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発行者：前橋市産業経済部 
       にぎわい商業課 
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発行日：平成２９年１月１０日 
※詳細は各お問合せへ 

今回の題字 

   ㈱河内屋呉服店 養田紀美子さん 
 ■前橋市千代田町3-1-14 
   TEL：027-231-2247 
  国道17号沿いにある呉服店です。 
 大正七年の紋張を所蔵しており、現在も 
 お客様の家紋を探す時は、この紋張を使用     
   しているそうです。 
 
   
 
    
 
 
 
 

  

第117号 

まちなか楽食 
Ｓｅａｓｏｎ10 

を発行しました！ 

『まちなか楽食』 
 とは！！ 

『まちなか楽食Season10』は、「群馬県高校生会議」の皆さんに企画・制作を手掛けていただきました。
そこで今回「まちなか楽食」の発行についてお話しを伺いました。 

「まちなか楽食」は、まちなかの参加飲食店で割引サービス
や特典を受けることができるクーポン付きマップです。 

主にまちなかの施設を利用される方や、学生の方を対象に
まちなかの飲食店に足を運んでいただきたいという思いから
始まりました。 

「まちなか楽食」の冊子をお持ちの方なら、どなたでもご利用
いただけます。 

【まちなか楽食Season10クーポン設置場所】 
前橋プラザ元気21、アーツ前橋、前橋文学館 
前橋テルサ、参加店舗、まちなか再生室 ほか 

今回、「まちなか楽食Season10」の企画・制作を 
  手掛けることになったきっかけはどのようなことですか。 

一番こだわったことは学生の目に止まるように紙面を
お洒落にし、色合いを工夫したところです。 
変更した点は、冊子をより分かりやすくしたことです。 

和洋中の分類、お店の相場、お店の読み方を表記し
ました。 

今回の発行で一番こだわったことや変更したことは 
  どんなところですか。 

読者の方へメッセージをお願いいたします。 

「まちなか楽食Season10」の掲載店舗28店すべてのクーポンサービスを利用され、全店のスタンプを集めた方には、
下記のとおり特典を進呈いたします。ぜひふるってご参加ください！！ 

＜参加方法＞ 
  ①事前登録は不要です。 
  ②「まちなか楽食Season10」クーポン冊子を 
   持参のうえ、掲載店舗にてお食事をして 
   いただきます。 
    ③サービス利用の証明として、冊子にスタンプを 
   押してもらってください。 
  ④全28店のスタンプが押された「まちなか楽食Season10」 
   の冊子を引換窓口にお持ちください。  

＜特典＞ 
  Ｑのまち商品券1,000円分 
＜引換窓口＞ 
  前橋プラザ元気２１ １階 にぎわい商業課 
               （平日8：30～17：15） 

＜引換期間＞ 
  平成29年10月31日まで 

【お問い合わせ】 
前橋市役所にぎわい商業課まちなか再生室 
              ℡027-230-8866 

まちなか楽食Season10 
全掲載店舗コンプリート特典について 

高校生の目線で新しくなった「まちなか楽食Season10」は
とても使いやすいものになっていると思います。 
ぜひ、多くの方に活用していただければと思います。 

がくしょく 

昨年8月24日の前橋市長とのタウンミーティングです。 
「まちなか楽食」は、学生をターゲットとしている事業 
であることから、ぜひ一緒に協力して制作したいと 
提案をし、今回事業へ参加することとなりました。 

冊子掲載写真撮影の様子 



１月１０日（火）～３１日（火） 

 
 

詳しくは下記にお問合せ 
ください。 
前橋商工会議所商業振興課 
TEL：027-234-5109   
FAX：027-234-8031  

まちなかキャンパス １月の講座 

1月10日（火）13：30～16：00 
ステンレス線で手編みの 
アクセサリーをつくりましょう 

 
参加費：600円 

kigi（本町2-1-3）  

1月12日（木）10：00～12：00 
老後の生活設計 

～老後資金の備え方～ 
 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室  

1月12日（木）10：30～11：45 
リセットストレッチ① 

 
 

参加費：300円 
中央公民館 第1・第2和室  

1月12日（木）13：15～14：30 
リセットストレッチ② 

 
 

参加費：300円 
中央公民館 第1・第2和室 

1月12日（木）18：45～20：00 
 リセットストレッチ③ 

 
 

参加費：300円 
中央公民館 第1・第2和室 

1月12日（木）14：00～15：30  
肥満、糖尿病対策の 
現状とこれから 

 
参加費：無料 

中央公民館 501・502学習室 

1月12日（木）19：00～20：30 
アーティフィシャル 

フラワーアレンジ（ミドル編） 
参加費：3,300円 

（前日からｷｬﾝｾﾙ料有） 

中央公民館 510学習室 

1月13日（金）10：30～11：45 
いきいき健康体操 

 
 

参加費：200円 
中央公民館 第1・第2和室 

1月13日（金）15：00～15：30 
1月29日（日）15：30～16：00 
骨董の見方と古美術鑑定会 

参加費：無料 
煥乎堂骨董舎 

（煥乎堂前橋本店3階） 

1月14日（土）10：00～12：30 

四季の野菜とハーブの採れたてを
食べよう！野菜グラタンづくり 

参加費：500円 
（前日からｷｬﾝｾﾙ料有） 

中央公民館 料理実習室・会食室 

1月14日（土）14：00～16：00 
ＦＰによるすぐに役立つ 

お得なお話し 

1月16日（月） 
初級：10：00～11：30 
中級：13：00～14：30 

バルーンアートを楽しもう！ 
参加費：300円 

まちなかサロン（中央通り） 

Ⅱ－Ａ：1月19日（木）/Ⅱ－Ｂ：1月26日（木） 
10：00～12：00 
朗読教室Ⅱ 

参加費：初回のみ200円 
対象：朗読教室Ⅰに参加し、Ⅱのご案内を受けた方 

中央公民館 503学習室 

1月19日（木）10：30～11：30 
さわやか健康音楽 

～歌って話して教えて～ 
 

参加費：100円 
中央公民館 405ｽﾀｼﾞｵ 

1月19日（木）14：00～15：30 
細胞の科学： 

死なない細胞はやさしくない？！ 
 

参加費：無料 
中央公民館 501・502学習室 

1月19日（木）14：00～15：30 
アーティフィシャル 

フラワーアレンジ（フェアリー編） 
参加費：2,800円 

（前日からｷｬﾝｾﾙ料有） 
中央公民館 510学習室 

1月20日（金）19：00～21：00 
ドイツのボードゲーム・ 
カードゲームで遊ぼう！ 

参加費：無料 
まちなかサロン 
（中央通り） 

1月21日（土）10：00～12：00 
けん玉で遊ぼう！ 

 
参加費：けん玉代1,500円 
（持参の場合無料） 

中央公民館 401ｽﾀｼﾞｵ 
 

1月21日（土） 
①10：00～12：00②14：00～16：00 

ピッツァ体験教室 

満員御礼 
1月21日（土）13：00～14：00 
美味しい珈琲入方教室 

～本当の味をプロが教えします～ 
参加費：500円 

（前日からｷｬﾝｾﾙ料有） 
珈琲専門店焙煎館 
（千代田町2-8-9） 

1月22日（日）14：00～16：00 
アートで脳活！臨床美術講座 

 
参加費：1,000円 

市民活動支援センター会議室 
（前橋プラザ元気21 3階） 

1月23日（月）10：00～11：30 
群馬県立女子大学出前講座 

謎解き群馬学Part4 
上野三碑からみる東国文化 

参加費：無料 
中央公民館 501・502学習室 

1月24日（火）13：30～15：00 
癒しの音色 

ヘルマンハープ体験教室 
参加費：1,000円 
（楽器レンタル料） 

中央公民館 408ｽﾀｼﾞｵ 

1月25日（水）14：00～15：30 
これからの「終活」と「ソナエ」 

第1回高齢化社会の 
厳しい現実 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

1月27日（金）13：30～14：30 
前橋財務事務所 

公開講座シリーズその⑰ 
～知って役立つ財政投融資～ 

参加費：無料 
中央公民館 509学習室 

1月27日（金）14：00～15：00 
折り紙で楽しもう 

 
参加費：50円 
まちなかサロン 
（中央通り） 

1月30日（月）14：00～15：30 
がんはとにかく早期発見！！ 

参加費：無料 
 

（講演終了後、講師による 
相談会も開催！） 

前橋文学館 3階ホール 

http://igoo.info/ 

前橋で文化をたのしむ人のための施設利用応援サイト 

満員御礼 



参加店７０店舗による決戦が１月７日からスタート！ 
市内飲食店を対象にした群馬県産豚肉料理コンテスト「Ｔ-１グランプリ」。 
参加店舗のエントリーメニューを食べるともらえるシールを２枚以上集めて投票してください。 
投票していただいた方の中から抽選で１００名様に素敵な賞品があたります。 
この機会に、各店が腕によりをかけて提供する自慢の豚肉料理をご堪能ください。 
なお、投票方法、参加店情報などの詳細は 
                  Ｔ-１グランプリ公式サイト（http://www.t-1gp.com/） 

TEL：027-235-8011 休館日：水曜日 
開館時間 9：00～17：00（入館は16：30まで） 
URL:http://www.maebashibungakukan.jp/ 

1月 

問：市役所にぎわい商業課 
TEL：027-210-2273 

かようシネマ 

おや２シネマ 

前橋・敷島まち映画 

前橋発青春ベースボールストーリー 

日時：1月10日（火）・17日（火） 11：00～ 

      「ミニヴァー夫人」 
日時：1月24日（火）・31日（火） 11：00～ 

       「山羊座のもとに」 

日時：1月10日（火）・17日（火） 15：00～ 

      「ドナルドダック」 
日時：1月24日（火）・31日（火） 15：00～ 

       「トムとジェリー」 

先着 
 各100名 

先着 
 各50名 

萩原朔太郎生誕130年記念・前橋文学館特別企画展 

第24回萩原朔太郎賞受賞者展覧会 

日和聡子『びるま』から『砂文』まで 

会   期：1月15日（日）～3月14日（火） 
会   場：2階展示室 
観覧料：300円（常設展・朔太郎展示室もご覧いただけます） 

        高校生以下無料 
        障害者手帳をお持ちの方と 介助者1名無料 
       1月15日（日・開催初日）無料 
                    2月25日（土・記念イベント日）無料 

演題 『日日の文に触れて』 講師 日和聡子氏 

 日時：2月25日（土） 14：00～（13：30開場） 
 会場：前橋文学館3階ホール 
 定員：100名（先着順） 
 申込：1/15（日）より電話又は、メールで受付 
      E-mail : bungakukan@city.maebashi.gunma.jp 

萩原朔太郎賞受賞に至るまでの日和聡子の詩と小説 
それを生み出す日和聡子ワールドを、さまざまな資料 
の展示をとおしてご紹介します。 

『記念講演』 

－教科書の中の萩原朔太郎－ 

 会  期：1月21日（土）～3月18日（土） 
 会  場：3階オープンギャラリー 
 観覧料：無料 

「人権の意義」をテーマに、小学生のこどもたちが 
「学童野球」を通じて、大人へと成長して行く過程を 
明るく元気に描いた物語です。 

日 時：   1月13日（金）19：00 
           1月14日（土）14：00/17：00 
         1月15日（日）11：00/14：00 
入場料：  一般：1,000円 
        小学生以下無料！！ 
         中高生は学生証提示で500円 

 問：https://www.facebook.com/ClutchHitterMINAMI/ 

◆ 
◆ 
◆ 
◆ 

開 催 期 間       
入 賞 店 発表      
グランプリ店発表  
お 問 合 せ                     

：1月7日（土）～3月7日（火） 
：3月21日（火）夕方 
：4月中旬（ツナガリズム祭り） 
：ようこそまえばしを進める会 
 第８回 Ｔ-１グランプリ実行委員会事務局 
 ℡027-210-2189（前橋市観光振興課内） 

★入場無料★ 

あなたが決める前橋の豚肉料理 Ｎｏ.１ 
   「第８回Ｔ-１グランプリ」 

http://www.t-1gp.com/
http://www.t-1gp.com/
http://www.t-1gp.com/


１月 

10 火 ①かようシネマ ②おや2シネマ 
（詳細は中面右下へ） 

11 水 
○大群馬展（～1/17（火）） 
10：00～19：00（最終日は15：00まで）前橋スズラン本館8階大催場 
問：前橋スズラン ℡027-233-1111 

12 木 
○たこさんのおはなしや 
11：30～12：00 前橋こども図書館  
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

13 金 

○前橋・敷島まち映画「クラッチヒッターみなみ」上映 
（～1/15（日））（詳細は中面右下へ） 
○アナ・ウィット 滞在制作 
滞在場所：竪町スタジオ（千代田町2-4-1） 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 

14 土 

①おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
②ブックスタート絵本引き換え＆おはなし会 
 13：00～15：00 前橋こども図書館 
 対象：ブックスタート絵本引き換え対象の赤ちゃんと保護者 
 ①・② 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○ティーセレモニーツアー 
14：00～15：30 アーツ前橋ギャラリー  無料（要観覧券） 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 

15 日 

○市民の茶席 
10：00～15：00（14：30までに会場にお越しください） 
中央公民館（前橋プラザ元気21 3階ホワイエ） 
参加費：一席300円（お菓子付）※小学生200円 
問：前橋市中央公民館 ℡027-210-2199 
○前橋文学館特別企画展（～3/14（火）） 
日和聡子『びるま』から『砂文』まで 
（詳細は中面右中へ） 
○トークイベント 
14：00～16：00 アーツ前橋 スタジオ  
登壇者：アナ・ウィット、かないみき 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 

16 月 
○元気21だんべえ踊り教室 
19：30～21：00 前橋プラザ元気21 3階ホール 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

17 火 

○民踊愛好会  
13：30～ フットワークステーション  会費：500円ドリンク付 
問：桑町会館 ℡027-231-9671 
①かようシネマ ②おや2シネマ 
（詳細は中面右下へ） 

18 水 

19 木  
 

20 金 

○赤ちゃん絵本のおはなし会 
13：30～14：30 前橋こども図書館 対象：1歳児までと保護者 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

21 土 

①群馬医療福祉大学 親子わくわくフェスタ  
10：00～12：00  前橋こども図書館 
②おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
③ブックスタート絵本引き換え＆おはなし会 
 13：00～15：00 前橋こども図書館 
 対象：ブックスタート絵本引き換え対象の赤ちゃんと保護者 
 ①・②・③ 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○前橋文学館企画展（～3/18（土）） 
はじめて出逢ったあの日へ-教科書の中の萩原朔太郎- 
（詳細は中面右中へ） 

22 日 

○はじめて絵本のおはなし会 
11：00～12：00 前橋こども図書館 対象：1歳児までと保護者 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

23 月 

○元気21だんべえ踊り教室 
19：30～21：00 前橋プラザ元気21 4階407スタジオ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

24 火 ①かようシネマ ②おや2シネマ 
（詳細は中面右下へ） 

25 水 

26 木 
○たこさんのおはなしや 
11：30～12：00 前橋こども図書館 ねころびコーナー 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

27 金 

28 土 

①群馬医療福祉大学 親子わくわくフェスタ 
10：00～12：00 前橋こども図書館 
②おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
③ブックスタート絵本引き換え＆おはなし会 
 13：00～15：00 前橋こども図書館 
 対象：ブックスタート絵本引き換え対象の赤ちゃんと保護者 
 ①・②・③ 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

29 日 

○群馬医療福祉大学 親子わくわくフェスタ 
①10：00～12：00 ②13：00～15：00 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○関東甲信越音楽交友祭17 
14：00～19：00 シネマまえばし 入場無料 

30 月 

○元気21だんべえ踊り教室 
19：30～21：00 前橋プラザ元気21 4階407スタジオ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

31 火 ①かようシネマ ②おや2シネマ 
（詳細は中面右下へ） 

･･･まちなかキャンパス  
 講座開催日（詳細中面参照） 

○･･･イベント情報 

♪･･･音楽イベント情報 

【開催中のイベント】 
○平成28年度  前橋・高崎連携事業文化財展 
東国千年の都10周年記念展示 いまなおひかり放ちて（～1/11（水）） 
9：00～18：00 前橋プラザ元気21 1階にぎわいホール 入場無料 
問：前橋市教育委員会事務局 文化財保護課 ℡027-280-6511 
○フードスケープ 私たちは食べものでできている（～1/17（火）） 
11：00～19：00〈入場は18：30まで） アーツ前橋 水曜日休館 
観覧料：一般600円 学生・65歳以上・団体（10名以上）400円 
高校生以下無料 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
○＜前橋望景 ＞前橋けやき並木ライトアップ（～1/31（火）） 
18：00～22：00 JR前橋北口前並木通り 
問：前橋・光のまちづくり連絡協議会事務局（市役所政策部政策 
推進課内） ℡027-898-6513 
○第8回Ｔ－１グランプリ（～3/7（火）） 
（詳細は中面右上へ） 
○相田昌男Nゲージコレクション展（～3/31（金）） 
前橋テルサ1階 北西ガラス壁面ショーケース内 

昨年は前橋まちなか新聞をご愛読いただきありがとうござい
ました。本年もまちなかのイベント情報などを発信して参り 
ますのでよろしくお願い申しあげます。 
本年も楽しいイベントが盛りだくさんです。 
ぜひ、まちなかへ遊びにお越しください。お待ちしております。 


