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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

▼最新情報はこちら

第10回第10回GUNMAGUNMAマンガマンガ・・アニメフェスタアニメフェスタ
２月11日（土・祝）・12日（日）　群馬県庁・群馬会館

1111日（土・祝） 10:00〜16:00日（土・祝） 10:00〜16:00 1212日（日） 10:00〜15:00日（日） 10:00〜15:00

●入賞・入選作品展示
●ぐんコミ（同人誌即売会）

●入賞・入選作品展示
●ぐんコミ（同人誌即会）

●声優トークイベント★
●コスプレ

● �『アニメーションプロデュー
サー福島祐一氏に聞く！』★

●授賞式
●コスプレ

●痛車展示●痛車展示

マンガ部門
最高賞・大賞（一般）

「月のきれいな夜の話」
さくみ

イラスト部門
ワコム大賞・大賞（高校生）

「咲いてしまう」
♪myu♪

アニメーション部門
「ひとつのお弁当」

かめりここ
４コマまんが部門

「子供」
ノブクン

Twitter

HP

県庁・県民ホール 県庁・県民ホール

県庁・ビジターセンター

群馬会館 群馬会館

屋　外 屋　外

令和４年度 大賞作品

２月４日（土）〜17日（金）
入賞・入選作品をHPにて公開

群馬AIRアートプロジェクト2022　成果発表展
アーティストからみた群馬の魅力
　AIRアートプロジェクトは、2022年よりアートの力で群馬を元気にする“アーティ

スティックGUNMA”の実現のため、アーティスト支援、地域振興、アート教育・体験

の好循環を目指して始動しました。AIRとは、アーティスト・イン・レジデンス（Artist 

In Residence）の略称で、アーティストが慣れ親しんだ日常から距離を置き、新たな

環境のなかで一定期間を生活し、リサーチや作品制作を行うことで、世界中で実施さ

れている取り組みです。

　新たにスタートした〈AIRアートプロジェクト〉には、現代アート、写真、陶芸など

さまざまな分野で活動する５人の若手アーティストが参加し、県内アーティストレジ

デンスを拠点に、リサーチ活動や滞在制作を行いました。

　本展では、５人のアーティストがレジデンスでの経験を元に発展させた成果作品を

紹介します。アーティストは、私たちが普段気づかないような、その土地の歴史や文化、

自然環境、物語に触発され、また地域の人々との交流から刺激、アイデア、インスピレー

ションを得て作品を制作しています。それぞれの滞在場所や時間、環境を越えて、アー

ティストの視点から表現される群馬の魅力と、柔軟な発想で作りあげられたアート作

品との出会いをお楽しみください。

江上越
（現代美術）

小野澤弘一
（陶芸）

佐藤令奈
（絵画）

山本千愛
（現代美術）

頭山ゆう紀
（写真）

参加作家

２月21日（火）〜26日（日）　群馬県立近代美術館

★は事前申込制。詳細はHPをご覧ください。

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。



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

日時  ２月26日（日）　15:00開演
会場  洋泉興業大泉町文化むら
出演  指揮：円光寺雅彦
 雅楽器演奏とおはなし：東儀秀樹
曲目  ボロディン/だったん人の踊り
 プッチーニ/誰も寝てはならぬ
 東儀秀樹/ I am with you　ほか
料金  全席指定　Ｓ席 4,000円　A席 3,000円
 未就学児入場不可
問 洋泉興業大泉町文化むら　TEL 0276-63-7733

第60回群馬県文学賞受賞記念講演

令和４年度の受賞者４名の方のうち３名の方の講演を行います。
短歌
井田　建 氏　　受賞作品「季節のなかで」（30首）
　　　　　　　 講演「短歌の小宇宙」
詩
清水　静子 氏　受賞作品「この場所」（他４編）
　　　　　　　 講演「書くための私の工夫」
随筆
三輪　途道 氏　受賞作品「祈りのかたち」
　　　　　　　 講演「続祈りのかたち 榛名神社の随神像について」

日時  ２月11日（土・祝）　13:30～15:00
会場  群馬県立土屋文明記念文学館　研修室
定員  先着100名（参加無料）
申込  電話または来館
問 群馬県立土屋文明記念文学館　TEL 027-373-7721
　 高崎市保渡田町2000

第60回記念群馬県文学賞作品集予約受付中

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。

◆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

◆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

◆募集時期
　定期一次採用　　　４月中旬～５月中旬
　定期二次採用　　　８月下旬～９月中旬
　中学生予約採用　　11月上旬～11月下旬
　緊急採用　　　　　随時

　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奨学金課　TEL 027-243-0411創設60周年を迎えた群馬県文学賞。

選考委員による寄稿も掲載された特別版です。
２月中旬発行予定

定価　B６版1,500円（税込み）
問 文化課　TEL 027-224-3960

円光寺雅彦
ⓒK.Miura

東儀秀樹
ⓒAyako Yamamoto

日時  ２月11日（土・祝）　14:00開演
会場  富岡市かぶら文化ホール
出演  指揮：園田隆一郎　ピアノ：小林愛実
曲目  ロッシーニ/歌劇《泥棒かささぎ》序曲
 ショパン/ピアノ協奏曲 第２番 ヘ短調 作品21　ほか
料金  全席指定
 一般 3,000円（当日3,500円）　
 高校生以下 1,500円（当日2,000円）
 未就学児入場不可
問 富岡市かぶら文化ホール
　 TEL 0274-60-1230

県民音楽のひろば　富岡公演
群馬交響楽団クラシックコンサートin富岡

県民音楽のひろば　大泉公演
群響プレミアムアフタヌーン
シンフォニック・サウンド～東儀秀樹の世界～

日時  ３月５日（日）　14:00開演
会場  榛名文化会館（エコール）
出演  指揮・おはなし：茂木大輔　
 管弦楽：群馬交響楽団
曲目  ロッシーニ/歌劇《ウィリアム・テル》序曲
 ベートーヴェン/交響曲 第６番 ヘ長調「田園」　ほか
料金  全席指定　一般 1,500円　大学生以下 1,000円
 未就学児入場不可
問 榛名文化会館　TEL 027-374-5001

県民音楽のひろば　高崎公演
やさしいクラシック音楽会
山・森・嵐～自然から生まれた音楽たち～

茂木大輔

令和５年度 高等学校等奨学金貸与事業のご案内

園田隆一郎 ⓒFabio Parenzan

小林愛実 ⓒMakoto Nakagawa
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当事業団の主催事業をはじめ、県内の各文化芸術団体が制作した動画も配信。自宅にいながら文化芸術に触れられる機会を提
供しています。ぜひ、ご覧ください。

ぐんまアーツ

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。

２月
日 催し物 会　場 主　催

 ４日（土） 第28回渋川バンドフェスティバル 渋川市民会館 渋川市教育委員会（渋川バンド
フェスティバル実行委員会）

 ５日（日） 八城人形浄瑠璃城若座定期公演（スプリングフェスティバル参加） 松井田文化会館 八城人形浄瑠璃城若座保存会

16日（木）～18日（土） 第43回群馬県歌人クラブ短歌作品展　 中止 —— 群馬県歌人クラブ

25日（土）・26日（日） 令和４年度地域文化フェスティバル（吾妻地域圏） バイテック文化ホール
（中之条町文化会館）

群馬県教育文化事業団
（群馬県文化協会連合会）

25日（土）・26日（日） 令和４年度地域文化フェスティバル（利根沼田地域圏） 利根沼田文化会館 群馬県教育文化事業団
（群馬県文化協会連合会）

３月
日 催し物 会　場 主　催

５日（日） 第32回ふるさとに唄う心の歌謡曲　 ５月21日（日）に延期 伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ 群馬県作詩作曲家協会

10日（金）～12日（日） 第45回群樹展 県庁県民ホール 日本盆栽協会群馬県支部連合会

12日（日） 第47回利根沼田伝承古典芸能祭 利根沼田文化会館 利根沼田文化会館（利根沼田伝承
古典芸能祭実行委員会）

25日（土）～27日（月） 前橋市文化協会創立40周年記念のつどい 昌賢学園まえばしホール 前橋市文化協会

26日（日） 次世代に継ぐ！表現プロジェクト「歌曲の午後12
～ベル・エポック音楽と演劇で綴る愛と祈りの歌～」 高崎芸術劇場 Elm歌曲研究会

26日（日） 第29回みらい音楽広場　 中止 —— みらい音楽広場実行委員会

26日（日） 群馬大正琴友の会安中支部　第22回ザ・ブルースカイコンサート 安中市文化センター 群馬大正琴友の会

※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。

群馬県教育文化事業団　動画情報配信サイト


