第41回市民文化祭参加者募集
市民文化祭実行委員会事務局（市民文化センター3階） ☎・FAX（78）4308
〒322-0069 坂田山２丁目170
「鹿沼市民文化祭」は、誰でも参加
できる文化の祭典です。市民の皆さん
一人一人が主役となり、地域文化の振
興と交流を図りましょう。
日頃の練習や学習の成果を発表・出
展してみませんか？多くの皆さんの参
加を心よりお待ちしています。
各部門の申込用紙・
出品票は右のQRコ
ードからダウンロー
ドできます。
▶

●生活文化部門
華道展

とき・ところ

茶会
フラワー

デザイン展

①参加規定②参加料③申込方法④搬入
申込締切
申込・問い合わせ
①鹿沼市茶華道協会会員および市内在住・在勤・在学者
10月5日㈯～6日㈰
〒322-0056 下材木町1354
②１人2,000円③申込用紙に出品料を添えて郵送
8月31日㈯
市民文化センター
川上鳳雲☎（62）5745
④10月4日㈮午後1時～8時
①鹿沼市茶華道協会茶道部会員②入場料3席1,500円
10月6日㈰
〒322-0037 中田町1059
③茶道部社中代表の先生から事前に求める
10月1日㈫
市民文化センター
青木宗栄☎（62）4676
④10月5日㈯午後1時～5時
〒322-0043 万町897-2
①生花（アレンジメント・ブーケ・コラージュ・大作アレンジ
10月26日㈯～27日㈰
メント
（先着2点）
）
プリザーブドフラワー②１人１点1,000 9月1日㈰ 平井好
市民文化センター
円③はがきまたはFAXで④10月25日㈮午後4時～8時
☎・FAX（65）0165

●ギャラリー部門

とき・ところ

書道展

10月25日㈮～27日㈰
市民文化センター

日本画展

10月25日㈮～27日㈰
文化活動交流館

洋画・彫塑展

11月2日㈯～4日（月・休）
文化活動交流館

絵手紙展

11月８日㈮～10日㈰
文化活動交流館

写真展
マンガ・

イラスト展

①参加規定②参加料③申込方法④搬入
①書、篆刻。両方の出品可。1人1点②1,000円③申込
用紙に出品料を添えて郵送か各委員に依頼（用紙は各
コミュニティセンターで配布）
④10月24日㈭午後1時～2時
①はがき大以上1人2点以内②無料③申込用紙を作品
裏面に貼付し搬入時間に会場へ持参
④10月24日㈭午後1時～1時30分
①油絵・水彩パステル、デザイン・イラスト、版画、立体作
品。1人4点以内②無料③出品票を作品裏面に貼付して
搬入時間に会場へ持参。搬入時に会場で記入も可
④11月1日㈮午後3時～5時
①濃紺のラシャ紙の台紙半分（横幅79㎝×高さ55㎝）
に
貼れる範囲で何点でも可②無料③申込用紙を郵送
④11月7日㈭午後1時30分～3時30分
①テーマ自由（カラー・白黒・デジタル・フイルム可）
１人3
点以内②無料③作品裏面に応募用紙を貼付して創作工
房室に持参④10月19日㈯・20日㈰午前9時～午後5時

申込締切

申込・問い合わせ

9月14日㈯

〒322-0034 府中町131
大越泰昌☎（62）5487

10月24日㈭

〒322-0023 幸町2-1-6
角田栄子☎（62）1946

〒322-0062 泉町2417-13
川津正己
11月1日㈮
FAX（62）5098
※連絡はFAXで
9月30日㈪

〒322-0018 池ノ森209-1
高橋進☎（75）3139

〒322-0002 千渡1605-162
10月20日㈰ 浅見清
☎080（1264）2536
〒322-0023 幸町2-2-6
11月22日㈮～24日㈰ ①市内在住・在勤・在学者。二次創作不可②無料③申込
11月15日㈮ 福田容子
市民文化センター
用紙に記入して郵送④11月21日㈭午後1時～5時
☎080（6512）5735
11月22日㈮～24日㈰
文化活動交流館
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とき・ところ

まつり
大会

9月29日㈰
市民文化センター
10月6日㈰
市民文化センター

演劇祭

市議選・入園

秋の舞 踊 民謡民舞

フィルムコミッション

●ホール部門

10月6日㈰
市民文化センター

舞踊の祭典

カラオケと

音楽祭

森林認証・ＬＧＢＴ

10月27日㈰
市民文化センター
10月27日㈰
市民文化センター

謡曲大会

11月24日㈰
市民文化センター
12月1日㈰
市民文化センター

三曲
演奏会

市民のひろば

吟詠剣詩舞
ダンス
大会

市民文化祭

11月3日（日・祝）
御殿山会館

12月8日㈰
市民文化センター

①参加規定②参加料③申込方法

申込締切

申込・問い合わせ

①日本舞踊、新舞踊、歌謡舞踊、舞踊一般。1曲7分以内
〒322-0072 玉田町323-2
②1人3,000円③申込用紙に参加料・参加曲のカセット 8月10日㈯
沼尾冨士子☎（62）7986
テープ・CDを添えて郵送
①市内在住・在勤・在学・周辺市町在住者。民謡民舞限
〒322-0022 東町1-4-12
定。1曲5分以内②1人1,000円（昼食を含む）③申込用紙 8月1日㈭
前澤淡由起☎（64）1051
に参加料を添えて郵送
①小中学校55分・高校60分・一般80分以内（照明装置時
〒329-0507 下野市文教2-6-1
間、参加数制限あり）②1団体6,000円③団体名・代表者 8月31日㈯ 山縣恒雄
氏名・連絡先・題名・上演時間・装置時間を明記して郵送
☎0285（53）5427
〒322-0028 栄町1-16-15
①先着80人②カラオケ…2コーラス１人3,000円、舞踊
8月30日㈮ 大澤典子
…3番１人3,500円③申込用紙に参加料を添えて郵送
☎090（4709）0420
〒322-0012 松原1-155
①市内在住・在勤・在学・市内の音楽団体所属者。ジャン
9月1日㈰ 斎藤みちこ
ル不問②無料③申込用紙を郵送
☎080（5062）3586
①素謡（独吟、連吟可）仕舞、囃子（笛・大小鼓）。市内在住・
〒322-0527 塩山町177
在勤者②無料③往復はがきに流派、希望種目・演目、住 10月10日㈭
小森基伊☎（75）3400
所・氏名・年齢・電話番号を記入して郵送
①独吟・独舞・連吟3分以内、合吟・合舞4分以内。市内在
住・在勤・在学者②独吟独舞1人1,500円。合吟合舞1人
〒322-0045 上殿町767-2
9月8日㈰
1,000円（両方参加は1,500円）。高校生以下は無料（1人
水沼栄二☎（64）2667
2曲まで）③申込用紙に参加料を添えて郵送
〒322－0002 千渡1180
①ダンス種類不問②1人1,500円＋1団体1,500円③電
8月20日㈫ 熊倉奈央子
話または郵送（はがき）
で
☎090（2462）0510
〒322-0004 下武子町100-9
①市内在住・在勤・在学者②1人2,000円（昼食含む）、20
歳未満無料③演奏者名（ふりがな）
・曲名・演奏時間を記入 10月8日㈫ 神永雄一
して郵送。FAX（64）0631可
☎090（4826）1075

アイドル・フラッシュ

●文芸部門・文芸大会
俳句 短歌 川柳

健

とき・ところ
10月14日（月・祝）
市民文化センター
10月14日（月・祝）
市民文化センター
10月20日㈰
市民文化センター

①出品規定②出品料
申込締切
申込・問い合わせ
〒322-0422 中粕尾1376-2
①高校生以上の市内在住・在勤・在学者および市内文化
申込不要
団体会員②1人500円（当日持参）。高校生は無料
神山政一☎（82）3305
〒322-0252 加園2080
①1人1首（未発表の作品）はがきに詠草1首を記入して
9月14日㈯
郵送②1人1,000円（当日持参）
津吹節子☎（65）1860
①宿題「町」
「父」
「農」
「絵」
「客」
「顔」
「沼」席題1題（当日発
〒322-0072 玉田町382-29
申込不要
表）各2句詠②1人2,000円（昼食・大会誌代）
松本とまと☎（62）5700

康

●文芸部門・作品募集（参加料無料） 申し込み・問い合わせは、実行委員会へ

☎
（78）
4308

お知らせ

俳句 短歌 川柳

分野 ①出品規定②申込方法
（住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・分野を記入。学生は学校・学年を記入） 申込締切

創作
詩

まる博ものがたり
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①高校生以上の市内在住・在勤・在学者および市内文化団体会員。四季雑詠3句自由題。はがきに楷書で記 10月5日㈯
載してルビをふる②直接持参または郵送。直接持参の場合は同型用紙可
消印有効
①1人5首（未発表の作品）、400字詰め原稿用紙に作品と題名を記入②郵送
①課題「令和」
３句詠②はがきを郵送または持参。FAX可

①市内在住・在勤・在学者および文化団体会員。短編小説・随筆・童話・少年少女小説（原稿用紙20枚以内・ 10月15日㈫
消印有効
パソコンで作成の文書8,000字以内）②小説・随筆等の種類を記入して郵送または持参
【問い合わせ】永山彦三郎（楡木小学校）☎（7５）2044
①一般の部（中学生以上）、子どもの部（小学生）2編以内。未発表限定。400字詰原稿用紙５枚以内、パソコ
ンで作成の文書可（2,000字以内）難読漢字にルビをふる②郵送または持参
【問い合わせ】篠原久之☎（62）9426・☎090（7400）5526
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