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公益財団法人群馬県教育文化事業団

ベイシア文化ホール《群馬県民会館》
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次世代を担う音楽家たちのコンサート

Piano 黒沢真木子

Piano 高木直樹

Piano 六本木綾乃

Flute 矢島智恵美

Soprano 小林教代

Soprano 藤原 唯

平成30年

11月10日

14:00開演 /

土 13:30開場

ベイシア文化ホール 小ホール
出 演

ピアノ：黒沢真木子 高木直樹 六本木綾乃
フルート：矢島智恵美
ソプラノ：小林教代 藤原 唯
音楽監督

料 金

一 般
2,000円
高校生以下 1,000円

ドビュッシー／月の光
ショパン／ピアノソナタ第２番変ロ短調作品35
「葬送」
より第１、
３、
４楽章
ヒナステラ／ミロンガ
グノー／オペラ
「ロメオとジュリエット」
より
“ああ、
私は夢に生きたい”

松原眞介（群馬音楽協会会長）

全席自由

Program

チケット発売中

未就学児入場不可

ドニゼッティ／糸巻き

ほか

群馬県民の日記念

群馬県民会館開館記念日事業

県民映画劇場 藤橋誠監督 まち映画上映会Ⅱ

太田まち映画「百年池〜100years Pond〜」
藤橋誠監督講演「まち映画が地域にもたらしたもの」
桐生まち映画「祭りのあと、記憶のさき」
日時 10月19日
（金） 13:30（13:00開場）
会場 ベイシア文化ホール 小ホール
未就学児入場不可
料金 無料
（直接会場にお越しください）
問 群馬県民会館 TEL 027-232-1111

群大で観る人形芝居
レクチャー
「人形芝居の楽しみ」
群馬大学名誉教授 川上晃
人形芝居公演・ワークショップ
下牧人形芝居保存会吉田座 ( みなかみ町）

第37回ぐんま新人演奏会

８月に行われた公開オーディション合格者たちによる演奏会です。
【出演】
声 楽：川島玲子 宮下紗衣
ピアノ：大平桂子 片岡孝仁 小林伊織 手嶋亜未 中嶋沙綾
オーボエ：倉澤唯子 齋藤千紘
トランペット：後閑友美
マリンバ：村田惠子
日時 11月23日
（金・祝） 13:30（13:00開場）
会場 ベイシア文化ホール 大ホール
チケット発売中
料金 全席自由 1,000円
主催 群馬音楽協会・群馬県教育文化事業団
問 群馬音楽協会事務局
（松原方） TEL 090-4602-9751
群馬県教育文化事業団 TEL 027-224-3960

およそ300年前に始まった三人遣いの人形
群馬県指定重要無形民俗文化財
平成13年地域文化功労賞受賞

【演目】
「三番叟」
「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」
日時 10月23日
（火） 18:00（17:30開場）
会場 群馬大学荒牧キャンパス内 ミューズホール
料金 無料
（要電話予約）
申 ・ 問 群馬県民会館 TEL 027-232-1111

古典の日制定記念 人形芝居公演

八城人形浄瑠璃城若座

尻高人形錦松会

尻高人形錦松会
（高山村）
国記録選択無形民俗文化財、群馬県指定重要無形民俗文化財。一人遣
いでありながら三人で操作する人形に匹敵する動きをする人形として
有名。

【演目】
「三番叟」「伽羅先代萩 政岡忠義の段」
八城人形浄瑠璃城若座
（安中市）
安中市指定重要無形文化財。文楽の流れをくむ三人遣いの人形で、ひ
とたび操作が始まるとあたかも生きているかのごとく豊かな情感が表
現される。

【演目】
「絵本太功記 十段目 尼ヶ崎の段」
日時 10月27日
（土） 13:00（12:30開場）
会場 県生涯学習センター 多目的ホール
料金 無料
（直接会場にお越しください）
問 群馬県教育文化事業団 TEL 027-224-3960

ぐんまの獅子舞公演

那須獅子舞保存会

千本木龍頭神舞保存会

月田近戸神社獅子舞保存会

羽場日枝神社獅子舞保存会

群馬県重要無形民俗文化財に指定されている４団体が一堂に会
して獅子舞を披露します。
【出演】
那須獅子舞保存会
（甘楽町）
月田近戸神社獅子舞保存会
（前橋市）
千本木龍頭神舞保存会
（伊勢崎市）
羽場日枝神社獅子舞保存会
（みなかみ町）
【司会】
関孝夫
（ぐんま伝統文化調査員・日本民俗学会会員）
日時 12月１日
（土） 13:00（12:30開場）
会場 県生涯学習センター 多目的ホール
料金 無料
（直接会場にお越しください）
問 群馬県教育文化事業団 TEL 027-224-3960

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。

字幕付人形芝居公演

第69回群馬県華道展

人形操作のワークショップと日本語・英語字幕付きの人形芝居公演
です。
【出演・演目】
津久田人形操作伝承委員会桜座
（渋川市）
「鎌倉三代記 七段目 三浦別れの段」
日時 12月８日
（土） 13:00(12:30開場）
会場 県生涯学習センター 多目的ホール
料金 無料
（直接会場にお越しください）
問 群馬県教育文化事業団 TEL 027-224-3960

県内30流派のいけばな作品を一堂に展示
日時 10月19日
（金）
〜22日
（月） 10:00〜17:00
会場 群馬県庁 昭和庁舎 料金 無料

第64回群馬県大茶会
県茶道会６支部と県内高校茶道部がお点前を披露
日時 10月21日
（日） 10:00〜15:00
会場 臨江閣 料金 ３席2,000円 １席700円

第69回群馬県美術展覧会

伝統歌舞伎の祭典

日本画・洋画・彫刻・工芸の公募入選作品などを展示
日時 11月23日
（金・祝）
〜12月２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

第69回群馬県書道展覧会
平出歌舞伎保存会

渋川子ども歌舞伎

渋川歌舞伎・半田歌舞伎坂東座

【出演・演目】
平出歌舞伎保存会
（沼田市）
「未定」
渋川子ども歌舞伎
（渋川市）
「仮名手本忠臣蔵 七段目 祗園一力茶屋の場」
渋川歌舞伎・半田歌舞伎坂東座
（渋川市）
「一谷嫩軍記 熊谷陣屋」
日時 平成31年１月19日
（土） 11:00（10:30開場）
会場 ベイシア文化ホール 小ホール
料金 無料
（直接会場にお越しください）
問 群馬県教育文化事業団 TEL 027-224-3960

ぐんまの人形芝居
人形芝居は近世初期に成立しました。古来、人形はくぐつと呼ばれ、
神事芸能として行われた人形まわしに起源があります。それが遊芸人に
よって次第に芸能化され、義太夫に合わせて人形を操る浄瑠璃操人形に
なったといわれています。
上方を中心に流行した人形芝居は、江戸へも移ってきました。人形芝
居一座の興行が各地で行われるようになります。地方の村人は芝居を鑑
賞するだけにとどまらず、人形一式を買い求めて自ら上演する楽しみを
見出しました。群馬県内各地でも多くの人形座が生まれ、かつては40
か所以上で人形芝居が演じられていたそうです。
また、県内に現存するもの
（９座）
をみると、謡いによる二人遣いの三
番叟、義太夫節で操る一人遣いと三人遣いの人形芝居、糸繰り燈籠人形
と実にバラエティに富んでいます。
今秋は人形芝居公演が目白押しです。一度足を運んでみてはいかがで
しょうか。

次のステージへ

51

漢字、かな、墨象、大字・詩文書、篆刻の公募入選作品などを展示
日時 12月７日
（金）
〜17日
（月） 9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
※12日
（水）
は掛け替えのため休み
会場 群馬県立近代美術館 料金 無料

中学３年生のみなさんへ
高等学校等奨学金【中学予約募集】のご案内
平成31年度に高等学校等に進学予定で、経済的理由により就学
が困難な生徒に奨学金を無利子で貸与します。
対象者
平成31年４月に高等学校等に進学予定の中学３年生
で、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。
貸与金額 ・公立高校など 月額18,000円
・私立高校など 月額30,000円
※自宅外通学の場合、月額5,000円が加算できます。
※希望により入学一時金
（公立高校など50,000円、私立高校など100,000円）
の貸与も受けられます。
※初回の振込時期は高校入学後の５月下旬予定ですが、
「入学準備貸付金制度」
を利用すると、高校入学前の３月に貸与を受けられます。

貸与期間
募集期間
申込方法
問合せ

平成31年４月から卒業まで
11月６日
（火）〜12月５日
（水）
在学している中学校で申込書を受け取り、中学校に提
出してください。
在学している中学校または
教育文化事業団奨学金課 TEL 027-243-0411
（直通）

創業1世紀の歴史と信頼
◎ たのめーる
◎ QUOカード販売窓口

◎ ぐーちょきパスポート
◎ 群馬県共通バスカード

レストラン

ＰＣ･複写機･オフィス家具･文具等 群馬県前橋市本町２丁目2-16
０２７−２３１−１６６１(代)
株式会社
http://www.m-taikido.co.jp

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

前橋大気堂

山中千尋 ジャズ・ピアノトリオコンサート

伊万利ダイン

平成30年度群馬県民会館協賛事業
ベイシア文化ホール

ディズニー・オン・クラシック
〜まほうの夜の音楽会 2018
日時 11月３日
（土・祝） 18:00
料金 全席指定 Ｓ席 8,300円 Ａ席 6,700円
未就学児入場不可
© ユニバーサル

日時 平成31年２月11日
（月・祝） 14:00（13:30開場）
会場 ベイシア文化ホール 小ホール
チケット発売日
料金 全席指定 4,000円 未就学児入場不可 友の会先行 10月 ９日（火）
友の会窓口 10月24日
（水）
問 群馬県民会館 TEL 027-232-1111
一 般 発 売 10月25日
（木）

県民音楽のひろば境公演

群響オータムコンサート in SAKAI
【出演】指揮：藤岡幸夫
ヴァイオリン：伊藤文乃
【曲目】ヴィヴァルディ/
藤岡幸夫
© 青柳聡
ヴァイオリン協奏曲集「四季」
ベートーヴェン /
交響曲第６番ヘ長調作品68「田園」
日時 10月20日
（土） 18:30（18:00開場）
会場 伊勢崎市境総合文化センター
料金 全席指定 一般 2,500円 高校生以下 1,200円
未就学児入場不可
チケット発売中
伊藤文乃
問 伊勢崎市境総合文化センター TEL 0270-76-2222

県民音楽のひろば富岡公演

ベートーヴェン「交響曲第９番」
【出演】指揮：キンボー・イシイ 管弦楽：群馬交響楽団
ソプラノ：鵜木絵里
ソプラノ・アルト：田村由貴絵
テノール：大島博 バリトン：黒田博
合唱：富岡・群響と第９をうたう会
【曲目】ベートーヴェン /「コリオラン」序曲ハ短調作品62
ベートーヴェン / 交響曲第９番ニ短調《合唱付き》
日時 12月２日
（日） 14:30（14:00開場）
チケット発売中
会場 富岡市かぶら文化ホール
料金 全席自由 3,000円
（当日500円 up） 未就学児入場不可
問 富岡市かぶら文化ホール TEL 0274-60-1230

桐生音協コンサート情報

お問い合わせ：0277-53-3133

新春藤岡寄席

春風亭小朝 林家たい平 二人会
2019年1月16日(水)14:00開演
藤岡市みかぼみらい館 0274-22-5511
全席指定 ¥3,500
（税込） 当日￥4,000
※未就学児の入場はご遠慮願います。
チケットぴあ（Pコード489-684）
・ローソン（Lコード33902）
・ＣＮ・e＋
一般発売日 2018年10月21日
（日）

新田寄席

春風亭小朝 林家たい平 二人会
2019年２月７日（木）14：00開演
太田市新田文化会館 0276-57-2222
全席指定 ¥3,500
（税込） 当日￥4,000
※未就学児の入場はご遠慮願います。
チケットぴあ(Pコード489-288）･ローソン(Lコード33853)･CN･e＋
一般発売日 2018年10月14日
（日）

チケット発売中

主催 桐生音協

※ステージ写真は過去の公演 ©Disney

「ドラゴンクエスト」
ウインドオーケストラコンサート

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

吹奏楽による「ドラゴンクエストⅠⅡⅢ」
指揮：永峰大輔
日時 11月17日
（土） 15:30
料金 全席指定 Ｓ席 4,500円 Ａ席 3,500円
未就学児入場不可

チケット発売中

主催 キョードー東京

森山直太朗
日時 11月18日
（日） 17:00
料金 全席指定 6,900円 チケット発売中
３歳以下入場不可。４歳以上チケット必要。

主催 桐生音協

しまじろうコンサート
サンタのくにのクリスマスキャンドル
チケット発売日
日時 11月24日
（土）
①13:30 ②16:30 10月20日（土）
料金 全席指定 3,000円（会館特別価格）
３歳未満は保護者１名につきお子様
１名まで膝上鑑賞無料
お席が必要な場合は有料

主催 ベネッセコーポレーション

藤山直美がついに演じる、
「天才漫才師ミス・ワカナ」
！
日時 11月29日
（木） 14:00
チケット発売中
料金 全席指定
S 席 8,500円 A 席 7,000円
主催 桐生音協・MAS エンターテイメント
チケットポート
（J:COM グループ）

HOTEI Live In Japan 2018
〜TONIGHT IʼM YOURS TOUR〜
supported by
日時 12月15日
（土） 17:30
料金 全席指定 8,000円
３歳未満入場不可
（３歳以上有料）

主催 ラウンド・アバウト

チケット発売日
10月6日
（土）

TULIP CONCERT TOUR 2018 is There
日時 12月16日
（日） 17:00
料金 全席指定 7,800円 チケット発売中
未就学児入場不可

主催 桐生音協
問 群馬県民会館 TEL027-232-1111

●窓口受付時間 ８：30 〜 19：00（保守点検日は17：00まで）
●保守点検日 10/ ９
（火） 10/24
（水） 10/25
（木）
11/12
（月） 11/13
（火）
●チケット及び詳細に関する問い合わせは主催者にお願いします。
●催し物は主催者の都合により、変更になる場合もありますので、
ご了承ください。

2018／平成30年

催し物ガイド10.11月 ベイシア文化ホール
10月 October
13

日

曜
土

14

日

14

日

催し物
TAEMIN

会場

Japan 1st TOUR
（仮）

中島章恵ピアノコンサート

主催者

大

株式会社キョードー東京

小

中島章恵

開演

終演

17:00

0570-550-799

全席指定

16:00

090-6947-9777

入場方法等

14:00

9,500円

前売 3,000円

14:00

16:00

17:30

19:30

15

月

五木ひろしコンサート2018

大

株式会社アイエス 03-3355-3553

全席指定

19

金

県民映画劇場｢藤橋誠監督まち映画上映会Ⅱ｣

小

群馬県民会館 027-232-1111

20

土

大

公益社団法人 群馬県老人保健施設協会 027-233-0350

20

土

小

KandK 企画

21

日

第28回群馬県老人保健施設大会
剣聖・上泉伊勢守
新曲「一筋の剣・新陰流」藤ひろし発表会
明和県央高校吹奏楽部 第31回定期演奏会

大

明和県央高校吹奏楽部

21

日

第28回 日本クラシック音楽コンクール 群馬本選

小

一般社団法人 日本クラシック音楽協会 03-6441-3222 10:00

21:30 関係者

28

日

室内楽演奏会

小

高崎チェンバーミュージックソサエティ（森本） 090-4220-7171 13:30

16:00 無料

29

月

群馬県年金受給者協会 前橋支部会員のつどい

小

群馬県年金受給者協会 前橋支部 027-234-1631

16:30 会員

当日 3,500円

7,560円

13:30 16:30 無料

090-3149-6129

9:10
14:00

027-373-5773

17:00

13:00

16:20 無料
16:00 3,000円
19:30 無料

●展示室
日

曜

催し物

リアル脱出ゲーム 名探偵コナン
6〜8 土〜月 ｢公安最終試験 ( プロジェクト・ゼロ )
からの脱出｣

主催者
株式会社バッドニュース
03-3477-2500

開催時間

備考

６日①11:00 ②14:00 ③17:00 ④19:30
７日①10:00 ②13:00 ③15:30 ④18:00
８日①11:00 ②14:00

前売 一般 2,900円 学生 2,500円
高校生 2,000円 こども 1,800円
グループ 16,800円
当日 一般 3,400円 学生 3,000円
高校生 2,500円 こども 2,300円

11月 November
日

曜

催し物

会場

ディズニー・オン・クラシック
〜まほうの夜の音楽会2018
ももいろクローバーZ ジャパンツアー
4
日
「青春」シーズン4
6・7 火・水 ayumi hamasaki LIVE TOURTROUBLE 2018-2019
3

土・祝

大
大
大

主催者
桐生音楽文化協会

開演

0277-53-3133

株式会社ハヤシインターナショナル
プロモーション 03-3475-9999
株式会社キョードー東京 0570-550-799

19:30 全席指定

19:00
14:00
18:00
18:00

全席指定 9,300円
16:00 全席指定 PS 7,344円
SS 6,264円 ( 税込 )
20:00
21:00 前売700円 当日900円

9

金

細川たかし＆長山洋子ふたりのビッグショー

大

株式会社夢グループ

0570-064-724

土

第48回「スキー映画の夕べ」

大

前橋スベロークラブ

027-256-7266

10

土

次世代を担う音楽家たちのコンサート " 階 "

小

14:00

11

日

髙橋真梨子コンサート

大

11

日

群馬マンドリン楽団 第54回定期演奏会

小

群馬県民会館 027-232-1111
株式会社ホットスタッフ・プロモーション
03-5720-9999
群馬マンドリン楽団

17

土

大

株式会社キョードー東京 0570-550-799

15:30

18

日

桐生音楽文化協会

17:00

森山直太朗コンサートツアー2018〜2019『人間の森』 大
JA 群馬県大会 記念行事

大

JA 群馬県大会 大会式典

小

0277-53-3133

19

月

JA 群馬中央会

22

木

警察特別功労者、永年勤続及び優良警察職員表彰式

小

群馬県警察本部

24

土

｢ピアノ名曲で綴る世界名作朗読 雪の女王」

小

新音楽鑑賞会

24

土

しまじろうコンサート
サンタのくにのクリスマスキャンドル

大

しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

25

日

第75回温故和楽会 定期演奏会

大

温故和楽会

29

木

藤山直美主演「おもろい女」

大

桐生音楽文化協会 0277-53-3133

027-243-0110
090-1212-5372

027-253-2533

入場方法等
全席指定 S 席 8,300円
A 席 6,700円

17:00

10

「ドラゴンクエスト」ウインドオーケストラコンサート

終演

18:00

全席自由 2,000円 高校生以下 1,000円

18:00
14:00

6,800円

SOLD OUT
16:00 全席自由 1,000円
全席指定 S 4,500円 A 3,500円
全席指定

13:00

15:00

10:30

12:00

6,900円

関係者

13:30

14:30 関係者
全席自由
14:30 16:00 一般前売 2,500円（当日3,000円）
中学生以下 1,000円
13:30 14:40 一般 3,120円 会館特別 3,000円
16:30 17:45 ベネッセ会員 2,880円
午後
無料
本番
全席指定 S席 8,500円 A席 7,000円
14:00

●展示室
日

曜

催し物

8〜11 木〜日 旅・魅せられて この一瞬の今

主催者
加藤隆一

027-266-1818

開催時間

備考

８日〜10日 10:00〜18:00 11日 10:00〜16:00 無料
会場：大は大ホール、小は小ホール 平成30年９月14日現在

એ܆ĆሃݙĆ၂ୠ
のことなら

群馬県ビルメンテナンス協同組合
（一社）群馬県ビルメンテナンス協会
TEL027-288-0551

FAX027-288-0550

群馬県ビルメンテナンス協同組合は平成元年に設
立して以来、県内のビルメンテナンス業界のリー
ダーとして主に官公庁の建物維持管理業務を行って
います。官公需適格組合の認証を取得し群馬県庁は
じめ数多くの業務をさせて頂いております。
群馬県ビルメンテナンス協会と両輪になり協会が

Ufm138.362.95:4

行う各種講座・研修を受講し必要な資格取得に努め
ており、建築物維持管理の基本である「安心・安全・
快適」な空間作りと、品質向上の為知識、技能を磨

〒371-0843 群馬県前橋市新前橋町12-3

よ
ろ
し
く

き日々研鑽を重ねています。

協会マスコット
ピカタンくん

第６回ＧＵＮＭＡマンガ・アニメフェスタ

作 品 募 集
応募期間

９月１日（土）〜11月10日（土）

部

オリジナル作品に限ります。応募点数の制限なし。プロ・アマ、年齢、個人、
グループを問いません。

門

①マンガ（一般・中学生・小学生）部門 大賞（１名）…賞状・賞金10万円
②４コマまんが部門 大賞（１名）…賞状・賞金５万円
③アニメーション部門 大賞（１名）…賞状・賞金10万円

応募者全
員
記念品を に
進呈

④イラスト（一般・中学生・小学生）部門
ワコム大賞（１名）…賞状・副賞（ペンタブレット）
⑤ぐんま部門（マンガ・アニメーションに限る） 大賞（１名）…賞状・賞金10万円
テーマ

①〜④：自由 ⑤：群馬県（群馬の魅力や印象など）

応募資格

①〜④：県内在住・在勤・在学している、またはしていた方。
⑤：現在県内に在住・在勤・在学していない方、またはしたことがない方

審査員

審査員 末永雅弘（芳文社「まんがタイムきらら」編集）
集英社「週刊ヤングジャンプ」編集部

黒坂圭太（アニメーション作家）
原田浩（アニメーション作家）
北見隆（イラストレーター）
柳生柳（漫画家）
井田ヒロト（漫画家）
応募要項（応募票）は、群馬県教育文化事業団ＨＰから
ダウンロードできます http://gunmabunkazigyodan.or.jp/
入選・入賞作品は第６回 GUNMA マンガ・アニメフェスタで展示・上映されます。
平成31年２月23日
（土）
・24日
（日） 10:00〜17:00
桐生市市民文化会館
申・問

編集 発行

群馬県教育文化事業団 〒371-0801 前橋市文京町２-20-22
TEL 027-224-3960

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 TEL.027-224-3960
ベイシア文化ホール〈群馬県民会館〉 〒 371-0017 前橋市日吉町 1-10-1
TEL.027-232-1111
平成30年９月21日発行

