

県民を対象とした美術の公募展。日本画、洋画、彫刻、工芸
の４部門の作品を公募し、入選入賞作品と県美術会員等の作
品を展示します。
日時 11月25日
（金）
〜12月４日
（日）

9:30〜17:00（入館は16:30まで）

4コマまんが部門大賞
「ゆいと君
（白髪染め）」
ちいつからたし

料金 無料
会場 群馬県立近代美術館

昨年度受賞作品を
HP で公開中▶

第73回群馬県書道展覧会

アニメーション部門大賞
「マンガガールズ」ケドモン

アーカイブ配信情報

県民を対象とした書道の展覧会。漢字、かな、墨象、大字・
詩文書、篆刻の５部門の作品を公募し、入選入賞作品と委員・
委嘱作家の作品を展示します。
日時 12月11日
（日）
〜21日
（水）

１期：12月11日
（日）〜15日
（木）
２期：12月17日
（土）〜21日
（水）
9:30〜17:00（入館は16:30まで）
料金 無料
会場 群馬県立近代美術館

「声優トークライブ !!」
声優の梶原岳人さん、高橋花林さん出演。お仕事につい
てのトークや過去受賞したマンガ作品の朗読などお楽し
みいただけます。
YouTube「GUNMA マンガ・アニメフェスタ」
にてアーカイブを配信予定！

上記事業の問合せ

群馬県教育文化事業団 TEL 027-224-3960
〒371-0801

前橋市文京町２-20-22

URL：https://www.gunmabunkazigyodan.or.jp

不動産のあしたへ

54
不動産の無料査定と相続
お気軽にご依頼下さい。

事業団 HP

創業1世紀の歴史と信頼
◎ たのめーる
◎ QUOカード販売窓口

◎ ぐーちょきパスポート
◎ 群馬県共通バスカード

レストラン

ＰＣ･複写機･オフィス家具･文具等 群馬県前橋市本町２丁目2-16
０２７−２３１−１６６１(代)
株式会社
http://www.m-taikido.co.jp

前橋大気堂

伊万利ダイン

前橋市文京町2-20-22 群馬県生涯学習センター別館
TEL.027-224-1693

第46回県民芸術祭参加・協賛事業
県民芸術祭は多くの県民の皆様が、文化芸術活動に積極的に参加できるよう支援するとともに、優れた芸術鑑賞の機会を提供
することにより、個性豊かな新しい県民文化の育成・創造を目指す文化芸術の祭典です。

令和４年３月12日現在

４月

５月
第73回三曲合奏春季演奏会

沼須人形芝居公演 ( 砥石神社春季祭礼奉納公演 )
15日 日

開演／13:00 入場料／無料
会場／沼田市沼須町農事研修所
主催／沼須人形芝居保存会あけぼの座

３日 日

開演／11:00予定 入場料／無料
会場／高崎市文化会館 大ホール
主催／群馬三曲協会

※新型コロナウイルス感染防止のため、変更になる場合がありますのでご了解願
います。

邦楽春の祭典2022
開演／13:00 入場料／無料
会場／高崎市文化会館 大ホール
主催／NPO 法人三曲合奏研究グループ

高等学校等奨学金
定期採用第一次募集のご案内

10日 日

第78回直派若柳流美登利会公演
開演／13:30 入場料／2,000円
会場／昌賢学園まえばしホール 大ホール
主催／直派若柳流 美登利会

古馬牧の人形浄瑠璃公演
15日 金

群馬県教育文化事業団では、学習意欲がありながら経済的理
由により修学が困難な方に、奨学金を無利子で貸与しています。

中止

会場／みなかみ町下牧公民館
主催／下牧区・下牧人形芝居保存会

三国脇往還白井宿第30回彌酔の句会
17日 日

中止

会場／渋川市子持老人福祉センター
主催／三国脇往還白井宿彌酔の句会実行委員会

第43回森とオーケストラ

◆申込資格・条件
１ 父母またはこれに代わる人 ( 親権者等 ) の住所が群馬県内に
あること。
２ 高等学校または専修学校の高等課程に在学していること。
３ 学習意欲がありながら、経済的理由で修学が困難であること。
４ 連帯保証人２名(親権者等及び別生計の人)を立てられること。

開演／12:00 入場料／無料
（事前申込）
会場／群馬の森 大芝生広場特設ステージ
主催／森とオーケストラ実行委員会
（高崎青年会議所内）

◆募集期間
令和４年４月12日 ( 火 )〜令和４年５月12日 ( 木 )
在学している学校に申込書類等を提出してください。

第45回全日本おかあさんコーラス群馬県大会

◆貸与金額

29日 金・祝
開演／13:30予定 入場料／500円
会場／渋川市民会館 大ホール
主催／群馬県合唱連盟

第９回吉岡町美術作家作品展
29日 金・祝 〜 10:00〜17:00（29日 13:00〜、最終日 16:00まで）
入場料／無料
５月８日 日
会場／吉岡町文化センター
主催／吉岡町美術作家作品展実行委員会

群馬県ビルメンテナンス協同組合
（一社）群馬県ビルメンテナンス協会
TEL 027-288-0551

FAX 027-288-0550

区

分

国公立

私立

月額奨学金

18,000円

30,000円

入学一時金

50,000円

100,000円

自宅外月額加算
5,000円あり
入学時１回限り

詳しくは、事業団ホームページをご覧ください
https://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/syougakukin
問 在学している学校または群馬県教育文化事業団
奨学金課 TEL 027-243-0411

એ܆ĆሃݙĆ၂ୠ
のことなら

ビルメンテナンス協同組合は、施設建物及び付
帯の周辺施設の清掃等の環境整備、設備機器の
運転、保守点検業務、建物の防災、セキュリ
ティーに対する警備業務等、建物に関するあら
ゆる業務に対応しており、快適・安全・安心な
環境の提供を使命としています。建物維持管理
についてのご相談等ございましたら、当組合の

Ufm138.362.95:4

専門家集団がその知識と技術を駆使し対応いた
します。お気軽にお問い合わせください。

〒371-0843 群馬県前橋市新前橋町12-3

アーカイブ配信情報

絆アートライブ in 館林

@Elisa Chayama

【第１部】

【出演】
華道家：塚越応駿

華道と音楽のコラボレーション
【第２部】

ピアノ：大平桂子
マリンバ：村田恵子

クラシックコンサート
【第３部】

ヴァイオリン：松橋瑞穂
（伴奏：髙木直樹）
クラシックバレエ：Studio Pantomima（桐生洋舞連盟）

クラシックバレエと音楽のコラボレーション

出演者によるコメント
華道家

塚越 応駿

３部構成となる第１部は音楽と花の共演。ヴァイオリン、ピアノ、マリンバの演奏に合わせてのいけばなパフォーマンス。
幅広い世代の方に楽しんでいただこうとクラシックからアニメソングまでバラエティーに富んだ曲目が選ばれました。
遠くからでも目を引くよう、前半はダリアを中心とした鮮やかな色彩で花を構成し、ススキなどを用いて館林の里沼の風景を取り入
れつつ、後半は白塗りの枝やユリを加えていき、最終的にはクリスマスカラーの作品としました。
それぞれの曲調に合わせて花をいけることは難しくもあり大変刺激のある試みでした。
２部、３部の音楽とバレエの舞台に花を添えることができ、得難い経験となりました。

マリンバ奏者

村田 恵子

Studio Pantomima 主宰 天沼

地元である館林で、このような素晴らしい企画に携われたこ

真江

コロナ禍の気持ちの落ち着かない時期ではございましたが、

とを大変嬉しく思います。華道とのコラボレーションでは、創

群馬県教育文化事業団の皆様と演奏家の皆様のお力添えで、ク

られていく作品を間近に感じながら、美しく彩られていくス

リスマス前に塚越応駿先生の壮大なお花を前に、思い出深く素

テージで演奏することができ、とても貴重な経験でした。バレ

敵な時間を過ごす事ができました。私たちダンサーにとって、

エとのコラボレーションでは、息づかいや立ち振る舞いなど、

楽器の生の音と共に、空間を奏でるコラボレーションの舞台は

指先の動きに至るまでの繊細な動きを初めて知り、演奏に通ず

最高の幸せの１つであり、私自身も現役時代、数々の心に残る

るものがあると、大変勉強になリました。終演後、お客様より

コラボレーションの舞台を経験しておりましたので、とても貴

有難いお声をたくさん頂き、今後の活力を頂きました。コロナ

重な素晴らしい場をもって頂けました事、感謝の気持ちでいっ

禍の中、開催にあたりご尽力くださった皆様に心より感謝申し

ぱいです。

あげます。

YouTube「ぐんまアーツ」にて４月下旬より配信予定です。

ぐんまアーツ YouTube チャンネル YouTube「ぐんまアーツ」で検索！
群馬県教育文化事業団の YouTube チャンネルです。事業団の主催事業などを視聴することができます。県内各文化芸術団体が制作した動画
も本チャンネルにて配信いたしますので、お問い合わせください。
問合せ 群馬県教育文化事業団 文化課

TEL 027-224-3960

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC7K̲-7DXgdbG2olP9C1feA

H P https://gunmabunkazigyodan.or.jp
Mail bunkaka@gunmabunkazigyodan.or.jp

群馬県教育文化事業団では、令和４年度から地域
の文化振興活動を支援することを目的に「バック
アップセンター」を事業団内につくります。
地域の大切な文化を継承している文化団体や文化
施設の皆様と一体となり、群馬県の魅力発信に努
めていきます。
今までと変わらぬ連携や協力をお願いします。

感染防止用品お貸しします

ワクチン接種後のお役立ち情報
新型コロナワクチンに関する相談先

県内の文化芸術団体の皆様が安心して催し物が
できるよう「非接触型電子体温計(５本)」と
「飛沫防止パネル
（10枚）
」の無料貸出を行って
います。お気軽にお問い合わせください。
文化課 ☎027-224-3960

編集 発行

公益財団法人群馬県教育文化事業団

ワクチン接種後に、
体に異常があるとき

ワクチン接種全般に
関するお問い合わせ

ワクチンを受けた医療機
関やかかりつけ医、市町
村や都道府県の窓口

市町村の窓口

新型コロナワクチン
厚労省HP

〒 371-0801 前橋市文京町 2-20-22 TEL.027-224-3960
令和４年３月24日発行

