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。

企 画・実 施
県内の文化団体、文化施設、学識経験者等の代表者及び行政関係者により
組織する運営委員会が、各団体等の主体性を尊重して事業内容を決定し、
平成30年4月から平成31年3月まで県内各地の文化施設等で開催します。

県民

事業体系
参加事業：県域的・広域的に行われる事業で、先進的な文化芸術に取り組
む活動、生活文化や地域文化・伝統文化等に取り組む活動等、芸術性を追
求し、個性豊かな県民文化の形成を図り、その振興や継承に努める事業の
うち、県民芸術祭運営委員会で承認されたものを参加事業とします。

平成30年度
第42回

平成31年度 第43回県民芸術祭参加・協賛事業の申込方法
申込期間

●文化芸術創造事業
先進的な文化芸術活動を通して、本県の文化芸術の創造に寄与する事
業。
●芸術鑑賞機会提供事業
公演や展示を通して、芸術鑑賞の機会を提供し、文化芸術の普及発展に
寄与する事業。
●文化振興継承事業
本県の特色ある生活文化や伝承文化等の継承発展を図る活動や人材育
成のための活動等を通して、文化の振興に寄与する事業。

平成30年12月１日㈯ー平成31年１月31日㈭
申込方法

芸
術

所定の様式に必要事項を記入の上、申込期間内にご提出ください。

※様式は、
（公財）群馬県教育文化事業団のホームページからダウンロードできます。

申込み・お問い合わせ
公益財団法人群馬県教育文化事業団 文化課
〒371-0801 前橋市文京町2-20-22
TEL. 027-224-3960 FAX. 027-221-4082
URL. http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/

●顕彰事業
本県の文化振興に貢献された方々を顕彰する事業。

祭

10 月〜３月
主催

協賛事業：地域で行われる事業で、先進的な文化芸術に取り組む活動、生
活文化や地域文化・伝統文化等に取り組む活動等、個性豊かな地域文化の
形成を図り、その振興や継承に努める事業のうち、県民芸術祭運営委員会
で承認されたものを協賛事業とします。

第42回県民芸術祭運営委員会
群馬県・公益財団法人群馬県教育文化事業団
関係市町村・関係市町村教育委員会・各文化施設

●文化芸術創造事業
先進的な文化芸術に取り組む活動の中で、個性豊かな地域文化の形成に
努める事業。
●芸術鑑賞機会提供事業
公演や展示を通して、芸術鑑賞の機会を提供し、地域文化の普及発展に
寄与する事業。

主催
第39回県民芸術祭運営委員会
群馬県
公益財団法人群馬県教育文化事業団
関係市町村
関係市町村教育委員会
各文化施設

●文化振興継承事業
地域に根づいた生活文化や伝統文化等の継承発展を図る活動や住民が
主体的に参加する活動等を通して、地域の文化の振興に寄与する事業。

■会場／昌賢学園まえばしホール
■主催／群馬県高等学校文化連盟
■入場料／無料

９

群馬県文化奨励賞表彰式

■会場／群馬県庁昭和庁舎 正庁の間
■主催／群馬県
群馬県の文化振興・発展に、特に顕著な功績のあった団体・個人を顕彰

小中学校伝統芸能教室 人形芝居 尻高人形保存会

10:20 〜 11:35
■会場／高山村立高山小学校 ■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・
ぐんま人形芝居連絡協議会・高山村教育委員会 ■入場料／無料
小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本の伝統文
化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養う

9/19（水）
・20（木） 両日とも 13:00 〜
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬県教育文化事業団
■入場料／全席自由 500 円（１日券）
文化庁と東京国立近代美術館フィルムセンターにより提供された、映像芸術
の原点となる昭和の時代に製作された映画の上映会

19 〜 ベイシア文化ホール名画鑑賞会
「監督と女優が織りなす名作映画傑作選」

19

〜

小中学校伝統芸能教室
下牧人形芝居保存会吉田座

未定
■会場／みなかみ町内小学校
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・ぐんま人形芝居連絡協議会・み
なかみ町教育委員会 ■入場料／無料
小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本の伝統文
化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養う

9月 September

美術｜音楽｜舞踊｜芸能｜演劇｜映画｜文芸｜総合

10/18（木）〜 24（水）
■会場／高崎シティギャラリー ■主催／群馬県高等学校文化連盟
■入場料／無料
美術工芸：県内高校生の美術・工芸作品を展示。次年度の全国高校文化祭の
出品作品を選定
書
道：県内各校がテーマを決めて作品を展示。次年度の全国高校文化祭
の出品作品を選定
写
真：県内高校生の写真作品を展示。次年度の全国高校文化祭の出品作
品を選定

18

〜

高校芸術祭 美術工芸 書道 写真 合同作品展

※事業名、日時、会場など都合により変更される場合があります。 ※各公演の詳細は、主催団体にお問い合わせください。

第42回県民芸術祭

県民映画劇場「藤崎誠監督まち映画上映会Ⅱ」
9:30 〜 16:40
■会場／昌賢学園まえばしホール
■主催／群馬県吟剣詩舞道総連盟
■入場料／無料
県内 27 団体の会員による吟詠、詩舞、剣舞等の発表会

高校芸術祭 音楽 個人演奏会

10月 october

13:00 〜
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬県教育文化事業団
■入場料／無料
16 ミリ映写機を使った群馬県ゆかりの題材を使った上映会

第 54 回群馬県吟剣詩舞道大会

７

第 34 回劇団ザ・マルク・シアター自主公演

第 69 回群馬県華道展

28

11/6（火）〜 8（木） 6 日 14:00 〜 15:30 7 日 10:30 〜 15:30
8 日 10:30 〜 15:30
■会場／渋川市民会館 ■主催／渋川市教育委員会・北群馬郡教育委員会
連絡協議会・渋川・北群馬教育研究会
■入場料／無料
渋川・北群馬全小中学校 (29) 校による合唱発表

〜

10/19( 金 ) 〜 22( 月） 10:00 〜 17:00
■会場／群馬県庁昭和庁舎 ■主催／群馬県華道協会 ■入場料／無料
群馬県内30流派会員のいけばな作品を一堂に展示し、華道文化の普及振興を図る

10/24（水）〜 11/4（日） 9:30 〜 16:30
■会場／富岡市立妙義ふるさと美術館
■主催／富岡市・富岡市教育委員会・妙義山写真コンテスト実行委員会
■入場料／無料
妙義山の自然及び周辺の風景、風俗、習慣、行事等を題材にした写真の公募展

第 40 回渋川・北群馬小中学校児童生徒音楽会

６

県民音楽のひろば 伊勢崎境公演

第 20 回妙義山写真コンテスト

〜

10/6( 土）
・7( 日） ６日 18:00 〜 ７日 13:00 〜
■会場／伊勢崎市境総合文化センター ■主催／劇団ザ・マルク・シアター
■入場料／全席自由 1,500 円
劇団ザ・マルク・シアターによる自主公演

20

13:30 〜 15:45
■会場／藤岡市みかぼみらい館
■主催／藤岡市民音楽連盟
■入場料／全席自由 500 円
ピアノ、声楽（ソロ・合唱）
、ギター、オーケストラ、アンサンブル等のクラ
シック演奏会

４

第 23 回チャリティーコンサート

文化の日

３

11/3（土・祝）
・4（日）
■会場／安中市文化センター ■主催／群馬県高等学校文化連盟
■入場料／無料
地区大会で勝ち抜いた高校による関東大会出場を決める演劇コンクール

〜

高校芸術祭 演劇 県大会

11/2（金）〜 4（日） 9:30 〜 16:30（4 日は 15:30）
■会場／沼田市中央公民館他
■主催／沼田市・沼田市教育委員会・沼田市文化協会 ■入場料／無料
沼田市文化協会加盟団体会員と市内に事務所を有する団体の会員等による
作品の展示と舞台発表

２

〜

第 65 回沼田市文化祭

11月 November
28

〜

10/28（日）〜 11/4（日） 9:00 〜 17:00
■会場／群馬県生涯学習センター
■主催／群馬県人物画協会
■入場料／無料
群馬県人物画協会会員及び一般公募の人物画作品を展示

第 42 回ぐんま県人物画展

13:00 〜 16:00
■会場／八城西住民センター（安中市松井田町）
■主催／八城人形浄瑠璃城若座保存会 ■入場料／無料
安中市松井田町に伝わる三人遣いの人形芝居 ( 市重要無形文化財 )

〜

６

第 97 回企画展「上毛かるた」
（仮称）

第 40 回渋川・北群馬小中学校児童生徒音楽会
平成 30 年度城若座操人形芝居定期公演
（ふるさと秋まつり参加）

18:30 〜 20:30
■会場／伊勢崎市境総合文化センター
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・伊勢崎市・伊勢崎市公共施設管理
公社
■入場料／全席自由 一般 2,500 円、高校生以下 1,200 円
群馬交響楽団による演奏会を県内各地の文化施設で実施

〜

15

24

18:00 〜
■会場／群馬大学荒牧キャンパス
■主催／群馬大学・群馬県教育文化事業団 ■入場料／無料（要予約）
群大荒牧キャンパスにおいて人形芝居を上演する
出演：下牧人形芝居保存会吉田座

13:30 〜 15:45
■会場／藤岡市みかぼみらい館
■主催／藤岡市民音楽連盟
■入場料／全席自由 500 円
ピアノ、声楽（ソロ・合唱）
、ギター、オーケストラ、アンサンブル等のクラ
シック演奏会

10/6（土）〜 12/9（日） 9:30 〜 17:00
■会場／群馬県立歴史博物館 ■主催／群馬県立歴史博物館
■入場料／未定
誕生から 70 年を迎えた上毛かるた。群馬県で育った者であれば子どもから
大人まで誰もが読み札を答えられるほど親しまれています。かるた及び上毛
かるたの歴史、登場する事柄を取り上げ紹介

６

11:00 〜 18:00
■会場／高崎市文化会館 ■主催／群馬三曲協会、高崎邦楽舞踊協会
■入場料／無料
群馬三曲協会と高崎邦楽舞踊協会による合同発表会

第 64 回群馬県大茶会

第 52 回邦楽と舞踊の会

21

12:00 〜 17:00
■会場／下仁田町文化ホール ■主催／下仁田町文化協会 ■入場料／無料
下仁田町文化協会に所属している団体の芸能発表会

群大で観る人形芝居

23

第 23 回チャリティーコンサート

４

第 38 回群馬県邦楽協会定期公演

第 39 回下仁田町町民文化祭音楽芸能発表会

10/21（日）
・28（日）
■会場／群馬県立藤岡中央高等学校 ■主催／群馬県高等学校文化連盟
■入場料／無料
関東高校囲碁選手権群馬県大会団体戦（10 月 21 日）
、個人戦（10 月 28 日）

11/3（土・祝）
・4（日）
■会場／安中市文化センター ■主催／群馬県高等学校文化連盟
■入場料／無料
地区大会で勝ち抜いた高校による関東大会出場を決める演劇コンクール

７

10:00 〜 19:30
■会場／藤岡市みかぼみらい館 ■主催／群馬県合唱連盟
■入場料／全席自由 500 円
県内の合唱団体による合唱曲の発表会

10:00 〜 15:00
■会場／臨江閣（前橋市） ■主催／群馬県茶道会
■入場料／３席 2,000 円 １席 700 円
県茶道会６支部と県内高校茶道クラブが茶席を設けてお点前を披露

第 62 回群馬県合唱祭

高校芸術祭 囲碁 関東高校囲碁選手権群馬県大会

高校芸術祭 演劇 県大会

11:00 〜 16:30
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬県邦楽協会・上毛新聞社
■入場料／全席自由 1,000 円
県内８支部の会員が、十数演目を披露する演奏会

11/6（火）〜 8（木） 6 日 14:00 〜 15:30 7 日 10:30 〜 15:30
8 日 10:30 〜 15:30
■会場／渋川市民会館 ■主催／渋川市教育委員会・北群馬郡教育委員会
連絡協議会・渋川・北群馬教育研究会
■入場料／無料
渋川・北群馬全小中学校 (29) 校による合唱発表

14

高校芸術祭 囲碁 関東高校囲碁選手権群馬県大会

10/13（土）〜 12/16（日）
■会場／金島公民館 他 ■主催／渋川市・渋川市教育委員会・渋川市文化協会
■入場料／無料
渋川市文化協会の所属団体による舞台発表と総合作品展

10:00 〜 15:00
■会場／臨江閣（前橋市） ■主催／群馬県茶道会
■入場料／３席 2,000 円 １席 700 円
県茶道会６支部と県内高校茶道クラブが茶席を設けてお点前を披露

文化の日

平成 30 年度渋川市民総合文化祭

高校芸術祭 音楽 個人演奏会

平成 30 年度渋川市民総合文化祭

第 64 回群馬県大茶会

21

〜

11/2（金）〜 4（日） 9:30 〜 16:30（4 日は 15:30）
■会場／沼田市中央公民館他
■主催／沼田市・沼田市教育委員会・沼田市文化協会 ■入場料／無料
沼田市文化協会加盟団体会員と市内に事務所を有する団体の会員等による
作品の展示と舞台発表

〜

７

〜

18:30 〜 20:30
■会場／伊勢崎市境総合文化センター
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・伊勢崎市・伊勢崎市公共施設管理
公社
■入場料／全席自由 一般 2,500 円、高校生以下 1,200 円
群馬交響楽団による演奏会を県内各地の文化施設で実施

３

第 65 回沼田市文化祭

13

■会場／昌賢学園まえばしホール
■主催／群馬県高等学校文化連盟
■入場料／無料

13

10/21（日）
・28（日）
■会場／群馬県立藤岡中央高等学校 ■主催／群馬県高等学校文化連盟
■入場料／無料
関東高校囲碁選手権群馬県大会団体戦（10 月 21 日）
、個人戦（10 月 28 日）

11:00 〜 16:30
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬県邦楽協会・上毛新聞社
■入場料／全席自由 1,000 円
県内８支部の会員が、十数演目を披露する演奏会

県民音楽のひろば 伊勢崎境公演

20

〜

10/13（土）〜 12/16（日）
■会場／金島公民館 他 ■主催／渋川市・渋川市教育委員会・渋川市文化協会
■入場料／無料
渋川市文化協会の所属団体による舞台発表と総合作品展

群馬県文化奨励賞表彰式

第 38 回群馬県邦楽協会定期公演

10/19( 金 ) 〜 22( 月） 10:00 〜 17:00
■会場／群馬県庁昭和庁舎 ■主催／群馬県華道協会 ■入場料／無料
群馬県内30流派会員のいけばな作品を一堂に展示し、華道文化の普及振興を図る

２

第 62 回群馬県合唱祭

９

７

群大で観る人形芝居

10/6（土）〜 12/9（日） 9:30 〜 17:00
■会場／群馬県立歴史博物館 ■主催／群馬県立歴史博物館
■入場料／未定
誕生から 70 年を迎えた上毛かるた。群馬県で育った者であれば子どもから
大人まで誰もが読み札を答えられるほど親しまれています。かるた及び上毛
かるたの歴史、登場する事柄を取り上げ紹介

23

■会場／群馬県庁昭和庁舎 正庁の間
■主催／群馬県
群馬県の文化振興・発展に、特に顕著な功績のあった団体・個人を顕彰

第 97 回企画展「上毛かるた」
（仮称）

第 69 回群馬県華道展

11月 November

14

小中学校伝統芸能教室 人形芝居 尻高人形保存会

10/6( 土）
・7( 日） ６日 18:00 〜 ７日 13:00 〜
■会場／伊勢崎市境総合文化センター ■主催／劇団ザ・マルク・シアター
■入場料／全席自由 1,500 円
劇団ザ・マルク・シアターによる自主公演

18:00 〜
■会場／群馬大学荒牧キャンパス
■主催／群馬大学・群馬県教育文化事業団 ■入場料／無料（要予約）
群大荒牧キャンパスにおいて人形芝居を上演する
出演：下牧人形芝居保存会吉田座

第 34 回劇団ザ・マルク・シアター自主公演

第 20 回妙義山写真コンテスト

〜

13:00 〜
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬県教育文化事業団
■入場料／無料
16 ミリ映写機を使った群馬県ゆかりの題材を使った上映会

10/28（日）〜 11/4（日） 9:00 〜 17:00
■会場／群馬県生涯学習センター
■主催／群馬県人物画協会
■入場料／無料
群馬県人物画協会会員及び一般公募の人物画作品を展示

第 39 回下仁田町町民文化祭音楽芸能発表会

６

〜

10:20 〜 11:35
■会場／高山村立高山小学校 ■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・
ぐんま人形芝居連絡協議会・高山村教育委員会 ■入場料／無料
小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本の伝統文
化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養う

10月 october

19 〜 県民映画劇場「藤崎誠監督まち映画上映会Ⅱ」

24

9/19（水）
・20（木） 両日とも 13:00 〜
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬県教育文化事業団
■入場料／全席自由 500 円（１日券）
文化庁と東京国立近代美術館フィルムセンターにより提供された、映像芸術
の原点となる昭和の時代に製作された映画の上映会

10/24（水）〜 11/4（日） 9:30 〜 16:30
■会場／富岡市立妙義ふるさと美術館
■主催／富岡市・富岡市教育委員会・妙義山写真コンテスト実行委員会
■入場料／無料
妙義山の自然及び周辺の風景、風俗、習慣、行事等を題材にした写真の公募展

ベイシア文化ホール名画鑑賞会
「監督と女優が織りなす名作映画傑作選」

第 42 回ぐんま県人物画展

12:00 〜 17:00
■会場／下仁田町文化ホール ■主催／下仁田町文化協会 ■入場料／無料
下仁田町文化協会に所属している団体の芸能発表会

小中学校伝統芸能教室
下牧人形芝居保存会吉田座

第 54 回群馬県吟剣詩舞道大会

〜

28

19

〜

11:00 〜 18:00
■会場／高崎市文化会館 ■主催／群馬三曲協会、高崎邦楽舞踊協会
■入場料／無料
群馬三曲協会と高崎邦楽舞踊協会による合同発表会

未定
■会場／みなかみ町内小学校
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・ぐんま人形芝居連絡協議会・み
なかみ町教育委員会 ■入場料／無料
小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本の伝統文
化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養う

9月 September

28

10:00 〜 19:30
■会場／藤岡市みかぼみらい館 ■主催／群馬県合唱連盟
■入場料／全席自由 500 円
県内の合唱団体による合唱曲の発表会

10/18（木）〜 24（水）
■会場／高崎シティギャラリー ■主催／群馬県高等学校文化連盟
■入場料／無料
美術工芸：県内高校生の美術・工芸作品を展示。次年度の全国高校文化祭の
出品作品を選定
書
道：県内各校がテーマを決めて作品を展示。次年度の全国高校文化祭
の出品作品を選定
写
真：県内高校生の写真作品を展示。次年度の全国高校文化祭の出品作
品を選定

第 52 回邦楽と舞踊の会

高校芸術祭 美術工芸 書道 写真 合同作品展

〜

平成 30 年度城若座操人形芝居定期公演
（ふるさと秋まつり参加）

9:30 〜 16:40
■会場／昌賢学園まえばしホール
■主催／群馬県吟剣詩舞道総連盟
■入場料／無料
県内 27 団体の会員による吟詠、詩舞、剣舞等の発表会

18

15

※事業名、日時、会場など都合により変更される場合があります。 ※各公演の詳細は、主催団体にお問い合わせください。

美術｜音楽｜舞踊｜芸能｜演劇｜映画｜文芸｜総合

13:00 〜 16:00
■会場／八城西住民センター（安中市松井田町）
■主催／八城人形浄瑠璃城若座保存会 ■入場料／無料
安中市松井田町に伝わる三人遣いの人形芝居 ( 市重要無形文化財 )

第42回県民芸術祭

2018.9-2019.3

第42回県民芸術祭

美術｜音楽｜舞踊｜芸能｜演劇｜映画｜文芸｜総合
11月 November

23

勤労感謝の日

次世代を担う音楽家たちのコンサート“階(きざはし)”

10

14:00 〜 16:00
■会場／ベイシア文化ホール
■主催／群馬音楽協会・上毛新聞社・群馬県教育文化事業団
■入場料／一般 1,000 円 学生 500 円
ピアノ・声楽・オーケストラ楽器など、ぐんま新人演奏会等県内で開催され
る音楽コンクール等の優秀者によるジョイントコンサート

第 42 回全群馬民謡民舞コンクール大会

10:00 〜 17:00
■会場／前橋テルサ ■主催／群馬県民謡連盟 ■入場料／無料
県内全域から参加する多くの会員が日頃の集大成を競い合う民謡民舞のコ
ンクール

邑楽町民文化祭

11/10（土）
・11（日） 9:30 〜 16:00
■会場／邑楽町公民館 ■主催／邑楽町文化協会 ■入場料／無料
邑楽町文化協会に加盟する団体が芸能発表、作品展示、模擬店の３部門に分
かれ、日ごろの活動成果を発表

25

琴城流大正琴 第 29 回きんけいのつどい

16

小中学校伝統芸能教室
人形芝居 八城人形浄瑠璃城若座

13:50 〜 15:30
■会場／安中市立松井田北中学校
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・ぐんま人形芝居連絡協議会・安
中市教育委員会 ■入場料／無料
小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本の伝統文
化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養う

23

〜

勤労感謝の日

第 69 回群馬県美術展覧会

25

県民音楽のひろば 富岡公演

15:00 〜 17:00（予定）
■会場／富岡市かぶら文化ホール
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・富岡市
■入場料／全席自由 3,000 円
群馬交響楽団による演奏会を県内各地の文化施設で実施

小中学校伝統芸能教室
人形芝居 津久田人形操作伝承委員会

４

■会場／渋川市立赤城北中学校
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・ぐんま人形芝居連絡協議会・渋
川市教育委員会 ■入場料／無料
小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本の伝統文
化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養う

６

〜

〜

７

〜

第 41 回群樹展

〜

13:30 〜 15:00
■会場／八城西住民センター ■八城人形浄瑠璃城若座保存会
■入場料／無料
安中市松井田町に伝わる三人遣いの人形芝居 ( 市重要無形文化財 )

10

県民音楽のひろば 沼田公演

13:30 〜
■会場／群馬県立土屋文明記念文学館
■主催／群馬県立土屋文明記念文学館・群馬県教育文化事業団・群馬県文学
会議 ■入場料／無料
県文学賞受賞作家による講演会

14:00 〜 16:00
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬県教育文化事業団
■入場料／全席指定 4,000 円
本県桐生市出身のジャズピアニスト山中千尋とベース・ドラムのトリオによる
シャズコンサート

Elm 歌曲研究会
歌う！フェスティバル！フェスティバル！

14:00 〜 16:00
■会場／高崎シティーギャラリー ■主催／ Elm 歌曲研究会
■入場料／一般 2,500 円 高校生以下 1,000 円 会員 2,000 円
クラシック声楽と器楽のアンサンブルによる「フランス歌曲」と「バロック
声楽」をテーマとした２つの演奏会

23

〜

第 33 回コンサートぐんまＧ．Ｍ．Ａ
（ニューイヤーコンサート）

12

14:00 〜 16:00
■会場／前橋テルサ ■主催／群馬音楽協会 ■入場料／全席自由 1,000円
群馬音楽協会の会員による日頃の研鑽の成果を広く県内の音楽愛好家に提
供するコンサート

第 18 回北関東ジュニア・ピアノコンクール
第 16 回北関東ピアノ・オーディション

13

■会場／昌賢学園まえばしホール ■主催／日本ピアノ研究会
■入場料／無料
７ ･ ８月県内各地の予選会、10･11 月の本選会で選出されたジュニアピア
ノコンクール及びオーディションの授賞式と受賞記念コンサート

第６回 GUNMA マンガ・アニメフェスタ

2/23（土）･24（日） 10:00 〜 17:00
■会場／桐生市市民文化会館 ■主催／群馬県教育文化事業団
■入場料／無料
マンガ、４コマまんが、イラストとアニメーション及びぐんま部門の公募入
賞・入選作品の展示や上映、ステージイベント等を開催し、
「メディア芸術」の
魅力を提供

11:00 〜
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬県教育文化事業団 ■入場料／無料
渋川歌舞伎・半田歌舞伎坂東座、平出歌舞伎保存会、渋川子ども歌舞伎に
よる歌舞伎公演
10:00 〜 20:00
■会場／富岡市かぶら文化ホール ■主催／富岡市かぶら文化ホール
■入場料／全席自由 500 円
文化庁と東京国立近代美術館フィルムセンターにより提供された、映像芸
術の原点となる昭和の時代に製作された映画の上映会

〜

2/23（土）
・24（日） 23 日 18:00 〜 24 日 14:00 〜
■会場／ベイシア文化ホール
■主催／ミュージカルユニット Cabo・群馬県教育文化事業団
■入場料／全席自由 1,000 円
オリジナルミュージカルの公演
女性３人の成長と葛藤、心模様を歌とダンスで描く

９

〜

第45 回群俳協俳句作品展

3/1( 金 ) 〜 3( 日 ) 10:00 〜 16:00
■会場／群馬県生涯学習センター ■主催／群馬県俳句作家協会
■入場料／無料
県内の俳句愛好家による条幅、色紙、短冊等の自作の俳句作品を展示

10

11:00 〜 17:00
■会場／伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ ■主催／群馬県作詩作曲家協会
■入場料／無料
郷土をテーマにしたオリジナル作品を生バンドで初演し、地方音楽文化の普
及と向上を図る

県民音楽のひろば 榛名公演

14:00 〜 16:00（予定）
■会場／榛名文化会館エコール
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・高崎市
■入場料／一般 1,500 円 学生 1,000 円（予定）
群馬交響楽団による演奏会を県内各地の文化施設で実施

７

〜

第 41 回群馬県歌人クラブ作品展

3/7（木）〜 9（土） 10:00 〜 17:00
■会場／群馬県生涯学習センター ■主催／群馬県歌人クラブ
■入場料／無料
県歌人クラブ会員による自詠、自筆の短歌を条幅、色紙、短冊等で展示

県民芸術小劇場
ブリリアント・グリーン・クィンテットコンサート

14:00 〜
■会場／ベイシア文化ホール
■主催／ブリリアント・グリーン・クィンテット・群馬県教育文化事業団
■入場料／全席自由 2,000 円 高校生以下 1,000 円
ソプラノ、フルート、ピアノ奏者５名によるソロ、二重唱、アンサンブルの
多彩なコンサート

第 36回沼田市文化協会白沢支部芸能祭
（平出歌舞伎公演）

11:30 〜
■会場／沼田市白沢支所 多目的ホール
■主催／沼田市文化協会白沢支部・平出歌舞伎保存会 ■入場料／無料
沼田市文化協会「白沢支部芸能祭」にて、平出歌舞伎を上演

17

21

春分の日

第 29 回ふるさとに唄う心の歌謡曲

３

群馬大正琴友の会
藤岡支部第８回ふじの華コンサート

■会場／藤岡市みかぼみらい館 ■主催／群馬大正琴友の会藤岡支部
■入場料／無料
会員の日頃の練習成果を発表

3月 March
１

平成 30 年度地域文化フェスティバル
桐生地域圏文化フェスティバル

3/8（金）〜 10（日）
■会場／笠懸野文化ホールパル、笠懸公民館
■主催／群馬県文化協会連合会・関係市町村文化協会・群馬県教育文化事
業団 ■入場料／無料
桐生地域圏の町村を越えた広域的な規模による発表と交流

県民芸術小劇場
ミュージカルユニット Cabo
第 16 回公演「Vanities」( 仮称 )

■会場／吉岡町文化センター
■主催／群馬県教育文化事業団・吉岡町文化センター
■入場料／無料
吉岡町文化センターと共催によるクラシックコンサート

建国記念の日

1月 January

８

14:00 〜 16:00（予定）
■会場／利根沼田文化会館 ■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・沼田市
■入場料／一般 2,000 円 学生 500 円（予定）
群馬交響楽団による演奏会を県内各地の文化施設で実施

第 56 回群馬県文学賞「受賞記念講演」

■会場／渋川市立津久田小学校 ■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・
ぐんま人形芝居連絡協議会・渋川市教育委員会
■入場料／無料
小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本の伝統
文化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養う

山中千尋ジャズ・ピアノトリオコンサート

建国記念の日

県民会館・吉岡町共同事業よしおかキラキラコンサート

11

小中学校伝統芸能教室
人形芝居 津久田人形操作伝承委員会

11

群馬青年ビエンナーレ 2019

城若座操人形芝居定期公演
（スプリングフェスティバル参加）

20

13:30 〜 15:00
■会場／桐生市立桜木小学校
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・桐生市・桐生市教育委員会
■入場料／無料
小中学生に日本舞踊の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本の伝統
文化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養う

平成30年度優秀映画鑑賞推進事業
「昭和の名画鑑賞会」

展示：2/2（土）･4（月） 舞台：2/3（日）
■会場／高崎市文化会館、安中市文化センター
■群馬県文化協会連合会・関係市町村文化協会・群馬県教育文化事業団
■入場料／無料
高崎地域圏の町村を越えた広域的な規模による発表と交流

３

小中学校伝統芸能教室 邦楽 ( 日本舞踊 )

20

10:30 〜 16:00
■会場／玉村町文化センター
■主催／群馬県フォークダンス協会 ■入場料／無料
加盟団体によるフォークダンス・日本民踊・スクエアダンス・ラウンドダ
ンス・レクリエーションダンスの発表会

平成 30 年度地域文化フェスティバル
高崎地域圏文化フェスティバル

2/2（土）〜 3/24（日） 9:30 〜 17:00
■会場／群馬県立近代美術館 ■主催／群馬県立近代美術館
■入場料／一般 300 円 大高生 150 円
16 歳から 30 歳までの若い世代を対象とした全国公募展

19

第 42 回民族舞踊発表会

2月 February
２

13:30 〜 15:30
■会場／高崎市文化会館 ■主催／群馬音楽藝術学院ウインドオーケストラ
■入場料／全席自由 1,200 円
吹奏楽によるクラシック、ポピュラー、映画音楽の演奏会

９

1/26（土）
・27（日） 26 日 18:00 〜 27 日 13:00 〜
■会場／前橋テルサ ■主催／ミュージカル劇団 A-ile ■入場料／無料
2011 年に結成したメンバー全員が社会人女性ミュージカル劇団による第８
回公演
■会場／昌賢学園まえばしホール ■主催／群馬県合唱連盟
■入場料／全席自由 500 円
県内の声楽小アンサンブルグループによる合唱曲の発表会

第 68 回群馬県書道展覧会

12/15（土）
・16（日） 10:00 〜 18:00
■会場／富岡市かぶら文化ホール ■主催／群馬県吹奏楽連盟
■入場料／全席自由 500 円
西関東大会への選考を兼ねた吹奏楽のアンサンブルコンテスト

群馬音楽藝術学院ウインドオーケストラ
第 28 回定期演奏会

第 19 回群馬県障害者作品展

12/6（木）〜 10（月） ・６日は 13 時 30 分から 17 時まで ( 予定 )
・７日〜９日は９時から 17 時まで ・10 日は９時から 12 時まで ( 予定 )
■会場／群馬県庁県民ホール
■主催／群馬県・群馬県障害者社会参加推進協議会 ■入場料／無料
身体・知的・精神障害のある方たちが、日ごろ努力して作り上げた絵画や書、
手工芸品等を展示

第 42 回群馬県アンサンブルコンテスト

伝統歌舞伎の祭典

1/25（金）〜 27（日） 9:00 〜 17:00
■会場／群馬県生涯学習センター ■主催／日本盆栽協会群馬県支部連合会
■入場料／無料
群馬県支部連合会13支部会員による盆栽の展示会

第 12 回群馬県声楽アンサンブルコンテスト

〜

19

26 〜 ミュージカル劇団 A-ile 第８回公演

27

15:00 〜 17:00
■会場／昌賢学園まえばしホール ■主催／群馬オペラ協会
■入場料／全席自由 3,000 円
群馬オペラ協会会員による自主公演

12/7（金）〜 12/17（月） 12（水）は掛け替え 9:30 〜 17:00（予定）
■会場／群馬県立近代美術館 ■主催／ ( 一社 ) 群馬県書道協会
■入場料／無料
漢字、かな、墨象、大字・詩文書、篆刻の公募入選作品と委員、委嘱作家の作品
展示

11/23（金・祝）〜 12/2（日） 9:30 〜 17:00（入館は 16:30 まで）
■会場／群馬県立近代美術館 ■主催／群馬県美術会 ■入場料／無料
日本画、洋画、彫刻、工芸の公募入選作品及び県美術会会員・準会員等の作
品を展示

1月 January

16

第 13 回群馬オペラ協会公演「ヘンゼルとグレーテル」

12:30 〜 16:00
■会場／藤岡市みかぼみらい館 ■主催／藤岡ロータリークラブ
■入場料／無料
県内の少年少女合唱団による公演。ゲストに県内合唱コンクール上位入賞校
を迎える

9:50 〜 15:30
■会場／高崎市文化会館 ■主催／琴城流大正琴群馬琴桂会 ■入場料／無料
会員の日頃の練習成果を発表

17

第 75 回温故和楽会定期演奏会

第 19 回少年少女合唱団群馬県フェスティバル

２

第 56 回群馬県文学賞授賞式

13:30 〜
■会場／群馬県庁昭和庁舎 正庁の間
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・群馬県文学会議
本県の文学活動の振興を図るため、1 年間における各部門（短歌、俳句、詩、
小説、評論・随筆、児童文学）の創作活動ごとに、特に優れた作品を選奨

15

12月 December

第 66 回市民音楽祭

15

第 19 回尻高人形芝居定期公演

12:30 〜 16:20
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／温故和楽会 ■入場料／無料
日本の伝統文化である邦楽と邦舞の定期演奏会

11/10（土）〜 12（月） 10:00 〜 16:00（12 日は 14:30）
■会場／下仁田町文化ホール ■主催／下仁田町文化協会
■入場料／無料
下仁田町文化協会の所属団体による作品展示会

11:00 〜 16:00
■会場／群馬音楽センター ■主催／高崎市民音楽連盟
■入場料／全席自由 500 円
市民音楽連盟所属の団体や個人による演奏会

９

13:30 〜 16:30
■会場／ベイシア文化ホール ■主催／群馬音楽協会・群馬県教育文化事業団
■入場料／全席自由 1,000 円
オーディションに合格した新進気鋭の若手音楽家によるクラシックコンサート

13:30 〜 16:00
■会場／高山村西地区屋内ゲートボール場併設舞台
■主催／尻高人形錦松会 ■入場料／無料
高山村に伝わる一人遣いの人形芝居 ( 国選択、県指定 ) の定期公演

第 39 回下仁田町町民文化祭作品展示会

11

第 37 回ぐんま新人演奏会

24

第 43回利根沼田伝承古典芸能祭

9:30 〜 16:00
■会場／利根沼田文化会館
■主催／利根沼田文化会館・利根沼田伝承古典芸能祭実行委員会
■入場料／無料
利根沼田地域に伝承される古典芸能の発表会

エフエムぐんま公開放送事業
「シングアウト！ロッカーズ vol.6」

17:00 〜 19:30
■会場／ベイシア文化ホール
■主催／群馬県教育文化事業団・ＦＭ ＧＵＮＭＡ
■入場料／無料（要整理券）
ロック・J-POP・ゴスペルなどを歌う一般公募で集まった約 300 人の大コー
ラス隊「シングアウト！ロッカーズ」によるコンサート

県民音楽のひろば 桐生公演

15:00 〜 17:00（予定）
■会場／桐生市市民文化会館
■主催／群馬県・群馬県教育文化事業団・桐生市
■入場料／一般 3,000 円、高校生以下 1,000 円
群馬交響楽団による演奏会を県内各地の文化施設で実施

第 25回みらい音楽広場

13:00 〜 16:00
■会場／藤岡市みかぼみらい館
■主催／みらい音楽広場実行委員会 ■入場料／無料
藤岡市近隣市町村に在住・在学の大学生以下による演奏会

※事業名、日時、会場など都合により変更される場合があります。 ※各公演の詳細は、主催団体にお問い合わせください。

