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今回の題字 

 Gallery Artsoup 中林 智洋さん 
■前橋市本町二丁目1-6 
 TEL：027-289-3422 
 国道50号から中央通り商店街のｱｰ

ｹｰﾄﾞを入ってすぐ右手にあるｷﾞｬﾗﾘｰ
です。11:00～19:00の営業時間で、定 
  休日は火曜・水曜日です。 
  

第108号 

 皆さん、待ちに待った「前橋45DAYS」まであと1ヶ月ですよ。 

 昨年、大好評のうちに幕を閉じ、色々な方面の方々から 
 「今年はまだか! まだなのか!!」 
と、その開催を切に願われていたこの大型イベント、ようやくあと1ヶ月で始まります。 
 今年は9月22日（木・祝）～11月5日（土）の45日間に、様々なイベントが前橋の中心市街地を主会場として行われます。 
 そのイベントを、少しだけ公開しちゃいます。ぜひお見逃しなく!!! 

ﾏｴﾊﾞｼﾌｫｰﾃｨｰﾌｧｲﾌﾞﾃﾞｲｽﾞ 

僕のふわふわ
も出るころ♪ 

やったね!! 

・9月17日（土）～19日（月・祝）＜3連休中のプレイベント・広瀬川河畔の諏訪橋横＞ 
   広瀬川緑地帯で、バーベキューを行います。材料はその場で購入。 
   手ぶらで来て（お財布は持ってきてください）バーベキューを楽しめます。 
・9月19日（月・祝）＜街中リバーフェスin広瀬川・プレイベント＞ 
   広瀬川でリバーボードレースを行います。それ以外にも2つのレースを開催。 
・9月18日（日）～19日（月・祝）＜ミニふわフェス・中央イベント広場・プレイベント＞ 
   中央イベント広場にふわふわ遊具2基が登場。各日11:00～16:00で一人5分、1回300円で遊べます。 
・9月22日（木・祝）＜オープニングセレモニー＞ 
   あかり特区…LED提灯をもってまちなかを練り歩く提灯行列。親子で夕刻のまちなかを彩ります。 
・9月22日（木・祝）～9月24日（土）＜マエパ・3日間開催＞ 
   公園でパーティー特区…前橋公園にて、家族が集まれる飲食イベントを実施。 
                   飲食だけでなく、お子さんを遊ばせられるスペースも登場するとか。 
   ※9月24日（土）は、周辺で大規模な他イベントが実施されます。周辺の大変な混雑が予想されますので、公共の交通機関をご利用ください。 

・9月30日（金）～10月2日（日）＜オクトーバーフェスト2016・風のまち音楽祭とコラボ・中央イベント広場＞ 
   外でビール特区…地元の飲食店が中心となって盛り上げるビール祭り。様々なビールや地元グルメが楽しめます。 
               なんと、昨年は県外からもお客様が。屋外でビールが楽しめる絶好の機会です。 
・10月1日（土）～2日（日）＜風のまち音楽祭2016・オクトーバーフェストとコラボ・中央イベント広場＞ 
   風のまち特区…公募による約50組の演奏者と多彩なゲストによるライブをまちなかで実施。 
             プロジャズピアニストの福田重男さんも出演予定。 
・10月8日（土）～9日（日）＜豚肉料理の祭典「前橋とこ豚市」・前橋まつりと同日開催・中央イベント広場＞ 
   豚料理特区…TONTONのまち前橋加盟店が前橋まつりの期間中にスペシャルに集います。売り切れ必至!! 
・10月14日（金）～16日（日）＜前橋スマイルキャンパス・中央イベント広場＞ 
   スマイル特区…昨年は前橋公園で行われたこのイベント、今年は装いも新たに中央イベント広場にて開催されます。 
             ステージイベントや飲食ブース、クラフト販売や体験型ワークショップの開催など内容盛りだくさん。 
・10月29日（土）＜前橋ハロウィン・中央イベント広場＞ 
   仮装特区…10月31日のハロウィンにちなんで、皆で仮装をして楽しみましょう!!お化けの恰好じゃなくても大丈夫かな? 
           →大丈夫。日本のハロウィンは寛大だから、お化けの恰好じゃなくても参加OKだよ。 
・11月4日（金）＜La Bella Vita!ノベッロまつり2016・中央イベント広場＞ 
   ノベッロ特区…イタリアの新酒「ノベッロ」解禁を祝い、ワインや料理で楽しくお祝いしましょう。ゲスト出演の予定あり。 
・11月5日（土）＜第14回全国アマチュアちんどん競演会in前橋2016・中心市街地＞ 
   ちんどん特区…素人ちんどんの面白いところ、すべて見せます!ｽﾃｰｼﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽや街中練り歩きをぜひご覧ください。 

思いっきり
遊ぶぞ! 

前橋まちなか新聞は市のホームページでもご覧いただけます。 
（http://www.city.maebashi.gunma.jp/） 前橋市 → 施設・組織 → にぎわい商業課 



８月２５日（木）～９月１５日（木） 

 
 

まちなかキャンパス ８月・９月の講座 

8月26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） 

8月27日（土）14：30～16：00 
サイエンスカフェin前橋① 
「とっても身近な流れの話」 

参加費：500円（ﾄﾞﾘﾝｸ代として） 
イタリアンカフェ オルヴィエターナ 

（前橋テルサ1階） 

8月28日（日）14：00～16：00 
アートで脳活！ 
臨床美術講座 
参加費：1,000円 

中央公民館 411アトリエ 

8月31日（水）13：30～14：30 
前橋財務事務所 

公開講座シリーズその⑫ 
全国と群馬県の経済長期比較 

参加費：無料 
中央公民館 507学習室 

8月28日（日）14：00～15：00 
木田理沙＆佐々木昌子 
親子のﾋ゚ｱﾉﾃ゙ｭｵｺﾝｻ ﾄー 

参加費：1,500円(全席自由・ﾄ゙ﾘﾝｸ付) 
シューベルトサロン前橋 
（広瀬川美術館） 

9月3日（土）14：00～15：00 
夏を過ごしたお肌をいたわる 
スキンケア講座（基礎編） 

参加費：無料 
鈴木ストア店内 
（中央通り） 

9月5日（月）13：30～15：00 
「社会福祉を視る」 

どんな視点・こんな視点 
参加費：無料 

中央公民館505学習室 

9月6日（火）10：30～12：00 
自然栽培ってなあに？ 
参加費：1,080円 

ｻﾝﾃﾞｰﾙｰﾑ2階ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ 
（千代田町5-4-2） 

9月8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407スタジオ 

9月8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 

9月10日（土）14：00～16：00 
FPによるすぐに役立つ 

お得なお話 
参加費：無料 

中央公民館505学習室 

9月11日（日）10：30～13：00 
穀菜果食のすすめ 
「糀の旨みおかず」 
参加費：1,500円 

（2日前からキャンセル料有） 
中央公民館 料理実習室 

9月11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） 

9月12日（月）18：00～20：00 
写真の発明と映画の出現 
―心理学の視点も交えながら― 

参加費：無料 
中央公民館507学習室 

9月13日（火）10：00～11：30 
群馬県立女子大学出前講座 

謎解き群馬学Part4 
上毛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 

9月13日（火）10：30～11：30 
けん玉で遊ぼう! 

～ｼﾆｱのための平日ゆったりｺー ｽ～ 
参加費：ケン玉代1,500円 
（ケン玉持参の場合は無料） 
まちなかサロン（中央通り） 

9月13日（火）13：30～16：00 
ステンレス線で手編みの 
アクセサリーを作りましょう 

参加費：600円 
（対象：初参加の方のみ） 

Kigi（本町2-1-3筒井ﾋﾞﾙ1階） 

9月14日（水）14：00～15：30 
第5回 

いまからの「終活」介護を考える 
参加費：無料 

中央公民館504学習室 

9月14日（水）15：30～17：00 
「腹式呼吸によるダイエット」 

声力講座 
参加費：無料 

動ける服装とﾊﾞｽﾀｵﾙを用意 
中央公民館408スタジオ 

9月15日（木） 
（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） 

9月15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 

9月15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 

（前日からのキャンセル料有） 
中央公民館510学習室 

9月15日（木）14：00～15：30 
複雑な高齢者住宅・施設 
・・・どんな種類があるの？ 

参加費：無料 
中央公民館501・502学習室 

9月5日（月）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（楽器ﾚﾝﾀﾙ代） 
中央公民館 408スタジオ 

9/2（金）                                    9/4（日） 
  ・「ROGUE」スペシャルトーク&ライブ                    ・前橋音楽の歳時記コンサート「群馬から未来へ」 
   OPEN18：30 START19：00 会場/前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ              OPEN13：00 START13：30 会場/煥乎堂ﾎｰﾙ 
   チケット 前売4,000円 当日4,500円（全席自由）              チケット 前売2,000円 当日2,500円 

9/3（土）                                      ・成田達輝ヴァイオリンリサイタル 

  ・ジャズの祭典                                  OPEN15：30 START16：00 会場/前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ 
   OPEN16：30 START17：00 会場/前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ              チケット 前売3,000円 当日3,500円 
   チケット 前売2,000円 当日2,500円                    ・ ジュニア音楽演奏会 
  ・大人のピアノ演奏会                                開催時間 一部/10：00-12：00 二部/13：00-15：00 
  開催時間14：00-16：00 会場/広瀬川美術館 入場無料           会場/前橋ﾃﾙｻﾛﾋﾞｰ（1階） 入場無料 



TEL：027-231-7825 月曜休館 
開館時間：10：00～17：00 

前橋で遊び尽くしたい人のためのｲﾍﾞﾝﾄ検索・登録ｻｲﾄ 

TEL：027-231-3211（代表） 

TEL：027-230-1144 休館日 水曜日 
開館時間 11：00～19：00（入場は18：30まで） 

TEL：027-230-1144 FAX：027-232-2016 
開館時間：11:00～19:00（入場は18：30まで）  休館日：水曜日 

ｱｸｾｽ→ http://www.igoo.info/ 

知りたい 
告知したい 
やってみたい 

まちなかイベントを 音楽 
シネマ 
アート 
食 

イベントアーカイブ 
・ 

施設紹介 

USER’S VOICE 
・ 

イベントカレンダー 

演劇 
教育 
文学 
ファッション 

TEL：027-235-8011 水曜休館 
開館時間：9：00～17：00（入館は16：30） 

・9月19日（月・祝） 
・13：00開場 13：30開演 
・入場無料 

問合せ：080-3028-5076 

第八回若手落語家選手権 
●9月19日（月・祝） 
 ・開場 12：30～ 
 ・開演 13：00～ 
●指定席 前売3,000円、当日3,500円 
●自由席 前売2,700円、当日3,200円 
●チケット取扱い 
 ・煥乎堂前橋本店 ℡027-235-8111 
 ・前橋ﾃﾙｻ      ℡027-231-3211 
●問 酔処やまたけ℡027-235-1799（夕方6時より） 
     竹内氏      ℡090-6795-2866 

「前橋空襲写真展」 
・開催期間 ～9月9日（金）まで 
・開館時間 10：00～17：00 
・休 館 日 毎週月曜日 
・入 館 料 500円 
・問合せ先 広瀬川美術館 ℡027-231-7825 

もう一度見つめ直そう… 
    悲劇を繰り返さないために。 

TEL：027-233-1111（大代表） 
営業時間：10:00～19:00 

第36回 秋の全国うまいもの会 
・期間 9月14日（水）～20日（火） 
・時間 10:00～19:00 
   （最終日9月20日のみ15:00まで） 
・場所 前橋スズラン本館8階 大催場 

画像はｲﾒｰｼﾞです。実際の販売物とは異なることがあります。 

◆ 8月27日（土） 
 ・けぇろう祭 11：30～17：00（予定） 

  共愛学園イレブンが送る地域活性化イベント 

 ・ノマド市 13：00～17：00（予定） 

◆ 8月28日（日） 
 ・沖縄祭り「琉球の嵐」 11：00～19：30（予定） 

  群馬県初開催!! 

  丸ごと1日沖縄づくし。 

・表現の森 協働としてのアート展 
・「コレクション＋ 行為と痕跡」展 
   いずれも～9/25（日）まで 
詳細はhttps://www.artsmaebashi.jp/ 
              へ今すぐアクセス 

絶賛開催中 

 ★前橋まちなか文化祭2016★ 
  （通称：まちフェス2016）開催 
  10月28日（金・群馬県民の日）～30日（日）の3日間開催 

    今年で3回目の開催 
＜芸術＞を、思いっきり楽しんじゃおう!! 
 
どんな企画があるのかは以下のサイトまで 

http://igoo.info/machifes/ 

前橋テルサホール 

https://www.artsmaebashi.jp/
https://www.artsmaebashi.jp/


８月 

25 木 

 ○市民の茶席 
 10：00～15：00（14：30までに会場にお越しください） 
 前橋中央公民館（前橋プラザ元気21 5階茶室） 
 参加費：一席300円（お菓子付）※小学生200円 
 問：前橋中央公民館 ℡027-210-2199 
 ○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 

26 金 

27 土 

 ○ノマド市 
 14：00～18：00 中央イベント広場 入場無料 
 ○けぇろう祭 
 11：30～17：00 中央イベント広場 入場無料 
 問：共愛学園前橋国際大学 ℡027-266-7575 
 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 
 ○表現の森 協働としてのｱｰﾄ 関連ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
 13：00～18：00 アーツ前橋 地下ギャラリー  
 参加費無料（要観覧券） 定員：50名（事前申込制） 
 問：アーツ前橋 ℡ 027-230-1144 

28 日 

 ♪木田理沙＆佐々木昌子親子のﾋ゚ｱﾉﾃ゙ｭｵｺﾝｻー ﾄ 
 OPEN13：30～ START14：00～ シューベルトサロン前橋 
 入場料1,500円（全席自由・ドリンク付き） 
 問：ﾋ゚ｱﾉﾌ゚ﾗｻﾞ群馬高崎本店 ℡027-363-1262 
 ○沖縄祭り「琉球の嵐」 11：00～ 中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場 
 入場無料  問：群馬沖縄県人会 ℡027-220-4848 
○はじめて絵本のおはなし会 
 11：00～12：00 前橋こども図書館 
 対象者：0～1歳児と保護者 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○表現の森 協働としてのｱｰﾄ 関連ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
11：00～17：00 アーツ前橋 地下ギャラリー  
 参加費無料（要観覧券） 定員：50名（事前申込制） 
 問：アーツ前橋 ℡ 027-230-1144 

29 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 

30 火 

31 水 

９月 

1 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 

2 金  ♪第2回前橋まちなか音楽祭（～9/4（日）まで） 
 （詳細は中面左上へ） 

3 土 

 ○弁天ワッセ 
 10:00～17:00 弁天通り商店街 
 ♪つきみそう歌声広場（弁天ﾜｯｾ関連企画） 
 大蓮寺本堂2階 参加費500円 
 問：弁天通り商店街振興組合 ℡027-231-6751 
 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 
 ○「心の郷愁を撮りたい」-100年間の定点観測- 
     （～10/30（日）まで、休館日水曜日） 
 9:00～17:00 無料 前橋文学館3階ｵｰﾌﾟﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 
 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 

3 土 ※9/3は、文学館が開館記念のため無料。 

4 日 

 ♪第2回前橋まちなか音楽祭関連イベント 
 ﾄｰｸ＆ﾗｲﾌﾞ・「朔太郎さん、こんにちは!」 
 開演14:00～ 前橋文学館ホール 
 無料（先着100名、8/21より電話受付開始） 
 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 

5 月 
 ○元気21だんべえ踊り教室 
 19：30～21：00 前橋プラザ元気21 1階 にぎわいﾎｰﾙ 
 問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

6 火 
♪民謡愛好会 
 13：30～ フットワークステーション 会費500円 
  問：桑町会館 ℡027-231-9671 

7 水 

8 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 

9 金 

 ♪ｶﾜｲｺﾝｻｰﾄ 青柳 晋 ﾋﾟｱﾉ・ﾘｻｲﾀﾙ 
 開場18:00 開演18:30 前橋テルサ 
 ｼﾝｸﾞﾙ券2,500円 ﾍﾟｱ券4,000円 会員券2,200円 
 問：ｶﾜｲ前橋ｼｮｯﾌﾟ ℡027-221-1821 

10 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 

11 日 
 ○ままﾏﾙｼｪ＆けやき並木ﾌｪｽﾀﾐﾆﾐﾆ版 
 11：00～17：00 前橋駅前広場 入場無料 
 問：前橋市役所まちなか再生室 ℡027-230-8866 

12 月 
 ○元気21だんべえ踊り教室 
 19：30～21：00 前橋プラザ元気21 1階 にぎわいﾎｰﾙ 
 問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

13 火 

 ♪歌声喫茶 
 14：00～ 前橋テルサ9階つつじの間 
 問：桑町会館 ℡027-231-9671 
 ○かようｼﾈﾏ 上映作品「幌馬車」 
 13：00～ シネマまえばし 入場無料 
 ○おや2ｼﾈﾏ 上映作品「ネズミくんのチョッキ」 
 15：00～ シネマまえばし 入場無料 
 問：前橋ステージコミッショナー ℡090-1843-1625 

14 水  ○第36回秋の全国うまいもの会(～9/20(火)まで) 
 （詳細は中面右中へ） 

15 木 

･･･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】 
①心にふれる手紙展（～9/22（木・祝）まで） 
9：00～17：00 2階展示室 休館日水曜日 
一般300円（常設展もご覧いただけます） 
高校生以下無料※9月3日は観覧無料となります。 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
②「表現の森 協働としてのアート」展（～9/25（日）） 
③「コレクション＋ 行為と痕跡」展（～9/25（日）） 
11：00～19：00（入場は18：30まで） 水曜日休館 
②観覧料：一般500円、学生・65歳以上・団体（10名以上）300円 
      （1枚の観覧券で会期中3回まで入場可） 
③観覧料：無料 
②・③問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
④team Lab★IsLand 学ぶ!未来の遊園地in前橋 
                         （～9/5（月）まで） 
10：00～19：00（入場は18：30まで） 8/31（水）休館 
入場料 おとな（大学生以上）1,200円（税込） 
      中高生（中学・高校生）800円（税込） 
      こども（3歳～小学生）600円（税込） 
問：上毛新聞社事業局 ℡027-254-9955（平日9：00～17：00） 
⑤前橋空襲写真展（～9/9（金）まで） 
（詳細は中面右下へ） 


