
知って、話して、体験する、群馬の奥深い魅力発見マガジン

tsulunos PLUS  　     

県ホームページの他、電子書籍版を
スマートフォンやタブレットでもご覧になれます

https://www.pref.gunma.jp/07/b21g_00988.html

伝えたくなる群馬の魅力をアレコレ掲載。
動画・SNSとも連動し、
紙面だけでは伝えきれない魅力も発信中！

6 2022
Jun.
vol.8

ツルノショク:牛乳
全国生産量第５位の「牛乳」を
ぐんまちゃんがリポート。牧場
から食卓に届くまでどんな道
のりなんだろう？動画も必見！

ツルノカゾク:向
む か

井
い

千
ち

秋
あ き

記念子ども科学館
宇宙には不思議がいっぱい。群馬県出身の宇宙飛行士向井千秋
さんの記念科学館で、学びや体験を楽しもう！

ツルノデータ:ドレッシング
統計やランキングから群馬の新たな魅力を
発見！第一弾のドレッシングからはいったい何
が分かるのか？

ツルノメ

ぐんま広報増刊号

保存版
わっしょい！わっしょい！
ぐんまの祭り・夏編ぐんまの祭り・夏編
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図解!祭りのきほん

なぜ？もっと知りたい！祭りの由来

平成30年にリニューアルした「上野」

県内の夏祭りの中でも「なぜ？」「もっと知りたい！」と思う、珍しい祭りの由来を調査！

祭りに欠かせない山車やみこしの役割が分かればもっと楽しめるようになります。

群馬で「ねぷた」まつり？

山
だ し

車
祭りを彩る飾り屋台

みこし
豪快で勇壮な

江戸時代、津軽藩三代藩主・
津
つ が る

軽信
のぶよし

義が尾島町内にあっ
た津軽藩の飛び地で生まれ
た縁で、青森県弘前市と交
流が始まり、昭和61年の尾
島まつりからねぷたが登場
するようになりました。

津軽藩主が尾島で
生まれたから

沼田市産業振興課
萩
はぎわらけい

原圭さん
安
あんどうかずき

藤一輝さん

なぜ?

動画で
見よう

火をぐるぐる回すの？

県内に残る最大級の火祭
り。戦国時代、武田勢を助
け、勝利した喜びを「火祭
り」の形で伝えたものとい
われています。闇に浮かぶ
炎の輪が、夏を勇壮に歌い
上げます。

戦の勝利の喜びを
表すための火祭り

高崎まつりには、約20台の山
車が一堂に会する。

天狗みこし
迦
かしょう

葉山
ざん

弥
み

勒
ろく

寺
じ

の大天
狗にちなんだ天狗み
こしは沼田まつりの
名物。

山車人形
神の依

よりしろ

代としての役割を持つ人形
は、神話や物語の登場人物である
ことが多い。

須賀神社と榛名神社、両神社のみ
こし渡

と ぎ ょ

御も行われる。

動画で
見よう

なぜ? 「へそ」祭りになった？

渋川が古くから日本の真ん中
といわれていたことにちなみ、
市政30周年を記念して始ま
りました。スタートに当たっ
て発した「へそのまち宣言」
が「日本のへそ論争」の発端
となったことでも話題に。

日本の「へそ」である
ことを宣言するため

動画で
見よう

なぜ?

山車は、神が天から下りてくるた
めのもの。神の乗り物であるみこ
しとは役割が異なります。地域で
呼び方が異なり、飾り屋台と呼ぶ
こともあります。西日本では山

やまぼこ

鉾、
山
やまがさ

笠などといわれています。

みこしは神が移動するための乗り物。
普段は神社にいる神が、祭りで町内に
回る際に使う。担ぎ方は各地で異なり
ますが、上下に動かす「江戸前担ぎ」が
一般的です。

ぐんまぐんまのの祭り祭りワッショイワッショイ
!!

群馬には全国に誇る祭りがたくさんあります。また、それぞれの地域で大切に守り続ける祭りもあり
ます。改めて祭りの起源や、その意味を知り、祭りの新たな楽しみ方を発見してみませんか。

ワッショイワッショイ
!!ぐんまの祭り

新型コロナウイルス感染症の影響で、中止または内容が変更になる場合があります。詳しくは主催者にお問い合わせください。

参考文献：「高崎のまつりと山
車と山車囃

ば や し

子」

彫刻
山車の構造は神社と共通
点が多く、向

こう

拝
はい

柱
ばしら

（左右）、
棟
むね

飾
かざ

りに竜などの彫刻が
施されている。

尾島ねぷたまつり （太田市） 大
おおひなた

日向の火とぼし （南牧村） 日本のまんなか渋川へそ祭り （渋川市）

沼田まつり   

古くから「おぎょん」と呼ばれており、例年20万人以上
の人出でにぎわっています。まんど（山車）、町みこしな
どさまざまな行事が行われます。大天狗面をみこしに
仕立て、女性だけで担ぐ「天狗みこし」は迫力満点です。

代表的な祭り

動画で
見よう

高崎市観光課
小
こ み

見啓
けい

太
た

さん

高崎まつり  

高崎市中心市街地でみこしのもみ合いや山車巡
行など伝統的なイベントに加え、創作だるまみ
こしなど、見て、参加して、楽しめる祭りです。初
日の夜には北関東最大級の花火大会もあります。

代表的な祭り

動画で
見よう



　お祭りに屋台がたくさん出る理由は「神も人
が集まるにぎやかな場所が大好きなので、より
多くの人が集まるように屋台が生まれた」とい
う説があります。 焼きそばなどの定番の他、地
域限定の屋台もあり、「焼きまんじゅう」は群
馬限定、「アンズあめ」は関東限定のようです。

焼きまんじゅうは群馬だけ！
アンズあめは関東限定！？
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　夏の夜空に大輪を咲かせる花火。その大きさ
や高さを知っていますか?花火が開いた時の大
きさはおおむね統一されており、小さい2号で
直径50㍍程度。30号（三尺）だと直径550㍍に
なります。県内で打ち上げる花火で最大のもの
は20号（二尺）。直径は480㍍にもなり、その
大きさは群馬県庁の3倍以上！安全に打ち上げ
るには、広い場所が必要になります。

県内最大の二尺玉は
県庁の3倍以上の大きさ！

夜空を飾る花火の不思議

地域限定の屋台に注目

夏の祭りに欠かせない花火。大きさは?打ち上げ方法は？花火の不思議を解説。

踊り
音頭に合わせて♪

七夕飾り
華やかに街を彩る

吹き流し
織姫の織糸を象徴し
た飾り。元々は機

はた

織
りの上達などの願い
が込められていた。

音頭
「ハァ～」で始まる八
木節ですが、リズムは
同じでも「国

くにさだちゅうじ

定忠治」
「乃

の ぎ

木将軍と辻
つじうら

占売り」
など、歌詞は複数ある
のが特徴。

振り付け
八木節踊りは、手踊り、
菅
すげがさ

笠踊り、唐
からかさ

傘踊り、花
はながさ

笠
踊りなどがある。

くす玉
くす玉は仙台七夕飾りが発
祥でダリアの花をモチーフ
に作られたといわれている。

（諸説あり）

櫓
やぐら

を囲み多くの人が踊り、盛
り上がる桐生八木節まつり。

3年前までは、本町通りを
中心に開催されていて、各
団体が作った多くの竹飾り
が通りを彩っていた。

夏祭りに欠かせないのが盆踊り！
その由来は仏教の「念仏踊り」で、
これが発展し、現代の盆踊りにな
ったといわれています。県内では、
多くの地域で「八木節」が踊られ
ています。

七夕祭りは、中国の牽
けんぎゅう

牛織
しょくじょ

女の伝説に基
づいて始まり、日本へは星まつりとして
伝えられました。 江戸時代に武家の風
習となり、各地域によって特色のある七
夕祭りとして今日に至ります。

花火の大きさと高さ 20号（二尺）
480㍍

10号（尺玉）
320㍍

8号
280㍍

7号
240㍍

5号
170㍍

4号
130㍍

群馬県庁
154㍍

東京タワー
333㍍

東京スカイツリー　
634㍍

焼きまんじゅう

群馬の屋台と言えば焼きまんじゅ
う。つい惹かれてしまいますよね。

群馬限定

アンズあめ

スモモなどを水あめでコーティングし
たお菓子。気温の高い関西にはないとか。

関東限定

花より団子？屋台は祭りのもう１つの主役。

打ち上げのための
筒が並ぶ花火の打
ち上げ現場。多く
の花火を間違いな
く打ち上げるため、
コンピューター制
御で行われる。

桐生市観光交流課
増
ま す こ

子直
なおゆき

之さん

桐生八木節まつり  

歴史ある「桐生祇園祭」と郷土芸能「八木節」を
中心とした祭りで、期間中は、市内各所に櫓が設
置され、八木節の音頭に合わせて何重にも踊り
の輪が広がり、熱気と興奮に包まれます。

代表的な祭り

動画で
見よう

伊勢崎市文化観光課
藤
ふじかわ

川賢
け ん や

也さん

いせさき七夕イベント（仮称）  7月16日（土）～ 24日（日）予定

令和元年度までは本町通りを中心に、たくさん
の手作りの竹飾りを飾り開催していましたが、 
４年度は伊勢崎駅周辺に場所を移し、短冊飾り
を中心としたイベントとして開催予定です。

代表的な祭り

動画で
見よう
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材料(2～3人分)　◦牛乳…400cc　◦粉ゼラチン…5g　◦砂糖…50ｇ
KITCHEN

作り方　★詳しいレシピは動画でチェック！
1 鍋に牛乳250ｃｃと砂糖を入れ、砂糖が溶けるまで
温める。沸騰しないよう注意。
2 ゼラチンにお湯50cc(分量外)を入れ、よく溶かす。
3 ゼラチンを入れよく混ぜたら火を止め、残りの牛乳
150ccを入れて混ぜる。冷たい牛乳を入れることで
一気に温度を下げる。
4 入れ物に入れ、粗熱が取れたら冷蔵庫でよく冷やし
完成！泡がある時はスプーンで取り除くと仕上がりが
きれいに。

牛乳プリン 少ない材料でできるお手軽プリン。トッピングで見た目も華やかに♪

大切に育てた乳牛から搾った牛乳をお届けします! !

牛さんが気持ち良く暮らしているよ♪

群馬の牛乳は栄養も愛情もたっぷり！！
豊かな自然に恵まれた群馬県にはおいしい食材がいっぱい。

「ぐんまちゃん ｣ が産地におでかけし、生産者のこだわりやおいしさの秘密を
リポート＆クッキング！今回のテーマは「 牛乳 ｣ です。

取材にご協力いただいた
ラブリーファーム長坂牧場

長
ながさか

坂 将
まさ

志
し

さん

毎日朝と夕方に搾っ
た生乳を集乳所に集
め、乳業会社に振り
分けた後、スーパー
などに出荷されます。

　群馬県は生乳生産量が全国5位（令和2
年）で、県内をはじめ、東京、埼玉、神奈
川などにも出荷している酪農県です。酪農
で大切なことは牛が快適に暮らせる牛舎環
境。群馬の澄んだ空気と清らかな水、雄大
な自然がもたらす良質な餌が、おいしい牛
乳の源となっています。なお、県内で提供
されている全ての給食には、県内の牛から
搾った牛乳が使われています。

リポート のんびりと牧草を食べ
る牛たち。「牛にとっ
てストレスの少ない環
境が大切なんだよ」と
長坂さん。

長坂牧場では子牛から育
てています。愛情をたっ
ぷり注がれて育った牛だ
からこそ、おいしい牛乳
を作ってくれます。

1おいしい牛乳の源は良質な飼育環境

牛乳には、たんぱく質な
どさまざま栄養が含まれ
ています。特に日本人が
不足気味となっているカ
ルシウムが豊富に含まれ
ており、コップ1杯の牛
乳(200cc)で、1日に必
要なカルシウムの3分の
1を摂取することができ
ます。骨や歯を丈夫にす
る他、睡眠の質の向上、
高血圧の予防も期待でき
ます。

牛乳はカルシウムなど栄養の宝庫！

牛乳はもちろん、その他の乳製品
も栄養が豊富。

ぐんまちゃんのひとくちメモ

2
3

コップ1杯の牛乳に含まれる栄養素
たんぱく質 6.8g パントテン酸 1.14mg

資質 7.8g ビタミンB6 0.06mg

炭水化物 9.9g ビタミンB2 0.31mg

カリウム 310mg ビタミンA 78μgRAE

カルシウム 227mg マグネシウム 21mg

牛乳
200ml

リン 192mg

動画ポータルサイト「tsulunos.jp」でチェック！
「ぐんまちゃんのおでかけキッチン～牛
乳～」 。レシピの他、おいしい牛乳を作
るための工夫も紹介！
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　ラフティングは、大型のゴムボートで急流
を下るウオータースポーツです。みなかみ町
の利根川上流は、春の雪解けの時季には国内
屈指の激流コースが楽しめます。夏は太陽の
下で水しぶきを浴び、秋には川から紅葉が眺
められるなど、季節を通して大自然を満喫で
きると、たくさんの人が訪れています。

　平成6年、ニュージーランドで人気のラフティ
ングが、約30年前に日本で初めてみなかみ町で
始まりました。みなかみ町は、利根川上流の自
然が作り出した地形と、谷川岳の雪解け水によ
る水量の増加など、激流を下ることが醍

だい

醐
ご

味
み

の
ラフティングに最高の環境が整っています。現
在では、日本でも有数のラフティングの聖地です。

　ラフティングをきっかけに、S
サ ッ プ

UP※やカヌーなど、
さまざまなアウトドアスポーツが行われるように
なり、県内各地に広がっています。大自然を堪能
しながら心も体もリフレッシュできるアウトドア
スポーツは、群馬の新しい観光コンテンツとして
全国から多くの人を集めるようになりました。

ゴムボートで急流を下るスポーツ

群馬の定番になっているアレコレを所長と助手のつる子が深掘りして研究します！

ラフティングの
楽しさが分かりましたね！

1・2 利根川上流は国内有数の激流
でラフティングに最適。春は激流、
夏•秋は緩やかな流れで楽しめる
３ ダム湖では、SUP などのアクテ
ィビティーを楽しめる 4 カヌーは
老若男女に人気 5 体１つで渓谷を
下るキャニオニングは、自然との一
体感が魅力

アウトドアの聖地へと発展

今回の
研究対象

ラフティング
アウトドアスポーツの新定番、みなかみ町のラフティングを調査。

群馬の 番定 研究所

日本初のラフティングはみなかみ町！

研究結果
みなかみ町のラフティングは、約30年
前に始まり、今では多くの人が訪れる
群馬の新定番のスポーツです。

所長

群馬の大自
然を

堪能できる
なんて

すてきです
ね。

助手つる子

55

11

33 44

22

1. 千葉市 2,893円
（3,007ml）

1. 千葉市 8,258g

2. 東京都区部 7,６４１g

3. 前橋市 7,574g

2. 前橋市 2,879円
（3,025ml）

3. 熊本市 2,837円
（3,133ml）

総務省「家計調査」（2020年）
ドレッシング購入額
表1

今回のランキング

レタス購入額表2

もちろん、購入額
だけでなくレタス
の収穫量も多い群
馬。2年は全国第3
位。（農 林 水 産 省

「令和2年・作況調
査（野菜）」

『ググっとぐんま
写真館』から転載

生ドレッシングは、スーパーの他、野菜直売所、自動
販売機などでも購入できます。

　1世帯当たりの品目別年間支出金額と購
入数量を調べる総務省の家計調査※による
と、前橋市が意外な品目で上位に入ってい
ることが分かりました。それが「ドレッシ
ング」です（表1）。2年では2位ですが、平
成30年～令和2年の平均では全国1位。同
じく野菜にかけて食べるマヨネーズは3年
平均で39位なので、群馬では圧倒的にドレ
ッシングの購入が多いです。県内のスーパ
ーのドレッシング売り場を見ると、品ぞろ
えは一般的ですが、飲食店が店のドレッシ
ングをボトル詰めして販売している、いわ
ゆる「生ドレッシング」の販売が増えてい

ます。また、コロナ禍をきっかけにドレッ
シングの自動販売機も登場して話題になり
ました。

　では、ドレッシングと一緒に何を食べて
いるかといえば、意外にもキャベツではな
くレタスで、購入額は全国第3位（表2）。ト
マト購入額も全国5位ということから、群
馬県民は「ドレッシングでレタスとトマト
を食べることが多い!?」のかもしれません。
いずれにしてもドレッシング購入額の多さ
から見て、群馬県民は、さまざまなドレッ
シングを活用して、おいしく食事をしてい
るのかもしれませんね。

マヨネーズではなくドレッシング

群馬県民はレタスもよく食べる

家族でクイズに
挑戦！答えは動
画で答え合わせ
できます。

ランキングンマ

動画ポータルサイト「tsulunos.jp」でチェック !

※ SUP…スタンド・アップ・パドルボード。大きなボードに乗り、
立ったままパドルでこいで進むスポーツ。

※調査対象は都道府県の県庁所在地と政令指定都市

クイズ！ これって
何のランキング？
1.高知市
2.東京都区部
3.前橋市
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令和３年度 年間MVP作品（テーマ：「ぐんまの風景・食べもの」）
群馬県の魅力を捉えた受賞作品を紹介します。
（募集期間：３年４月28日～４年１月31日）

　県民の皆さんや群馬ファンの方々が主役となり、心ひ
かれる風景や誇れるものなどを「ぐんまの魅力」として
SNSで発信していただく企画です。毎月の月間MVP作品
から募集期間を通じた年間MVPを選定します。テーマに
応じたハッシュタグを使って写真などを投稿しよう！

Twitterで
！

Instagramで！

「千と千尋の神隠し」
	@shinopapa527さん
（Instagram）
撮影場所：
四万温泉積善館
（中之条町）

｢西の河原公園｣
@koutaaizawa1983さん
（Instagram）
撮影場所：草津温泉

3位 ｢新緑の床もみじ｣
@hide.photo.since_2019さん（Instagram）
撮影場所：宝徳寺（桐生市）

2位

1位

　今回の探検は、館林市の「向
む か い ち あ き
井千秋記念子ども

科学館」。注目はドーム直径23㍍を誇る県内最大
のプラネタリウム。また館林市出身で、名誉館長
の向井千秋宇宙飛行士にちなみ、宇宙関連の展示
が充実しているのも特徴。体験型の展示が多く、
家族そろって、遊びながら学べる施設です。

県内最大のプラネタリウムも必見！
宇宙や科学の体験型展示が充実

「ムーンウォーカー」は、地球上の6分の1
になる月面での重力を疑似体験できる体
験展示物。今回は愛子ちゃんが挑戦。跳
ねたり、回ったり、月面歩行気分を体験
しました。

プラネタリウム
月面歩行など
宇宙を体験！

ステージ

1

身近な自然、科学
の 不 思 議を遊 び
ながら学ぼう！

ステージ

2

「観察の世界」や「応用の世界」のコーナーでは、
電気、光、空気など、身近な自然や科学の不思
議を体験できる展示物が充実
しています。小さい子どもでも、
直感的に体験できるよう工夫
されています。

向井千秋記念子ども科学館
住所／館林市城町２-２
電話／0276-75-1515
https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/kagakukan/

家族モデル募集
｢つるの家族探検隊」に出演してく
れる家族を募集中。群馬の魅力を一
緒に発信しませんか？孫と一緒に出
演を希望する祖父母の応募も可。
［応募方法］県ホームページをご覧の
上、期限までにご応募ください

学
まなぶ

さん • 文
ふみ

子
こ
さん

愛
あい
子
こ
ちゃん（7歳）、結

ゆう
子
こ
ちゃん（4歳）

県内最大のプラネタリウム

鏡を使
って

遊ぼう
！

タッチして
動体視力を測定

※新型コロナウイルス感染症の対策をして撮影しています。また新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間の短縮や休館をしている
場合がありますので、事前に公式ホームページでご覧いただくか、お問い合わせください

光を当てると
ロボットが動く！

家族そろって見学するのは
今日が初めてです！

実物大のスペース
シャトルの模型で
無重力体験!?

プラネタリウムを
観賞。ドーム直径
23㍍、4Kデジタ
ル映像システムで
大迫力！

詳細は
こちらから

動画差し替え予定

仲良し家族がお出かけスポットを紹介する
「つるの家族探検隊」の動画を公開中！

動画ポータルサイト「tsulunos.jp」でチェック !

姉妹そろって、
楽しく科学の
不思議を体験
した１日とな
りました！

① フォロー
「ぐんま応援びと」
インスタグラム／
ツイッターの公式ア
カウントをフォロー

② 撮影
テーマにあった「ぐ
んまの魅力」と感
じる写真などを撮
影

③ 投稿
「作品名・撮影場所・
撮影日」「テーマごと
の指定ハッシュタグ」
を付け投稿 !

応 募 方 法

インスタ ツイッター
群馬県
ホーム
ページ

ぐんまの風景・食べもの（写真部門）
＃ぐんま応援びと　＃ぐんまの風景
令和5年1月31日（火）まで

ハッシュタグ

テーマ

年間MVP 県内宿泊券10万円分　など副賞

募集期限

※短期テーマも順次募集しますので、お楽しみに
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中学校の授業がきっかけで伊勢崎銘仙に興味を持ったという村上さん。
コロナ禍で将来を考えた時、思い浮かんだのは銘仙でした。

伝統文化を「アップサイクル※」し
群馬の地から世界に発信する

PROFILE ● 1998年、伊勢崎市出身。慶應義塾大学総合政策学部教育・コミュニケーション学専攻4年在学。コン
ゴ民主共和国で現地の雇用創出を目的に、ビジネスを立ち上げる。2020年6月、前橋市に株式会社Ayを設立。カル
チャーブランドとして、伊勢崎銘仙をはじめとする伝統工芸品を用いて、衣類やアクセサリーとして新しい価値観
を添えて販売している。｢Ay」公式サイト https://www.ay.style

上州人、
はばたく。

　中学校の地元を知る学習で初めて伊勢崎銘
仙の存在を知って驚きました。「伊勢崎で生
まれ育ったのに、全く知らなかった。上毛か
るたの『銘仙』ってこれのことだったのか」と、
銘仙を着付けてもらいながら衝撃を受けまし
た。その後、高校に進学し、アメリカへ1年
間交換留学した時は、自分の銘仙を持って行
きました。英語以外にも、自分のアイデンテ
ィティーを表現し文化を発信するために、現
地の交流イベントなどで伊勢崎銘仙を着て活
動していました。

　その後アフリカに興味を持ち、大学3年生
の時にコンゴ民主共和国へ行き、現地の
NGO（非政府組織）の方やコンゴの社会課題
解決のために活動している人々と出会い、フ
ァッションソーシャルビジネス（社会課題の
解決を目指すビジネス）を立ち上げました。
その時は現地の布を使ってコンゴの人に日本
人向けの服を作ってもらい、雇用創出などを
目的に3年前に1年ほど個人で活動していま
した。これからも継続していこうと思ってい
た矢先に、コロナ禍でコンゴへの渡航や服作
りなど、全てがストップしてしまいました。

　

　コロナ禍で渡航・服作りができなくなり悩
んでいた時、自分の思考を整理するために帰
った群馬で、ふと原点である銘仙が思い浮か
びました。文化の継承と地域への還元という
ソーシャルビジネスが、伊勢崎銘仙を通して
できるのではないかと思い、すぐに動き始め
ました。
　起業して拠点を考えていた時、前橋の街中
が面白くて居心地が良かったんです。前橋か
ら世界に発信して、逆輸入的に評価されたら、
群馬の人にも銘仙などの伝統文化の価値に改
めて気づいてもらえるのではないかと思って
います。今後は、忘れられてしまいそうな伝
統文化を新しい形で表現し、価値を添えて、
今以上に世界中に発信していきたいです。

高校時代のアメリカ留学で
伝統文化の価値に気づく

コロナ禍だから考えたこと
立ち返った伊勢崎銘仙

コンゴ民主共和国の課題解決の
ために自分にできること

※アップサイクル…古くなった物をデザインやアイデアなどで付加価値をつけて、新しい物へと生まれ変わらせる

山に囲まれて育ったので、山のある景色
を見ると安心します。自然の中にいると
アイデアが湧いてきます。東京は知識や
情報を得ることに、群馬は物作りなどの
作品を生み出すことに向いていて、今は
両方のいいとこ取りです。

自然

● 私のぐんまプライド ●

株式会社 A
ア イ

y 代表取締役社長

村
む ら

上
か み

 采
あ や

さん

コンゴ民主共和国での経験は、その後のビジネスに大きく影響

世界的評価も高い伊勢崎銘仙

世界展開に向けて
新しい試みにもチ
ャレンジしている
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スマホ初心者スマじいと一緒に学ぶスマホの活用の基本。まごたちの力も借りて不安や疑問もスッキリ解消！

進め！スマホ一家進め！スマホ一家

次回はぐんま広報9月号（4年9月4日発行）に折り込まれます。お楽しみに！

まご
スマ美

スマホ初心者
スマじい

意外と簡単、エフェクト（画像などの加工処理）も楽しい

遠くにいてもつながるビデオ通話
　コロナ禍が続き、遠くにいる人と会えず、寂しい思いをしている人も多い
かもしれません。そんなときはL

ラ イ ン
INEのビデオ通話を活用してみませんか。

まご
スマぼう

ビデオ通話の使い方
　LINEで音声通話を使う人は多いと思いますが、
ビデオ通話も簡単にできます。無料通話の隣りに
ある「ビデオ通話」のアイコンを押すだけです。
ぜひ試してみてください。

エフェクトで楽しもう
　ビデオ通話ならではの機能がエフェク
ト。画面に映っている自分の顔に、アニメ
ーションなどで、さまざまな効果が付けら
れる楽しい機能です。

発行／群馬県メディアプロモーション課　〒371-8570 前橋市大手町1-1-1　☎ 027-226-2162　FAX 027-243-3600　　　編集／株式会社ニューズ・ライン

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

QRコードを読み取れば
簡単にアクセスできる!

スマホのカメラ
を起動する

バーコードに
スマホをかざす

表示された読み
取り結果を押す

QRコードの
使い方

6月号では12本の動画を紹介 ! ぜひ見てね !

　群馬県の動画ポータルサイト
「tsulunos.jp」からお薦めの動画を
ピックアップします。

レッサーパンダに会いたい！
桐生市で最近公開となった
レッサーパンダの可愛らし
い姿を動画でお届けします！

「R
リ
e:H

ハ ッ ク
ack」コラボ企画

ひろゆき氏と成
なり

田
た

悠
ゆう

輔
すけ

氏が、
撮影で県庁のtsulunosに来
た時の様子を収めました！

「フェイクニュース」の巻

　インターネットは誰でも気軽に情報発
信できるため、フェイクニュースのよう
な偽の情報がたくさんあります。「怪しい」
と思ったら、うのみにせず、元の情報や、
複数の情報源で確認をしましょう。また、
不確実な情報を拡散しないことも大切です。

ビデオ通話を簡単に使
えるLINEを活用します。

今回使うアプリ

LINE

1 トーク画面を開く 2 ビデオ通話を選ぶ
ビデオ通話したい相手との
トーク画面を開きます。

じいちゃん、大丈夫だよ!

不確実なインターネットの情報
はうのみにせず、拡散しない

歯が抜けた フェイクだったら よかったな
スマじい

スマじぃ スマホで一句スマじぃ スマホで一句

tsulunosおすすめ動画

解説

まごと学ぶスマホ安全講座

今月の

テーマ

受話器マーク→ビデオ通話
を押して発信します。

1 顔マークを押す 2 使いたいエフェクトを選んで押す
ビデオ通話中に、画面下の顔マ
ークを押す。

使えるエフェクトが表示される
ので好きなものを選ぶ。

ビデオ通話は
無料で使えるの？

＼不安スッキリ／

応用基本

LINEのビデオ通話の利用は無
料ですが、W

ワ イ フ ァ イ

i-Fiに接続されて
いない場合は、データ通信を使
います。時間ごとに必要なデー
タ量は以下が目安になります。

1分   ・・・ 5.1M
メガバイト

B
10分 ・・・ 51MB

1G
ギガバイト

Bプラン/月の場合、毎日5分のビ
デオ通話を楽しめます。　※目安です

エフェクトの一例

キャラクターや期間
限定のエフェクトが
登場するなど、随時
追加されます。

虚偽報道なのか？ インターネットには
政府が発表したと書いてあったぞ。

どうやって見分ければいいんだろう？

スマぼう、大変じゃ！ ネットで見たん
じゃが、〇月〇日に巨大地震が発生
するらしいぞ！ 早く避難しないと！

おじいちゃん、それたぶんフェイク
ニュース。つまり虚偽報道だよ。

騒ぎを起こすために、SNSなどで
わざとデマを流す人もいるんだ。

元の情報や複数の情報源で真偽
の確認をするといいよ。

インターネットの書き込みを安易に
信用してはいけないってことじゃな。

これは便利な機能じゃ
同級会にも使えるな

私も加工して
おじいちゃんに
送ろう♫


