
県民の皆さまによる日頃の文化創造活動の成果発表及び作品募集を行います。
皆さまのご参加をお待ちしております。

県民の皆さまによる日頃の文化創造活動の成果発表及び作品募集を行います。
皆さまのご参加をお待ちしております。

【千葉・県民芸術祭―中央行事―】

■会　場：千葉県文化会館
■入場料：無料
■問合せ：（公財）千葉県文化振興財団
　TEL:043-222-0077

さまざまなジャンルの舞台公演、美術・文芸作品の展示のほか、体験ワー
クショップをお楽しみください。

①舞台公演
仕舞、筝曲等

②ロビー等における展示
千葉・県民芸術祭参加行事の紹介
文芸や美術等の優秀作品の展示

③ワークショップ
太巻き祭りずし、茶道、お箏の体験等

④千葉県の物産紹介

千葉県袖ケ浦市を中心に、加盟団体６団体から推薦を受けた優秀団体及
び開催地域推薦団体が出演します。みなさんにいろいろなジャンルの音楽
を楽しんでいただける音楽祭です。最後は、出演者・会場の皆さん全員で
オーケストラの演奏で大合唱し、オーケストラとの協演の醍醐味を味わっ
ていただきます。

9月29日（日）10:30~16:00

■会　場：袖ケ浦市民会館　大ホール
■入場料：無料
■問合せ：千葉県音楽振興協議会
　TEL:043-251-4282

11月30日（土）12:30~15:40

千葉交響楽団協会、千葉県合唱連盟、千葉県吹奏楽連盟、千葉県マー
チングバンド協会、千葉県教育研究会音楽教育部会（小・中）、千葉県
高等学校教育研究会音楽部会
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■会　場：きぼーる、千葉市文化センター
■体験参加費：各プログラム 300 円
■問合せ：NPO法人子ども劇場千葉県センター
　TEL:043-301-7262

子どもがプロの芸術家やあそびの講師と出会い、知らない世界やこんなこ
とができるという自分を発見するワークショップと、広い空間でダイナミッ
クなあそびを幼児の親子がじっくり体験できる場を届けます。

7月24日（水）10:00～15:00 ■会　場：千葉県立美術館 第5室
■入場料：無料
■問合せ：千葉県高等学校文化連盟写真専門部会
　TEL:043-251-6335（県立千葉商業高等学校・千葉）

県内の高校生の写真作品を展示します。

■会　場：千葉神社　客殿
■入場料：１席 1,000 円 （大学生以下は 700 円）
■問合せ：千葉県茶華道協会
　TEL:0436-61-0167

できるだけ多くの方に茶の湯を体験していただくため、親子の体験コー
ナー等を設ける予定です。

9月21日（土）

■会　場：千葉市文化センター　セミナー室
■入場料：無料
■作品公募：太巻き祭りずしデザイン募集（締切 7月12日）

■問合せ：千葉伝統郷土料理研究会
　TEL:043-234-7254

食文化伝承活動を中心とした講演とシンポジウムを開催します。太巻き
祭りずしデザインコンテスト入賞作品を紹介します。

10月5日（土）10:00～15:30

■会　場：そごう千葉店（6 階催事場）
■入場料：無料
■問合せ：千葉県茶華道協会
　TEL:0436-61-0167

生花の古典から自由花など、諸流派による作品を展示します。

10月（詳細未定）

9月10日（火）～9月16日（月・祝）9:00～16:30

県内の高校生による美術工芸作品を展示します。高校生の瑞々しい感性
とパワーをお楽しみください。

■会　場：千葉県立美術館 第４～７室
■入場料：無料
■問合せ：千葉県高等学校文化連盟美術・工芸専門部会

　TEL:043-251-9221 （県立千葉東高等学校・乳井）

11月12日（火）～11月17日（日）9:00～16:30

県内の放送部、放送委員の生徒がアナウンス、朗読、ビデオメッセージ
部門、オーディオピクチャー部門で作品を披露し、全国大会、関東大会
への参加を競います。

■会　場：千葉県教育会館大ホール
■入場料：無料
■問合せ：千葉県高等学校文化連盟放送専門部会
　TEL:043-277-4400（千葉市立稲毛高等学校・藤岡）

11月16日（土）個人部門予選  9:30～17:00 
17日（日）全部門本選  9:30～17:00

約800名の県内生徒が参加する作品展を開催。全国高等学校総合文化祭
出品作品も同時展示します。

■会　場：千葉県立美術館 第４～７室
■入場料：無料
■問合せ：千葉県高等学校文化連盟書道専門部会
　TEL:04-7173-2101（県立柏南高等学校・青木）

11月19日（火）～11月24日（日）9:00～16:30

※各会場の休館日等にご注意ください。
※このほかにもさまざまな文化情報を県庁ホームページの
なかでご紹介しています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/box.html

作品の応募については各団体にお問合せください。

その他の問合せ

千葉県環境生活部県民生活・文化課  文化企画班
TEL：043-223-2408　FAX：043-221-5858

第54回千葉県音楽祭

生活文化 千葉県高等学校総合文化祭

子どものあそび☆アート体験ひろば2019

千葉県茶華道協会　大茶会

第70回千葉県茶華道協会　華道展

第24回食文化フォーラム

第52回千葉県高等学校総合文化祭 合同写真展

第31回千葉県高等学校総合文化祭　美術工芸作品展

第32回千葉県高文連放送コンテスト

第31回千葉県高等学校総合文化祭　書道作品展

県内各地区発表会において地区代表校となった学校が一堂に会し、演劇
発表を3日間にわたって繰りひろげます。

■会　場：千葉県教育会館
■入場料：無料
■問合せ：千葉県高等学校文化連盟演劇専門部会
　TEL:043-254-1188（県立千葉女子高等学校・柴崎）

11月27日（金）～12月1日（日）9:00～17:00
（27日のみ　13：00～17：00）

第7２回千葉県高等学校演劇研究中央発表会
内　容

加盟団体

ちば文化交流ボックス 検索

詳しくはホームページをご覧ください▶
主催／千葉県・各行事主管団体

千葉県
マスコットキャラクター
チーバくん

千葉・県民芸術祭 検索

にゅうい



小学校部門

音楽関係

■会　場：千葉県文化会館　大ホール
■入場料：1,000 円
■問合せ：千葉県合唱連盟
　TEL:043-223-1851
　（火・木曜日のみ）

関東支部大会の選出審査も兼ね、各部門別に課
題曲・自由曲による合唱を披露します。

8月31日（土）10:00～

第74回千葉県合唱コンクール

■小学校・中学校部門

9月1日（日）10:00～
■高等学校・大学職場一般部門

■前期（日・彫・書）

■後期（洋・工）

課題曲・自由曲
中学校部門 自由曲のみ

■会　場：千葉県立美術館 第４室
■入場料：無料
■作品公募：詳細は公募要領参照

  ( 県内カメラ店にて配布）
■問合せ：千葉県写真連盟
　TEL:043-206-3801

一般及び小・中・高校生から公募した作品の中
から入選作品を展示します。

■会　場：東金文化会館
■入場料：無料
■問合せ：千葉県吹奏楽連盟
 ( 山長夷地区吹奏楽連盟 )
　TEL:090-3202-6899（白井）

各出場団体の多彩なステージをお楽しみください。

■会　場：千葉県教育会館ホール
■入場料：無料
■問合せ：千葉県三曲協会
　TEL:047-484-1870

箏・三絃・尺八の演奏による日本芸術の古典と
現代の魅力と真髄を披露します。

■会　場：さわやかちば県民プラザ
■入場料：無料
■問合せ：千葉交響楽団協会
　TEL:043-258-6733（加瀬）

県内各地の交響楽団のメンバーによる室内楽の
演奏会です。

【千葉・県民芸術祭記念コンサート】

第6回千葉交響楽団協会室内楽フェスティバル

（13:30開場 先着順）

10月20日（日）10:15～16:30

9月29日（日）10:00～16:00

6月29日（土）9:30～18:30

7月23日（火）
～8月4日（日）9:00～16:30 9月28日（土）

～10月20日（日）9:00～16:30

11月26日（火）
～12月1日（日）9:00～16:30

8月27日（火）
～9月1日（日）9:00～16:30

＊休館日　7月29日（月）

9月3日（火）
～9月16日（月・祝）9:00～16:30

9月10日（火）
～9月23日（月・祝）9:00～16:30

＊休館日　9月9日（月）

＊前後期最終日16:00まで  
＊休館日 10月7日・8日・9日・15日

＊9月30日（月）開館

■会　場：千葉県立美術館 第５室
■入場料：無料＊作品の公募あり
■問合せ：(一社 )千葉県労働者福祉協議会
　TEL:043-241-6681

県内の勤労者による絵画・写真・書を展示します。

■会　場：千葉県立美術館 第６室
■入場料：無料
■作品公募：小・中・高校生 1,000 円（2枚まで）・

一般 1,000 円（1枚）＋応募手数料 1,000 円 (1 人 )
■問合せ：千葉県写真美術会 (沢口写真館 )
　TEL:043-248-0026

テーマごとに公募した作品の中から入賞・入選作
品を展示するとともに、作品集を作成し、県内の
主な図書館に寄贈します。

10月26日（土）14:00～16:00
■会　場：千葉県立美術館 第４室
■入場料：無料
■作品公募：中・高校生 2,500 円・

一般 5,000 円 ( それぞれ 2 点まで）
小作品（Ａ４サイズ作品）2,000 円（1点まで）
絵ハガキ大賞（葉書サイズ作品）500円（3点まで）
■問合せ：千葉デザイン協会（担当：坂田）
　TEL:090-4422-6127

公募したビジュアルデザイン作品の入賞・入選作
品を県立美術館に展示します。

■会　場：千葉県立美術館
■入場料：無料
■問合せ：千葉県美術会
　TEL:043-242-5587(火・金曜日のみ)

県内で公募した日本画・洋画・彫刻・工芸・書
道の作品の中から入選した作品を紹介します。会
期中、解説会を開催します。

10月22日（火・祝）～10月27日（日）
9:00～16:30

■会　場：佐倉市民音楽ホール
■入場料：無料

加盟14市の能楽連合会会友200名が一堂に会して、
「素謡」「仕舞」「舞囃子」「小鼓連調」等を演奏します。
参加流派は観世流・宝生流・喜多流・下掛宝生流
の四流派に金剛流・金春流が参加、能楽全流派の
出演を予定しています。また「能楽関係資料の展示会」
や「能楽体験教室」を実施、より身近な伝統芸能・
芸術の一つとして「能楽」の普及に務めます。

①第21回千葉県謡曲と仕舞の会
（能楽発表会・展示会）

②第22回千葉県謡曲と仕舞の会
（能楽発表会Ⅰ・展示会）

■会　場：①千葉県立美術館（展示）・
 ②千葉県教育会館（上演）
■入場料：無料
■作品公募：県内現職・退職教職員から公募
■問合せ：千葉県教育芸術祭実行委員会
　TEL:043-227-6141 (千葉県教育会館事務局)

県内現職・退職教職員による写真・書画工芸な
どの作品を展示や、舞踊・合唱などを上演します。

■会　場：千葉県立美術館 第６室
■入場料：無料
■参加料：3,000 円 (2 点まで )
 1 点増すごとに 500 円
■問合せ：千葉県がり版アート孔版画研究会
　TEL:090-3505-1304

11月30日（土）に無料体験会を開催します。
3歳から制作できます。（電話申込みで先着30名）

■会　場：四街道市文化センター　大ホール
■入場料：無料
■問合せ：千葉県吟剣詩舞道総連盟
　TEL:047-466-6988

吟詠や剣詩舞などのほか、構成吟や、子どもた
ちによる吟剣詩舞の発表を行います。

民謡個人唄は年齢別に三部門を設けて発表しま
す。わらべの唄、ジュニア合同演技、会主コーナー
や、さらには合唱、合奏、民舞、新舞踊等もあり、
多種多様な演目を披露します。

10月13日（日）9:30～17:30

■会　場：東金文化会館　小ホール
■入場料：無料
■問合せ：千葉県民謡協会
　TEL:047-438-1909（千代田）

11月17日（日）9:30～17:30

■会　場：船橋市民文化ホール
■入場料：4,000 円
■問合せ：（公社）日本舞踊協会千葉県支部
　TEL:04-7166-8666

古典、松竹梅・俄獅子・風流船揃・汐汲み等他15番
を披露します。

11月10日（日）

■会　場：市川市文化会館大ホール
■入場料：3,000 円
■問合せ：千葉県芸術舞踊協会
　TEL:0475-55-0522

クラシックバレエやモダンダンスの作品集と協会
合同作品「ピーターと狼」、選抜新人・ジュニア舞
踊公演受賞作品も披露します。

11月16日（土）16:00～20:00

歌壇にて活躍中の歌人による講演の後、公募作品
の入選歌と参加作品の講評を発表します。
短歌に興味のある方、どなたでも参加できます。

■会　場：千葉市文化センター
■入場料：無料
■作品公募：出詠料 2,000 円（3首 1 組何組でも可）

  学生１人１首無料
  応募締切 7月20日 （土）
■問合せ：千葉県歌人クラブ 
　TEL:043-214-6013( 園田 )

10月6日（日）9:00～15:30

応募作品の中から入賞作品の発表（本年もジュ
ニアの部を設けました）、及び当日会場での席題
俳句会を開催します。俳句を詠まれる方、どなた
でも参加できます。

■会　場：千葉県文化会館　小ホール
■会場整理費：1,000 円
■作品公募：事前（2句1組1,000円【何組でも可】、

 ジュニア1句無料）、当日席題（2句） 
■問合せ：千葉県俳句作家協会 
　TEL•FAX:043-251-7284（平岡育也）

10月13日（日）9:30～16:30

公募した川柳作品の中から、入選句を発表します。

■会　場：船橋市勤労市民センター
■入場料：見学のみの場合無料
■作品公募：当日参加1,000円、欠席投句500円、

 ジュニア投句部門（小・中学生）無料 
■問合せ：千葉県川柳作家連盟
　TEL:047-339-1856

10月19日（土）12:00～17:00

詩に関する文芸講演・パフォーマンスのほか、詩
画・詩書展を開催します。

■会　場：千葉市生涯学習センター
■入場料：無料
■問合せ：千葉県詩人クラブ
　TEL:090-9807-2647 （秋元）

11月4日（月・祝）13：00～16：30

9月28日（土）～10月6日（日）

■展示

10月25日（金）9:00～15:40
■上演

10月10日（木）～10月20日（日）

舞踊・舞台関係 文芸関係

■会　場：青葉の森公園芸術文化ホール
■入場料：無料

令和2年2月15日（土）9:30～18:30

謡曲 仕舞とお囃子を楽しむ会 
（能楽体験教室と能楽発表会Ⅱ・展示会）

■会　場：青葉の森公園芸術文化ホール
■入場料：無料
■問合せ：千葉県能楽連盟
　TEL:0436-62-5504（大村）

令和2年2月20日（木）9:30～18:30

美術関係

第32回千葉県吹奏楽祭

第88回千葉県三曲協会演奏会

第48回写真千葉県展

第64回千葉県勤労者美術展

第42回千葉県写真展

第69回千葉デザイン展2019

第69回千葉県美術展覧会（県展）

第30回千葉県教育芸術祭

第３回がり版アート孔版画展
「ご存知？日本生まれの版画」

千葉県謡曲と仕舞の会

第68回千葉県吟剣詩舞道大会

第46回千葉県民謡民舞祭

第52回日本舞踊公演

第45回現代バレエ合同公演

第63回千葉県短歌大会

第61回千葉県俳句大会

第54回千葉県川柳大会

第41回ちば秋の詩祭


