
参加参加
無料無料

10:30 ～ 12:00
13:30 ～ 15:00

午前の部

午後の部

安中市文化センター

６つのプログラムからひとつ選んで体験しよう

小学３年生～中学３年生（県内在住・在学）

電話　①氏名 ②住所 ③電話番号 ④学年 ⑤希望するプログラムをお伝えください。
６月 14日（火）8:30　受付開始（定員になり次第終了）

群馬県教育文化事業団 事業支援課 TEL 027-243-7200

華道
定員各10人

美術（版画）
定員各10人

人形芝居
定員各９人

書道
定員各10人

写真
定員各10人

オーケストラ
楽器

定員13人

会　場

対　象

申込方法

問合せ・申込み先

子どもワークショップ

はじめての文化・芸術
ふれあい教室vol.7

2022

７月30日 土

※午後の部のみ

県民芸術祭参加事業
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56
不動産のあしたへ

花には水を人には愛を

上記事業の申込・問合せ

日時  ８月24日（水）　10:00～
会場  群馬会館　ホール
部門  作曲、オーケストラ楽器、ピアノ、声楽
応募資格  本県在住・在学・在勤又は本県出身者で20歳以上35
歳以下の者（2022年４月１日現在）
申込方法  参加申込書に必要事項を記入し、関係書類を群馬音楽
協会事務局へ送付。
申込期間  ６月１日（水）～７月４日（月）
※ 実施要項等詳細は、群馬音楽協会、又は事業団HPでご確認くだ

さい。

日時  ９月10日（土）　18:00
会場   県生涯学習センター　２階　プラネタリウムホール
出演  ピアノ：尾池祐香　フルート：北爪千尋
料金  無料（要申込）
定員  60名（申込多数の場合、抽選）　※未就学児入場不可
申込方法  往復はがき（１枚につき１名）に ①住所 ②氏名 ③年齢 
④電話番号 を記載し「星空コンサート係」あて送付ください。
※返信面には何も記入しないでください。
申込期限  ７月15日（金）　必着

第41回ぐんま新人演奏会公開オーディション

星空コンサート

文化課　TEL 027-224-3960　〒 371-0801　前橋市文京町２-20-22

応募部門  短歌、俳句、小説、評論・随筆、児童文学
※ 令和３年７月１日～令和４年６月30日の間に新聞、雑誌などに掲

載されたもの、又は印刷物として刊行されたものに限ります。

応募資格  ①令和４年６月30日現在、１年以上群馬県内に在住
している方 ②群馬県出身者で県内に在勤、在学し、文学活動を
行っている方
応募規定  短歌、俳句、詩…所定の原稿用紙（事業団HPからダウンロー

ドできます）短歌30首、俳句30句、詩５編
小説、評論・随筆、児童文学…掲載誌（字数制限なし）
※小説は応募時に５冊寄贈

※児童文学の童謡・童詩は３編

応募方法  郵送又は持参。作品と応募部門、住所、年齢、電話番
号を記載した用紙を同封してください。
応募作品は返却いたしません。
応募期限  ８月16日（火）　必着

賞   各部門１点ずつ群馬県文学賞を知事が授与し、副賞と
して10万円を贈呈

第60回 群馬県文学賞作品募集

第70回記念 群馬県写真展覧会  作品募集
部　門  第１部（自由）、第２部（風景）、第３部（ネイチャー）、第４部（群馬の魅力）、第５部（ペット）、第６部（ビギナー）

　　　　 第７部（ヤング）　◆新しくペット部門ができました。自慢の子たちのベストショットを出品してください。
受付日  ８月17日（水）～19日（金）　9:30～16:00

受付場所  県生涯学習センター　２階　会議室
応募資格  県内在住・在勤・在学者　　※応募要項等詳細は事業団HPでご確認ください。

第 59 回群馬県文学賞作品集

販 売 中

定価　B6版 本体1,000円＋税

ご希望の方はお問い合わせください。

北爪千尋尾池祐香



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

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

日時  ７月16日（土）　13:30～16:00
会場  県生涯学習センター　１階　多目的ホール
対象  高校生以上で舞台技術に興味のある方
定員  10名程度（先着）
申込方法  電話　　６月１日（水） 8:30～
　　　　メール　６月２日（木）～
　　　　①住所 ②氏名 ③電話番号 ④学校名（部活動）・職業

舞台技術講習会
各事業の申込・問合せ

篠笛教室義太夫教室
日時  全３回　８月７日（日）、21日（日）、28日（日）
 14:00～16:00
会場  沼田市役所　６階　コミュニティテラス 音楽スタジオ
講師  富澤優夏／篠笛・能管奏者
対象  小学４年生以上で伝統芸能に興味のある方
定員  10名程度（申込多数の場合、抽選）
参 加 費  無料（別途篠笛購入費用がかかります）
申込方法  電話又はメール　①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 
⑤所属団体名（所属があれば） ⑥篠笛経験歴（あれば）
⑦篠笛購入希望の有無
申込期間  ６月１日（水）～７月15日（金）正午12:00まで

日時  全３回　７月２日（土）　13:30～15:30
 ７月３日（日）　10:00～12:00/13:00～15:00
会場  赤城公民館　２階　和室
講師  鶴澤弥吉／（一社）義太夫協会会員
対象  伝統芸能に興味のある方
定員  10名程度（申込多数の場合、抽選）
参 加 費  無料（筆記用具、昼食各自）
申込方法  電話又はメール
①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤所属団体名（所属があれば）
申込期限  ６月15日（水）　正午12:00まで

県内の様々な民俗芸能・行事が簡単に検索できるサイトがリニューアル！スマホ対応になりました。
キーワードでの検索とカテゴリーを指定した検索、または地図のポイントから直接詳細ページを開くこともできます。
今回はマップの中から県指定の神楽を２つご紹介します。
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伝承地　榛名山町　榛名神社

榛名神社神代舞神楽は、男舞22座、巫
女舞14座の36座の演目があり、摺り足
を基本とし、無言で舞われる独特の神
楽です。おどけた要素はほとんど見ら
れず、宮廷神楽の系譜を継いでいると推測されています。
２月の神楽始式、５月の端午祭と神輿渡御祭で舞われるほかに、榛
名講による奉納などで舞われます。
平成15年県重要無形民俗文化財に指定されました。
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伝承地　北橘町下南室

下南室の赤城神社に奉納される神楽舞
は、東京都御嶽神社に伝わる神楽を受
け継いだ江戸神楽系です。明治16年神
官金子常陸介が神事芸能として取り入
れました。「式舞」「興舞」から構成されています。
渋川市指定重要無形民俗文化財。
興舞のうち「養蚕の舞」が他の地域には見られない群馬県ならでは
の舞として、県の重要無形民俗文化財に指定されています。

事業支援課
TEL 027-243-7200

E-mail:backup@gunmabunkazigyodan.or.jp

マップぐ ん ま 地 域 文 化

ぐんま伝統芸能
ワークショップ

ぐんま地域文化マップ

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。
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第46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。

６月
日 催し物 会　場 主　催

5月30日（月）～
  3日（金）

らんちたいむコンサート 高崎市役所 中２階ロビー 高崎市民音楽連盟

  4日（土） 第26回群馬県ソロコンサート 藤岡市みかぼみらい館 群馬県吹奏楽連盟

18日（土）
19日（日）

第50回大泉町文化協会
芸能展示発表会

洋泉興業大泉町文化むら 大泉町文化協会

22日（水）～
27日（月）

第69回連盟展 昌賢学園まえばしホール 群馬美術家連盟

７月
日 催し物 会　場 主　催

9日（土）～
8月28日（日）

第106回企画展
「戦国上州の刀剣と甲冑」

群馬県立歴史博物館 群馬県立歴史博物館

14日（木）
群馬県高等学校文化連盟
高校芸術祭音楽部門団体演奏会

群馬音楽センター
群馬県高等学校
教育研究会音楽部会

31日（日） 第62回群馬県合唱コンクール 伊勢崎市文化会館 群馬県合唱連盟

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期になる場合があります。事前に主催者等にご確認ください。

県内の文化芸術団体の方々が安心して催し物を開催できるよう感染防止用品を無料で
お貸ししています。

◆非接触型電子体温計……５本　　　◆飛沫防止パネル……10枚

お気軽にお問合せください。　文化課　TEL 027-224-3960

感染防止用品貸出中

事業団HP


