
森とオーケストラ実行委員会事務局（高崎青年会議所内）
TEL 027-361-7604
最新の情報は森とオーケストラ公式 HP（https://morioke.com）をご覧ください。

問合せ

受付期間
4/14 ～ 4/21
 申込フォーム▶

今年はあなたが
メイ指揮者
群馬交響楽団の指揮
者になって、演奏を
まとめる楽しさを感
じてください！

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
第3部　一緒に盛り上がろう
指揮／飯森範親  　
司会／鈴木美知瑠　
管弦楽／群馬交響楽団

20232023

12:00 開演12:00 開演（雨天中止）（雨天中止）４４//2929（土・祝）（土・祝）

群馬の森 群馬の森 大芝生広場特設ステージ大芝生広場特設ステージ

森森第44回第44回 オーケストラオーケストラと

事前申込制事前申込制

先着5,000名

県民芸術祭参加事業

2023／ 4・5
公益財団法人群馬県教育文化事業団

vol.90



56
不動産のあしたへ

花には水を人には愛を

撮影・録音・編集
のことなら

Tel027-251-8493

〒371-0843群馬県前橋市新前橋町12-3

撮影・録音・編集

各公演の出演者及び日程・曲目等については、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。

小中学生向けのワークショップ。文化や芸術の楽しさを気軽に
体験できます。
日 ７月23日（日）
会場  渋川市民会館
料金  無料（要申込）

子どもワークショップVol.8
「はじめての文化芸術ふれあい教室」

ぐんま新人演奏会の出演者を選出するためのオーディション。
県内の有望な新進演奏家に発表の機会を提供します。
日 ８月23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・在勤または出身者

第42回ぐんま新人演奏会オーディション

新人演奏会に出演した若手演奏家に
よる楽しいコンサートです。
日 ９月23日（土・祝）
会場  群馬会館　ホール
料金  無料（要申込）

グリーンコンサート

県内名流派のいけばな作品を一堂に
展示します。
日 10月７日（土）～10日（火）
会場  群馬県庁　県民ホール
料金  無料

第72回群馬県華道展

８月に行われるオーディションの合
格者によるクラシック・コンサート
日 11月23日（木・祝）
会場  藤岡市みかぼみらい館
　　 大ホール
料金  1,000円

第42回ぐんま新人演奏会

県茶道会６支部が茶席を設けて手前
を披露します。
日 10月22日（日）
会場   臨江閣・楽歩堂前橋公園日本

庭園和室
料金  未定

第69回群馬県大茶会

ぐんま新人演奏会に出演した若手演奏家
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16日（土）
会場  群馬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）

星空コンサート

自由、風景、花・ネイチャー、観光・
産業報道、動物・ペット、ビギナー、
ヤングの７部門の作品を県民から
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21日（木）～27日（水）
　　 9:00〜17:00（最終日15:00まで）
会場  群馬県庁　県民ホール　料金  無料

第71回群馬県写真展覧会

年間イベントガイド年間イベントガイド



レストラン 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

創 業 1 世 紀 の 歴 史 と 信 頼

株式会社 前橋大気堂

◎ たのめーる ◎ ぐーちょきパスポート
◎ QUOカード販売窓口 ◎ 群馬県共通バスカード

群馬県前橋市本町２丁目2-16
０２７－２３１－１６６１(代)
http://www.m-taikido.co.jp

ＰＣ･複写機･オフィス家具･文具等

日本画、洋画、彫刻、工芸の４部門
の作品を県民から公募し、入賞・入
選作品と県美術会員等の作品を展示
します。
日時  11月24日（金）～12月３日（日）
　　  9:30〜17:00（入館は16:30

まで）
会場  群馬県立近代美術館
料金  無料

漢字、かな、墨象、大字・詩文書、
篆刻の５部門の作品を県民から公募
し、入賞・入選作品と委員・委嘱作
家の作品を展示します。
日時  12月９日（土）～19日（火）
　　 １期：12月９日（土）〜13日（水）
　　 ２期：12月15日（金）〜19日（火）
 9:30〜17:00（入館は16:30まで）
会場  群馬県立近代美術館
料金  無料

第74回群馬県美術展覧会 第74回群馬県書道展覧会

令和５年度「群馬のふるさと伝統文化」
支援事業補助金

地域の伝統文化を継承していく活動を応援するための財政
的支援を行います。
支援対象  原則として、戦前発祥の地域の伝統文化
 例　伝統芸能のDVD化、伝統文化の復活
 　　はっぴの購入、獅子頭の修繕など
※問合わせ　３月中は、県文化振興課　TEL 027-226-2592

はじめての文化体験事業募集

県内で優れた文化芸術活動を行っている文化団体を小学校
や幼稚園などに派遣し、公演やワークショップ等を行いま
す。
募集期間  被派遣団体：４月中旬〜
 実施校：５月下旬〜
派 遣 先   原則として小学生以下を対象に、希望する県内

の幼稚園、保育園、児童館、子ども会、公民館、
小学校、学童クラブ、児童福祉施設、病院等

派遣期間  令和５年７月〜令和６年３月（予定）

文化創造の芽育成事業募集

県内で音楽、演劇、舞踊等の文化活動を行っている方々を
支援するため、公演企画を募集します。
募集期間  ５月上旬〜
募集公演数  ２公演
募集対象期間  令和５年９月〜令和６年１月（予定）

次世代育成文化部活動応援事業募集

県内の中学校・高校の文化部に講師を派遣します。よりレ
ベルの高い指導が体験できます。
募集期間  ４月中旬〜
募集校数  20校（予定）
実施期間  令和５年６月〜12月（予定）

　群馬県教育文化事業団では、文化芸術活動をしている方やこれから活動を始めよう

とする方を応援するため、文化芸術活動バックアップセンターとして活動しています。

　WEBサイトでは、群馬県ゆかりのアーティストの紹介など、みなさまの文化芸術活

動をバックアップする情報をお届けします。

　ぜひご利用ください。

事業支援課　TEL 027-243-7200　FAX 027-221-4082
　　　　　　E-mail : backup@gunmabunkazigyodan.or.jp

上記の募集に関するお問い合わせ

「ぐんま文化芸術活動バックアップセンター」WEBサイト

ぐんま文化芸術活動バックアップセンター

４月オープン
予定

バックアップ
センター

マッチング

情報発信

活動支援
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◆申込資格・条件

　１．親権者等（父母など）の住所が群馬県内にあること

　２．高等学校や専修学校高等課程に在学していること

　３．親権者等の所得金額が当事業団の基準以下であること

　４．連帯保証人１名（親権者等）を立てられること

◆募集期間

　令和５年４月11日（火）～令和５年５月11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。

　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

◆お問い合わせ先　在学している学校または奨学金課　TEL 027-243-0411

◆貸与金額

区分 国公立 私立

月額奨学金 18,000円 30,000円
自宅外月額加算
5,000円あり

入学一時金 50,000円 100,000円 入学時1回限り

第47回県民芸術祭参加・協賛事業　催し物情報
　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。

４月
日 催し物 会　場 主　催

 ３日（月） 沼須人形芝居公演（砥石神社春季祭礼奉納公演） 沼田市沼須町農事研修所 沼須人形芝居保存会あけぼの座
 ９日（日） 第79回直派若柳流美登利会舞踊公演 昌賢学園まえばしホール 直派若柳流　美登利会
 ９日（日） 邦楽春の祭典2023 高崎市文化会館 NPO法人三曲合奏研究グループ
15日（土） 古馬牧の人形浄瑠璃公演　 中止 —— 下牧人形芝居保存会

15日（土）〜
６月18日（日）

第119回企画展「新進気鋭の作家たち―阿部智里・如月かず
さ・武内涼・友井羊の世界―」 県立土屋文明記念文学館 県立土屋文明記念文学館

23日（日） 三国脇往還白井宿第30回彌酔の句会 渋川市子持老人福祉センター 三国脇往還白井宿彌酔の句会実行
委員会

29日（土・祝） 第46回全日本おかあさんコーラス群馬県大会 メガネのイタガキ文化ホール
伊勢崎 群馬県合唱連盟

29日（土・祝） 第44回森とオーケストラ 群馬の森・大芝生広場特設ステージ 森とオーケストラ実行委員会
29日（土・祝）〜

５月７日（日） 第10回吉岡町美術作家作品展 吉岡町文化センター 吉岡町美術作家作品展実行委員会

５月
日 催し物 会　場 主　催

14日（日） 第13回フレッシュコンサート 藤岡市みかぼみらい館 藤岡市民音楽連盟
21日（日） 第32回ふるさとに唄う心の歌謡曲 伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ 群馬県作詩作曲家協会
21日（日） 第74回三曲合奏春季演奏会 高崎市文化会館 群馬三曲協会

※催し物は中止または延期になる場合がありますので、事前に主催者等にご確認ください。

令和５年度　令和５年度　高等学校等奨学金　定期採用第一次募集のご案内高等学校等奨学金　定期採用第一次募集のご案内
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。


