


長野県県民芸術祭2015　参加事業カレンダー
　長野県県民芸術祭は、優れた文化芸術の鑑賞の機会を皆さんに提供しています。お誘い合わせの上、ぜひお出かけください。
　「★」マークのある種目には、子どもから一般の方向けの参加・体験・解説等の事業（次世代向け啓発事業）があります。（P4 をご
覧ください。）

〈ジャンル〉　 …美術・書道・華道等、　 …音楽、　 …芸能・演劇・舞踊、　 …文芸
ジャ
ンル 期日 催物名 会場 入場料 お問合せ先 電話番号

 6月
28日(日) ～

7月5日(日) 長野県美術展（第67回） 松本市美術館 一般500円、
高・大生300円 信州美術会 090-5449-8394

 7月
4日(土) ～

13日(月) 長野県陶芸展（第36回） かんてんぱぱホール
（伊那市） 無料 長野県陶芸作家協会 026-253-7749

18日(土) ～
9月1日(火)

東山魁夷館25周年記念
日展三山―東山魁夷 杉山寧 髙山辰雄―

長野県信濃美術館
東山魁夷館

大人600円、大学400円、
高校生以下無料 長野県信濃美術館 026-232-0052

26日(日) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜大学・職場・一般＞ 岡谷市カノラホール 無料 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

 8月
1日(土) ～ 2日(日) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）

＜小学校バンドフェスティバルステージ部門＞ キッセイ文化ホール 一般1,000円、
高校生以下500円 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

5日(水) ～ 6日(木) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜中学校A編成＞ ホクト文化ホール 一般1,000円、

中学生以下900円 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

8日(土) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜中学校B編成＞ 長野県伊那文化会館 一般1,000円、

中学生以下900円 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

11日(火) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜高等学校A編成＞ ホクト文化ホール 一般1,000円、

高校生以下500円 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

12日(水) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜高等学校B編成＞ ホクト文化ホール 一般1,000円、

高校生以下500円 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025
22日(土) ～

30日(日) 信州版画展（第41回） 上田市立美術館 無料 信州版画協会 0267-32-0375
27日(木) ～

9月1日(火) 下伊那の写真展 長野県飯田創造館 無料 長野県飯田創造館 0265-52-0333

30日(日) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜中部日本吹奏楽コンクール中学校部門＞ 長野県伊那文化会館 高校生以上500円、

中学生無料 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

30日(日) 長野県合唱コンクール（第57回） 千曲市あんずホール 無料 長野県合唱連盟 0263-82-8566
30日(日) ～

9月6日(日) 長野県書道展（第68回） 長野県信濃美術館 一般300円、
高校生以下無料

長野県書道展覧会
運営委員会 026-292-0449

30日(日) ～
9月6日(日) 長野県書道展（第68回） もんぜんぷら座

(長野市) 無料 長野県書道展覧会
運営委員会 026-292-0449

 9月
3日(木) ～
11月3日(火・祝) 「魁夷をよむ」第Ⅲ期　「旅の環」 長野県信濃美術館

東山魁夷館
大人500円、大学生300
円、高校生以下無料 長野県信濃美術館 026-232-0052

4日(金) ～ 6日(日) 2015信州ねんりんピック
長野県高齢者作品展（第44回） 千曲市総合観光会館 無料 2015信州ねんりん

ピック実行委員会 026-226-3741

4日(金) ～ 8日(火) 創造館陶芸展 長野県飯田創造館 無料 長野県飯田創造館 0265-52-0333

5日(土) 県民コンサート 松本市立四賀小学校
体育館 500円、中学生以下無料 松本市教育委員会生涯学習課

・中央公民館四賀公民館 0263-64-3112

5日(土) フラメンコ野外ライブ 長野県飯田創造館 無料 長野県飯田創造館 0265-52-0333

6日(日) 平成27年度吟剣詩舞道大会 篠ノ井市民会館（長野市） 無料 長野県吟剣詩舞道総
連盟 026-278-5780

6日(日) 長野県連合会吟道大会（第57回） 小諸市文化会館 無料 （公社）日本詩吟学院
長野県連合会 0267-22-1877

6日(日) 神洲流長野県吟道会吟詠剣詩舞道大会
（第87回） ホクト文化ホール 無料 神洲流長野県吟道会 026-221-3970

6日(日) 長野県川柳大会（第69回） 飯田市文化会館 無料 長野県川柳作家連盟 026-286-3714
10日(木) ～

11日(金)
アウトリーチコンサートと
ワークショップ

箕輪町文化センター、
上伊那郡内小中学校 １,000円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

10日(木) ～
15日(火) 長野県工芸美術展（第7回） 井上百貨店（松本市） 無料 長野県工芸美術会 0263-35-4736

11日(金) ～
13日(日) 長野県書道展（第68回） 長野県伊那文化会館 一般300円、

高校生以下無料
長野県書道展覧会
運営委員会 0265-73-8822

12日(土) ～
11月8日(日)

没後50年“日本のルソー”
横井弘三の世界展 長野県信濃美術館 大人800円、大学生600

円、高校生以下無料 長野県信濃美術館 026-232-0052

13日(日) 長野県煎茶道連盟合同茶会（第31回） ホテル紅や（諏訪市） 一般3,500円 長野県煎茶道連盟 0266-22-8336

13日(日) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜中部日本吹奏楽コンクール高等学校部門＞ 長野県伊那文化会館 高校生以上500円、

中学生無料 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

15日(火） ウィーン室内楽アンサンブル演奏会 ホクト文化ホール 2,000円 ホクト文化ホール 026-226-0008
17日(木) ～

21日(月・祝) 日本画県展（第41回） ホクト文化ホール 無料 長野県日本画会 026-259-7299

18日(金) おでかけウィーン室内楽
アンサンブル演奏会 県庁玄関前ピロティ 無料 長野県県民文化部

文化政策課 026-235-7282
18日(金) ～

20日(日) 長野県書道展（第68回） ひのきの里総合文化
センター（上松町） 無料 長野県書道展覧会

運営委員会 0264-52-2736
18日(金) ～

21日(月・祝) 長野県華道教育会華道展（第66回） 上田創造館（上田市） 一般500円 長野県華道教育会 0265-78-3492
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ジャ
ンル 期日 催物名 会場 入場料 お問合せ先 電話番号

19日(土) ～
20日(日) 長野県障がい者文化芸術祭（第18回） 長野県障がい者

福祉センター 無料 長野県障がい者文化
芸術祭実行委員会 026-295-3111

20日(日) 長野県俳句大会（第51回） 上田市勤労者福祉
センター 無料 長野県俳人協会 026-282-4033

21日(月・祝） 長野フィルハーモニー管弦楽団演奏会 ホクト文化ホール 一般1,500円、
高校生以下500円 ホクト文化ホール 026-226-0008

23日(水・祝) 第13回あしたは真打ち まつぶん新人寄席 キッセイ文化ホール 一般1,000円、学生・シ
ニア（60歳以上）500円 キッセイ文化ホール 0263-34-7100

23日(水・祝) 長野県文化箏コンサート（第18回） 若里市民文化ホール
（長野市） 無料 文化筝長野県本部 0263-33-1415

23日(水・祝) ～
27日(日) 日宝展（第31回） ホクト文化ホール 500円（1枚で3名まで） 美術団体日宝会 026-285-2585

27日(日) フォレスタコンサート 長野県伊那文化会館 S ４,000円、A 3,000円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

27日(日) 長野県能楽大会（第22回） 松代文化ホール（長野市） 無料 長野県能楽連盟 026-241-9181

27日(日) 長野県演劇祭（第35回） 飯山市民会館 無料 長野県アマチュア
演劇連盟 0269-62-0983

30日(水) ～
10月4日(日) 長野県工芸展（第35回） 松本市美術館 無料 長野県工芸会 090-8326-4375

 10月
3日(土） 飯田市 黒田 今田 人形浄瑠璃 ホクト文化ホール 一般1,000円、

高校生以下無料 ホクト文化ホール 026-226-0008

3日(土) ～ 5日(月) 長野県書道展（第68回） 諏訪市美術館 一般300円、
高校生以下無料

長野県書道展覧会
運営委員会 0266-52-1217

3日(土) ～ 7日(水) 水墨画県展（第15回） 長野県伊那文化会館 無料 長野県水墨画協会 026-286-2095

4日(日) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜小学校バンドフェスティバルフロア部門＞

長野市若里スポーツア
リーナ

一般1,000円、
高校生以下500円 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

4日(日) 長野県吹奏楽コンクール（第55回）
＜マーチングコンテスト＞

長野市若里スポーツア
リーナ

一般900円、
高校生以下700円 長野県吹奏楽連盟 0263-88-8025

4日(日) 長野県童謡・唱歌フェスティバル（第21回） 上田市交流文化芸術
センター サントミューゼ 一般参加費500円 長野県童謡・唱歌をう

たう会 090-4959-3186

4日(日) 長野県新舞踊公演（第31回） 千曲市あんずホール 無料 長野県新舞踊協会 026-272-3703

10日(土) 長野県大正琴演奏会（第36回） 上田市交流文化芸術
センター サントミューゼ 無料 長野県大正琴協会 0265-81-7500

10日(土) 和楽器のオーケストラむつのをコンサート
（松本公演） キッセイ文化ホール 一般2,000円、

小中高生500円 キッセイ文化ホール 0263-34-7100
10日(土) ～

12日(月・祝) 長野県書道展（第68回） 安曇野市穂高会館 一般300円、
高校生以下無料

長野県書道展覧会
運営委員会 0263-82-5970

10日(土) ～
12日(月・祝) 写真県展(第65回） 長野駅ビルMIDORI 無料 長野県写真連盟 026-236-3399

11日(日) 長野県三曲演奏会（第61回） 松本市音楽文化ホール 無料 長野県三曲協会 0263-32-3255

11日(日) 和楽器のオーケストラむつのをコンサート
（木曽公演） 木曽文化公園文化ホール 一般2,000円、

小中高生500円 キッセイ文化ホール 0263-34-7100

12日(月・祝) 長野マンドリンアンサンブル演奏会
（第39回） 千曲市あんずホール 無料 長野マンドリンアン

サンブル 090-3402-7263
16日(金) ～

18日(日) 長野県書道展（第68回） 長野県佐久創造館 一般300円、
高校生以下無料

長野県書道展覧会
運営委員会 0267-68-2811

16日(金) ～
19日(月) 写真県展(第65回） 長野県飯田創造館 無料 長野県写真連盟 026-236-3399

18日(日) 長野マンドリンアンサンブル演奏会
（第39回） 須坂市メセナホール 無料 長野マンドリンアン

サンブル 090-3402-7263

18日(日) SBCこども音楽コンクール 長野県伊那文化会館 無料 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

20日（火） 信州新世代アーティスト「next」公演 県庁玄関前ピロティ 無料 長野県県民文化部
文化政策課 026-235-7282

23日(金) ～
25日(日) 長野県書道展（第68回） 飯田市公民館 一般300円、

高校生以下無料
長野県書道展覧会
運営委員会 0265-22-1132

24日(土) ～
11月15日(日) 伊那の日本画4人衆 長野県伊那文化会館 500円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

25日(日) 長野県母親コーラスまつり北信地区
（第56回） ホクト文化ホール 無料 長野県母親コーラス

まつり運営委員会 0269-65-2356

25日(日) 長野県母親コーラスまつり佐久地区
（第56回） 佐久市コスモホール 無料 長野県母親コーラス

まつり運営委員会 0269-65-2356

25日(日) 創造館茶会 長野県飯田創造館 茶席料1,000円 長野県飯田創造館 0265-52-0333

27日(火) プラハ国立歌劇場オペラ「椿姫」 長野県伊那文化会館 SS 12,000円、S 9,000円、
A 7,000円、B 5,000円、C 3,000円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

31日(土) 伊澤修二記念音楽祭 長野県伊那文化会館 500円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822
31日(土) ～

11月1日(日) 長野県現代書藝展（第21回） キッセイ文化ホール 無料 長野県現代書藝協会 0265-70-7035

 11月
1日(日) 長野県母親コーラスまつり上小地区

（第56回） 上田市文化会館 無料 長野県母親コーラス
まつり運営委員会 0269-65-2356

1日(日) ～
3日(火・祝) 長野県書道展（第68回） 上田市中央公民館 一般300円、

高校生以下無料
長野県書道展覧会運
営委員会 0268-22-0760

1日(日)～11日(水) 長野県菊花展覧大会（第53回） 豊野温泉りんごの湯
（長野市） 無料 長野県菊花連合会 026-257-3327

3日(火・祝) 長野県高等学校ギター・マンドリン
フェスティバル(第45回） 千曲市あんずホール 500円 （公社）全日本高等学校ギター・

マンドリン音楽振興会長野県支部 026-227-4592

3日(火・祝) 演劇セミナー 長野県伊那文化会館 500円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822
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ンル 期日 催物名 会場 入場料 お問合せ先 電話番号

5日(木) ～
1月12日(火)

「魁夷をよむ」第Ⅳ期　「馬車よ、ゆっくり
 走れ―ドイツ・オーストリア紀行」

長野県信濃美術館
東山魁夷館

大人500円、大学生
300円、高校生以下無料 長野県信濃美術館 026-232-0052

7日(土) ～
8日(日) 伊那谷演劇研究所（ワークショップ） 長野県伊那文化会館 無料 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

8日(日) 長野県大正琴演奏会（第36回） まつもと市民芸術館 無料 長野県大正琴協会 0263-33-1415

8日(日) 長野県短歌大会（第36回） ホテル祥園（上田市） 無料 長野県歌人連盟 026-241-9381

8日(日) 県民コンサート 麻績村筑北村学校組合立
筑北中学校体育館 無料 麻績村教育委員会 0263-67-4858

13日(金) ～
16日(月) 写真県展(第65回） 長野県佐久創造館 無料 長野県写真連盟 026-236-3399

13日(金) ～
12月20日(日)

描かれた女たち―女性像にみるフォルム
／現実／夢 長野県信濃美術館 大人1,200円、大学生

1,000円、高校生以下無料 長野県信濃美術館 026-232-0052

14日(土) 伊那人形芝居公演（第33回） 黒田人形浄瑠璃伝承館
（飯田市） 無料 伊那人形芝居保存協

議会 0265-27-2128

15日(日) 長野県合同茶会（第36回） 小諸グランドキャッス
ルホテル（小諸市） 一般3,000円 長野県茶道連盟 026-296-9411

15日(日) 長野県母親コーラスまつり北信地区
（第56回）

若里市民文化ホール
（長野市） 無料 長野県母親コーラス

まつり運営委員会 0269-65-2356

15日(日) 長野県バレエフェスティバル（第36回） ホクト文化ホール 一般2,000円（指定席）、
前売1,500円（自由席） 長野県バレエ協議会 026-234-4551

15日(日) 伊那能 長野県伊那文化会館 葵 9,000円、S 7,000
円、A 4,000円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

21日(土) ～
23日(月・祝) 長野県書道展（第68回） 中野市中央公民館 無料 長野県書道展覧会運

営委員会 0269-22-2691

21日(土) ～
12月1日(火) 信濃美術館移動展 信濃町地域交流施設 大人300円、大学生

150円、高校生以下無料 長野県信濃美術館 026-232-0052

22日(日) 長野県母親コーラスまつり中信地区
（第56回） 松本市音楽文化ホール 無料 長野県母親コーラス

まつり運営委員会 0269-65-2356

22日(日) 長野県母親コーラスまつり南信地区
（第56回） 辰野町民会館 無料 長野県母親コーラス

まつり運営委員会 0269-65-2356

23日(月・祝) 長野県マンドリニストの集い（第51回） 岡谷市総合福祉センター 無料 長野県マンドリン連盟 0263-33-1415

27日(金) 能楽特別講座 長野県佐久創造館 無料 長野県佐久創造館 0267-68-2811

28日(土) ～
29日(日) 第７回佐久の演劇祭 長野県佐久創造館 無料(演目によっては一

般1,000円) 長野県佐久創造館 0267-68-2811

29日(日) （公社）俳人協会県支部俳句大会（第17回） 長野県林業センター
（長野市） 無料 （公社）俳人協会長野

県支部 026-226-2845

29日(日) ニッポンドド御祭 長野県伊那文化会館 S 3,500円、A 2,500円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

29日(日) 芸能発表会 長野県飯田創造館 無料 長野県飯田創造館 0265-52-0333

29日(日) 長野県母親コーラスまつり中信地区
（第56回） 松本市音楽文化ホール 無料 長野県母親コーラス

まつり運営委員会 0269-65-2356

 12月
4日(金) ～

7日(月) 写真県展(第65回） 茅野市民館 無料 長野県写真連盟 026-236-3399

4日(金) ～
15日(火) 信濃美術館移動展 岡谷市立岡谷美術

考古館
大人300円、大学生
150円、高校生以下無料 長野県信濃美術館 026-232-0052

5日(土) ロジェ・ワーグナー合唱団 長野県伊那文化会館 S 5,000円、A 4,000円 長野県伊那文化会館 0265-73-8822

6日(日） おやじバンドフェスティバルin NAGANO ホクト文化ホール 500円(投票券付) ホクト文化ホール 026-226-0008

6日(日） 第７回佐久の演劇祭 長野県佐久創造館 無料 長野県佐久創造館 0267-68-2811

10日(木) ～
13日(日) 写真県展(第65回） 塩尻総合文化センター 無料 長野県写真連盟 026-236-3399

11日(金) ～
13日(日) 長野県書道展（第68回） 松本市美術館 一般300円、

高校生以下無料
長野県書道展覧会運
営委員会 0263-39-7400

13日(日) 大きな輪となれ 第４回ジョイントコンサート 佐久市コスモホール 一般2,000円、
高校生以下1,000円 長野県佐久創造館 0267-68-2811

20日(日) 県民コンサート 南箕輪村民センター 無料 南箕輪村教育委員会
社会教育係 0265-76-7007

24日(木) ～
１月5日(火)

コレクション展 戦後70年
信州の疎開作家たち―県展の誕生― 長野県信濃美術館 大人500円、大学生

300円、高校生以下無料 長野県信濃美術館 026-232-0052

 1月 〜 3 月 通年
1月21日(木) ～

25日(月) 写真県展(第65回） 上田市立美術館 無料 長野県写真連盟 026-236-3399

1月28日(木) ～
31日(日) 写真県展(第65回） 松本市美術館 無料 長野県写真連盟 026-236-3399

3月13日(日) ～
20日(日) 日本水彩画会県展（第58回） 長野県信濃美術館 無料 日本水彩画会長野県

展運営委員会 026-243-0909

信州文学賞・「信州文芸」発行 信州文芸誌協会 0268-27-2209



文化芸術への新たな挑戦を応援します！
《次世 代向け啓発事業》

県民芸術祭に合わせて、子どもから一般の方にご参加いただける参加・体験・解説などのイベントです。
〈ジャンル〉　 …美術・書道・華道等、　 …音楽、　 …芸能・演劇・舞踊、　 …文芸

　nextとは、2010年度より一般財団法人長野県文化振興事業団が長野県とともに行っている若手芸術家支援事業です。
　「長野県ゆかりで、プロまたはプロの芸術家をめざす30代までの若手芸術家」を対象に、芸術文化に関する創作活動に
役立つ各種支援事業の情報や、芸術家の活動情報をネクストのウェブサイトから発信するとともに、発表の場を提供す
ることで、彼らの芸術活動を支援します。
　また、芸術文化団体が行う新人の発掘や育成に関する事業を奨励しています。

[事業内容]
◎若手芸術家のデータベース・情報発信
◎webサイトを活用し、県内展示スペースや助成金等の情報提供
◎若手芸術家の展覧会・舞台公演
　登録いただくことで、ウェブサイトを通して多くの方にアピールができ、
　有償での出演・出品依頼も期待できます。
　また、登録アーティストに対するオリジナルイベントや各種ステージ等での
　出演・出品依頼のサポートも行っております。

nextへのご登録、若手芸術家の紹介、出演・出品依頼はこちらから
［お問合せ］nextウェブサイト　http://www.n-bunka.jp/next/　
　　　　　 ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
　　　　　 TEL　026-226-0008　　E-mail　n-kenbun@n-bunka.jp

◆県民芸術祭参加◆
信州新世代アーティスト「next」県庁ピロティ公演
平成27年10月20日（火）　12：20 〜 12：50

平成26年7月25日～ 8月17日「next：信州新世代のアーティ
スト展2014」（ホクト文化ホールでの展示の様子）

平成27年2月15日「next：信州新世代のアーティスト
ステージin 銀座」（銀座NAGANOにて演奏）

ジャ
ンル 事業名 内容 期日 会場 お問合せ先 電話番号

高校生の一日学芸員 高校生が学芸員となり、県展作品の解説
及びガイドを行う 7月4日(土) 松本市美術館 信州美術会 090-5449-8394

お抹茶を飲んでみよう 茶道に親しみながら茶碗鑑賞の方法を学
ぶ

7月4日(土)
〜 5日(日)

かんてんぱぱホール
（伊那市） 長野県陶芸作家協会 026-253-7749

文化箏、弾いてみる会＆
聴いてみる会 子どもたちの文化箏体験会及び観賞会

8月1日(土)
〜 10日(月)

中信地区の数か所の
公民館 文化箏長野県本部 0263-33-1415

10月11日(日) まつもと市民芸術館 文化箏長野県本部 0263-33-1415

親子書道教室 正しく美しい書の認識及び書き方を学ぶ
実技体験教室

9月5日(土) 長野市生涯学習センター
４階大学習室２、３

長野県書道展覧会
運営委員会 026-292-0449

11月21日(土) 松本市美術館 長野県書道展覧会
運営委員会 0263-39-7400

ギャラリートーク 書の理解と美意識を深めるためのギャラ
リートーク

8月30日(日)、
9月3日(木)・5日(土) 長野県信濃美術館 長野県書道展覧会

運営委員会 026-292-0449

10月4日(日) 諏訪市美術館 長野県書道展覧会
運営委員会 0266-52-1217

10月11日(日) 安曇野市穂高会館 長野県書道展覧会
運営委員会 0263-82-5970

10月18日(日) 長野県佐久創造館 長野県書道展覧会
運営委員会 0267-68-2811

10月24日(土) 飯田市公民館 長野県書道展覧会
運営委員会 0265-22-1132

11月23日
(月・祝) 中野市中央公民館 長野県書道展覧会

運営委員会 0269-22-2691

12月13日(日) 松本市美術館 長野県書道展覧会
運営委員会 0263-39-7400

花の好きなこどもたちへ…
みんなで楽しくいけばな教室

花材や花器を用意し、楽しくいけばなを
体験 9月19日(土) 上田創造館（上田市） 長野県華道教育会 0265-78-3492

ジュニア日宝展 小学生を対象とした絵画・写真の展示発
表会

9月23日(水・祝)
〜 27日(日) ホクト文化ホール 美術団体日宝会 026-285-2585

第22回能楽大会
〜子どもによる能楽体験〜

子ども能楽教室グループの素謡・仕舞へ
の出演 9月27日(日) 松代文化ホール（長野市） 長野県能楽連盟 026-241-9181

第15回水墨画県展実技教室 見学者を中心に、専門講師による実技教
室の開催 10月4日(日) 長野県伊那文化会館 長野県水墨画協会 026-286-2095

大正琴の未来のスター大集合!!
子供たちによる大正琴アンサンブル

高校生以下の子どもたちによる演奏発表会
（当日飛び入り大歓迎） 10月10日(土) 上田市交流文化芸術

センター サントミューゼ 長野県大正琴協会 0265-81-7500

日本水彩画会
第58回長野県展

高校生への作品公募の奨励、鑑賞の場研
究会、ギャラリートーク及び作品研究会

3月13日(日)
〜 20日(日) 長野県信濃美術館 日本水彩画会

長野県展運営委員会 026-243-0909



県民芸術祭参加事業　優秀作品

【参加団体】
伊那人形芝居保存協議会/2015信州ねんりんピック実行委員会/信州版画協会/信州美術会/信州文芸誌協会

神洲流長野県吟道会/(公社)全日本高等学校ギター・マンドリン音楽振興会長野県支部/長野県アマチュア演劇連盟
長野県歌人連盟/長野県合唱連盟/長野県華道教育会/長野県菊花連合会/長野県吟剣詩舞道総連盟

長野県現代書藝協会/長野県工芸会/長野県工芸美術会/長野県茶道連盟/長野県三曲協会/長野県写真連盟
長野県障がい者文化芸術祭実行委員会/長野県書道展覧会運営委員会/長野県新舞踊協会/長野県吹奏楽連盟
長野県水墨画協会/長野県煎茶道連盟/長野県川柳作家連盟/長野県大正琴協会/長野県陶芸作家協会

長野県童謡・唱歌をうたう会/長野県日本画会/長野県能楽連盟/長野県俳人協会/長野県母親コーラスまつり運営委員会
長野県バレエ協議会/長野県マンドリン連盟/長野マンドリンアンサンブル/（公社）日本詩吟学院長野県連合会

日本水彩画会長野県展運営委員会/(公社)俳人協会長野県支部/美術団体日宝会/文化筝長野県本部
ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）/長野県伊那文化会館/キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）

長野県飯田創造館/長野県佐久創造館/長野県信濃美術館/（公社）諏訪交響楽団/長野市交響楽団/松本交響楽団

第30回日宝展 知事賞
牧野完治

「さざえ貝と蛸」
幅14cm×奥行11cm×高さ13.5cm

第66回県美術展 知事賞
滝沢佳美

「願い」
F50号

第34回長野県工芸展  工芸会長賞
佐藤今朝寿

「悠久」
幅36cm×奥行36cm×高さ47cm

第14回水墨画県展 知事賞
小岩和子

「きれい」
F50号

来場者アンケートにご協力ください

参加事業の各会場で配布する
アンケート用紙にご記入ください。

［お問い合わせ先］
長野県県民文化部文化政策課芸術文化係
電話：026-235-7282　FAX：026-235-7284
E-mail：bunka@pref.nagano.lg.jp
http://www.pref.nagano.lg.jp/
　長野県県民芸術祭 検 索


