
▶入 場 料 全席自由　一般1,000円
 　　　　　高校生以下500円（未就学児入場不可）
▶チケット発売日 ９月23日（金・祝） 9：00～
▶チケット取扱 美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）
 営業時間　9:00～22:00（火曜休館）
 チケット専用電話　TEL.0277-22-9999
▶お問い合わせ 公益財団法人群馬県教育文化事業団　TEL.027-224-3960
※本事業は「新型コロナウイルス感染症に係る県主催イベント等実施ガイドライン」に則って開
催いたします。事前の検温・手指の消毒・マスクの着用等にご協力をお願いいたします。

日1.15

黒崎 裕子（ピアノ）

奥澤 秀人
元シルク・ドゥ・ソレイユ 

（アクロバットパフォーマー）

村田 恵子（マリンバ）

塚越 応駿（華道家）

安藝 美雪（フルート）

白石 あゆ美
元Ｋバレエカンパニー 
（プリンシパル）

山邊 光二（作曲・ピアノ） 丸木一巧（クラリネット）

Studio Pantomima（桐生洋舞連盟）
総合演出・振付・指導　天沼 真江

1部 ／ 音楽と映像のコラボレーション

2部 ／ 華道と音楽のコラボレーション

3部 ／ クラシックバレエと音楽のコラボレーション

美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）
桐生市織姫町2-5　TEL.0277-40-1500

2023

13：00開演 （12：15開場）

～ アートで紡ぐ 日本遺産のまち桐生の絆 ～

Program

◆ 動物の謝肉祭より「白鳥」／C.サン・サーンス
◆ 映画「アラジン」より 
　ア・ホール・ニュー・ワールド／A.メンケン
◆ 八木節／山邊光二 編曲　ほか

文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業
（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）
「JAPAN LIVE YELL project」「JAPAN LIVE YELL project」

2022／10・11
公益財団法人群馬県教育文化事業団

vol.87



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

ぐんま伝統歌舞伎の祭典ぐんま伝統歌舞伎の祭典

歌舞伎化粧体験

10月23日（日）　吉岡町文化センター ホール

11月12日土 13:30〜15:00　藤岡市みかぼみらい館　ギャラリー
参加費  無料（要申込）
講　師  市川鏡十郎社中　 定　員  先着10名程度（小学４年生以上の方）
その他  汚れてもいい服装で、飲みもの、水泳キャップ、タオルをお持ちください
申込方法  電話またはメール　①住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④電話番号 ⑤所属芸能団体名（あれば）

　　　　　TEL 027-243-7200  E-mail：backup@gunmabunkazigyodan.or.jp

12:45開演（12:15開場）
歌舞伎講座「時代物浄瑠璃の世界−観劇のための予備知識−」（約60分）
　　　　　  講師：安保博史（群馬県立女子大学文学部国文学科教授）

群馬県伝統歌舞伎保存協議会
「菅

す が

原
わ ら
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手
て
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鑑
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　四段目　寺
て ら

子
こ

屋
や

の場
ば

」（約60分）

午前の部・午後の部　各先着500名

往復はがき（１枚につき１名）
往信　表面　〒371-0801　前橋市文京町２-20-22
　　　　　　群馬県教育文化事業団　事業支援課「ぐんま伝統歌舞伎の祭典」係
　　　裏面　申込者の①住所　②氏名　③電話番号　④希望の部（午前・午後・両方）を記入
返信　表面　申込者の宛先
　　　裏面　何も記入しないでください（こちらで必要事項を記載し、返信します）

10月14日（金）　定員になり次第締め切り
※新型コロナ感染拡大防止のため、飲食物等の販売はいたしません。また、会場内での食事はご遠慮ください。

上記事業のお問い合わせは　事業支援課　TEL027-243-7200

午前の部

◆定　　員
◆申込方法

◆申込期限

午後の部

10:30開演（10:00開場）
渋川子ども歌舞伎（渋川市）

「絵
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　十段目　尼
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ヶ
が
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閑
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の場
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」（約70分）

入場無料

歌舞伎役者のように自分で歌舞伎メイクをしてみませんか。

伝統芸能ワークショップ



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

昨年度の県民芸術祭の記録を
PDFにまとめました。
ぜひご覧ください。

日時  10月15日（土）　14:00開演
会場  伊勢崎市境総合文化センター　大ホール
出演  指揮：大井剛史　ヴァイオリン：周防亮介
曲目  〜オール・モーツァルトプログラム〜
ディヴェルティメント ニ長調 K. 136
ヴァイオリン協奏曲第３番 ト長調 K.216
交響曲第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」
料金  全席指定　一般 3,000円
 高校生以下 1,200円
問 伊勢崎市境総合文化センター
 TEL 0270-76-2222

令和３年度第45回県民芸術祭報告集

県民音楽のひろば境公演
群馬交響楽団オータムコンサート in SAKAI
〜秋のモーツァルト〜

８月に行われた公開オーディションに合格した10名による演奏会
日時  11月23日（水・祝）　13:30開演
会場  藤岡市みかぼみらい館　大ホール　料金  1,000円

第41回ぐんま新人演奏会

第１部　佃康史と邦楽仲間×高校生の共演
　　　　「さくら」「世界に一つだけの花」ほか
　　　　出演  佃康史 佃美代子 小林太郎 杉浦充
 県立館林女子高校筝曲部
第２部　みなかみの人形芝居公演
　　　　「傾城阿波の鳴門　順礼歌の段」
　　　　出演  下牧人形芝居保存会吉田座
第３部　みなかみの朗読×邦楽×映像の融合
　　　　「てじろのさる」
　　　　「花さかじいさんがそのごどうなったか知りたいのかい？」
　　　　出演  宮㟢りえ子　原澤和美
 （民話と紙芝居の家かたり座てまり）
日時  10月８日（土）　13:00開演（12:30開場）
会場  曹洞宗　大峰山　嶽林寺（みなかみ町月夜野）
料金  全席自由　一般 2,000円　高校生以下 1,000円
　　 ※未就学児入場不可
◆チケット
窓口販売　みなかみ町観光協会　TEL 0278-62-0401
電話予約（当日支払い）　教育文化事業団文化課　TEL 027-224-3960

みなかみ
邦楽×人形芝居×朗読　アートライブ

令和５年４月に高等学校等へ進学予定の中学３年生で、経済的理由に
より修学が困難な方に無利子で奨学金を貸与します。

◆募集期間　11月１日（火）〜25日（金）
◆対 象 者　 親権者等が群馬県内に在住し、当事業団が定める採用基

準に該当する生徒です。

◆貸与される奨学金（令和５年４月から卒業まで）
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

◆貸与方法　３か月ごとに本人口座に振り込みます。
　　　　　　（第１回貸与は５月下旬の予定）
　　　　　　※ 「入学準備貸付制度」を利用すると、高校入学前の３

月中に第１回貸与を受けられます。
◆申込方法　 在学している中学校から申込書類を受け取り、募集期間

内に中学校へ提出してください。

問 在学している学校または奨学金課
 TEL 027-243-0411
 https://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/syougakukin

中学３年生の皆さんへ
高等学校等奨学金「中学予約募集」のご案内

大井剛史　ⓒK.Miura

周防亮介　ⓒAkiraMuto

お問合せは　文化課　TEL027-224-3960

日時  11月25日（金）～12月４日（日）
　　  9:30〜17:00（入場は16:30まで）
会場  県立近代美術館　料金  無料

第73回群馬県美術展覧会

日時  10月10日（月・祝）
　　 ①10:00〜10:30　②13:00〜13:30
会場  かたや（中之条町西中之条818）
定員  各10名（先着）　料金  無料
申込方法  電話（文化課 TEL 027-224-3960）

AIRエデュケーションプログラム in 中之条
対話型アート鑑賞ラボ×佐藤令奈
滞在制作成果展　対話型鑑賞会

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。



令和４年９月22日発行

公益財団法人群馬県教育文化事業団 　〒 371-0801 前橋市文京町 2-20-22
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編集 発行

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。

10月
日 催し物 会　場 主　催

２日（日） 第58回群馬県吟剣詩舞道大会 藤岡市みかぼみらい館 群馬県吟剣詩舞道総連盟

7日（金）〜10日（月・祝） 第71回群馬県華道展 群馬県庁県民ホール（北） 群馬県華道協会

８日（土）〜12月25日（日） かこさとしの世界　だるまちゃんもからすのパンやさんも大集合！ 群馬県立館林美術館 群馬県立館林美術館

８日（土）〜11月27日（日） 第107回企画展「上野三碑の時代」 群馬県立歴史博物館 群馬県立歴史博物館

９日（日） 第41回群馬県邦楽協会定期公演 昌賢学園まえばしホール 群馬県邦楽協会

15日（土） 令和４年度八城人形浄瑠璃城若座定期公演（ふるさと秋祭り参加） 八城西住民センター 八城人形浄瑠璃城若座保存会

16日（日） 第54回邦楽と舞踊の会 高崎市文化会館 群馬三曲協会

16日（日） 第66回群馬県合唱祭 藤岡市みかぼみらい館 群馬県合唱連盟

23日（日） 第68回群馬県茶道会「大茶会」 伊勢崎市文化会館 群馬県茶道会

27日（木）〜11月２日（水） 第28回群馬県高等学校総合文化祭　書道専門部大会 高崎シティギャラリー 群馬県高等学校文化連盟（書道専門部）

30日（日） 群馬大正琴友の会高崎支部第９回会員の集い 高崎市市民活動センター 群馬大正琴友の会

11月
日 催し物 会　場 主　催

１日（火）〜６日（日） 第45回ぐんま県人物画展 群馬県生涯学習センター 群馬県人物画協会

２日（水）〜８日（火） 第28回全国創作こけし美術展in渋川 渋川市民会館 渋川市教育委員会生涯学習課

４日（金）〜６日（日） 第69回沼田市文化祭 テラス沼田・利根沼田文化会館ほか 沼田市教育委員会

６日（日） チャリティーコンサート 藤岡市みかぼみらい館 藤岡市民音楽連盟

８日（火）・９日（水） 第44回渋川北群馬小中学校児童生徒音楽会 渋川市民会館 渋川北群馬教育研究会音楽研究部

10日（木） 群馬県高等学校文化連盟高校芸術祭個人演奏会 昌賢学園まえばしホール 群馬県高等学校教育研究会音楽部会

11日（金）、13日（日） 第28回群馬県高等学校総合文化祭　演劇専門部大会県大会 伊勢崎市境総合文化センター 群馬県高等学校文化連盟（演劇専門部）

12日（土）・13日（日） 邑楽町民文化祭 邑楽町中央公民館 邑楽町文化協会

12日（土）・13日（日） 第41回千代田町文化祭 コスメ・ニスト千代田町プラザ 千代田町文化協会

19日（土） 10th Anniversary Stage「Pieces of A-ile〜10年の軌跡〜」 玉村町文化センター ミュージカル劇団A-ile

20日（日） 安中市文化協会松井田支部創立30周年記念公演 安中市松井田文化会館 安中市文化協会松井田支部

20日（日） 第79回温故和楽会定期演奏会 昌賢学園まえばしホール 温故和楽会

20日（日） 第60回高崎新人演奏会 高崎芸術劇場 高崎市民音楽連盟

20日（日） 第69回高崎市民音楽祭 高崎芸術劇場 高崎市民音楽連盟

23日（水・祝） 第23回尻高人形定期公演 高山村西地区屋内ゲートボール場 尻高人形錦松会

23日（水・祝） 第18回日本舞踊公演 群馬音楽センター （公社）日本舞踊協会群馬県支部

26日（土） 第16回群馬オペラ協会公演喜歌劇「こうもり」 昌賢学園まえばしホール （一社）群馬オペラ協会

※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。

事業団HP


