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今回の題字 

 小池商店  昆 緑さん  
 ■前橋市千代田町2-4-3 
 TEL：027-231-2038 
 国道17号沿いにあるお米屋さんです。9月 
 末には、新潟産コシヒカリの新米が入荷 
 いたします。他にも各産地、各銘柄の米を 
   取り揃え配達もしております。  
 
    
 
 
 
 
  

9/22（木・祝）～11/5（土） 
の45日間 

9月22日（木・祝）から開幕する「Maebashi  45DAYS」。前橋中心商店街を中心に市内各地で 
行う市民参加型イベントです。そこで今回は、実行委員長の渡邉さんにお話を伺いました。 

マエバシフォーティーファイブディズ 

 どのような主旨で開催されるイベントでしょうか。 

 昨年と今年のイベントで大きく違うところはありますか。 

【 】 
「 」 

今回は、開催期間の45日ということで、イベントの数も45に 
限定いたしました。 
そして、今年は開催前にプレイベントを9/17（土）～19日 
（月・祝）の３連休に開催するということが昨年と違うところ 
です。 

まちなか「Maebashi 45ＤＡＹＳ」イベント情報 

問：前橋○○特区45DAYS事務局 
（前橋市にぎわい商業課まちなか再生室） 

℡ 027-230-8866（平日9：30～18：15） 

 広瀬川ＢＢＱ 【広瀬川河畔 諏訪橋横】   100席用意先着順です。 

  9/17（土）～9/19（月・祝） 17：00～22：00 
  広瀬川の河畔でバーベーキューが開催されます。材料 
  はその場で購入でき、手ぶらでもＯＫです。（持込不可） 
  夜は、明るく照明がつくので安心です。 
  17日（土）・18日（日）は地元のアーティストによる演奏会 
  も開催いたします。 
 ミニふわフェス 【中央イベント広場】 

  9/18（日）～9/19（月・祝） 11：00～16：00 
  ふわふわ「ころとん」・「スマイリーフラワーコンポ｣ 【有料】 
      立乗り型ロボット「NinebotE]  【有料】 
  （各アクティビティーは5分300円で体験できます。） 
  ※イベント内容は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。    
 街中リバーフェスin広瀬川 【広瀬川】 

  9/19（月・祝） 9：00～15：00 
  10:00～  SUP＆リバーボードレーススタート 
     14:30～  ダックレーススタート 

  ダックレース【事前申込制】 エントリーは先着順 
  エントリー費：1ダック500円（複数エントリー可） 豪華賞品有 

  大会側（700羽用意） 余れば当日参加OKです。 
  問・申込は：duckrace.hirosegawa@gmail.com 

市民のみなさんの思いを一つ一つ形にし、シンプルに 
前橋市を盛り上げるということが開催の主旨です。 

 読者の方へメッセージをお願いいたします。 

多くの企業の方にご協力いただきました。 
ぜひ、みなさまに参加していただき熱を感じていただき 
盛り上げていただけたらと思っております。 

検索 

45の各イベントについては下記にアクセスしてください。 
新しい詳細がご確認いただけます。 

第109号 

45のわたしたちのまえばし 

あかりDAYS 【中央イベント広場】 

  9/22（木・祝）18：30～20：00 （一般、先着500名） 
  無線で連動するLEDライトが入ったちょうちんを持って 
  みんなでまちを練り歩きます。参加者には、先着300名様 
  に「Maebashi45DAYS」オリジナル手ぬぐいをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！！ 
  ストリートサッカーDAYS 【中央イベント広場】 

  9/23（金） 
  特設のミニコートを設置。1ＤＡＹストリート大会を開催。 
靴大好きDAYS  【中央イベント広場】 

  9/28（水） 
  まちなかで靴を購入した人を集めて靴について語りあう。 
外でビールDAYS  【中央イベント広場】 

       オクトーバーフェスト2016 
  9/30（金）～10/2（日） 
  地元の飲食店が中心となって盛り上げるビール祭り。 
風のまちDAYS 【中央イベント広場・前橋テルサロビー他】 

      風のまち音楽祭2016 
  10/1（土）～2日（日） 10：30～18：00 
  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。 
  今年は、中央イベント広場ではオクトーバーフェスト2016 
  とコラボ開催です。 



９月１０日（土）～３０日（金） 

 
 

まちなかキャンパス ９月の講座 

 
 

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 
縠采果食のすすめ 
「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 
9月30日（金）15：00～15：30 
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 

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：ケン玉持参の場合無料 
（ケン玉代1,500円） 

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 
アクセサリーをつくりましょう 

参加費：600円 
対象：初参加の方のみ 

Kigi（本町2-1-3 筒井ビル1F） 

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 

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） 

Ⅱ－A：9月15日（木）10：00～12：00 
Ⅱ－B：9月29日（木）10：00～12：00 

朗読教室Ⅱ 
参加費：無料（初回のみ200円） 
対象：Ⅰに参加しⅡのご案内の方 

中央公民館 503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 

（前日からｷｬﾝｾﾙ料有） 
中央公民館 510学習室 

9月16日（金）10：00～11：15 
いきいき健康体操 
参加費：200円 

 
持ち物：動きやすい格好 

タオル・飲み物 

中央公民館 第1・2和室 

9月16日（金）13：30～15：00 
からだへの気づきと 
リラックス運動 

9月16日（金） 
①13：30～14：45②15：15～16：30 
③18：30～19：15④19：45～21：00 

リセットストレッチ 
参加費：300円 
持ち物：タオル・水 

中央公民館 第1・2和室 

9月16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） 

9月17日（土）10：00～12：00 
けん玉で遊ぼう！ 

参加費：ケン玉持参の場合は無料 
（ケン玉代1,500円） 

中央公民館 401ｽﾀｼﾞｵ 

9月20日（火）10：00～12：00 
レッツ！認知症予防！ 
認知症を理解して、楽しく 
認知症予防しましょう！ 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

9月20日（火）13：30～15：00 
ナイチンゲールの看護 

 
 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

9月21日（水）14：00～15：30 
転ばぬ先の杖を使わないために 

 

9月24日（土）10：00～11：30 
小学生から始めるプログラミング 

参加費：500円 
対象：小学2年生以上。 
初参加の方のみ 

中央公民館 508学習室 

9月24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！ 
かぼちゃスープを作ろう！ 

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 

9月24日（土）13：00～14：00 
美味しい珈琲入れ方教室 

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） 

9月25日（日）10：30～12：30 
きものクリニックきもの（絹） 

はエコ！！① 
参加費：無料 

きものお手入れ専門店 
悉皆処ひとむすび 

（千代田町4-2-12ゆたかビル2階） 

9月25日（日）14：00～16：00 
アートで脳活！ 
臨床美術講座 
参加費：1,000円 

（申込は前々日の金曜日の正午まで） 

中央公民館 411アトリエ 

9月26日（月）14：00～15：30 
100歳まで健康！！ 

～真のアンチエイジングとは～ 
 

参加費：無料 
中央公民館 506学習室 

9月28日（水）14：00～15：00 
大腸の病気について 

 
 

参加費：無料 
中央公民館 504学習室 

9月28日（水）18：30～20：00 
市民のための憲法講座 
憲法改正を学ぶ 

 
参加費：無料 

中央公民館 506学習室 

9月29日（木）14：00～15：30 
ミトコンドリア・イブ 
～母からの贈り物～ 

 
参加費：無料 

中央公民館501・502学習室 

9月30日（金）13：30～14：30 
前橋財務事務所 

公開講座シリーズ   その⑬ 
金融リテラシーってなに？ 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

満員御礼 

満員御礼 

満員御礼 

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  



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

開館時間：10：00～20：00 
煥乎堂本店ミュージックセンター 
℡：027-235-8120 

♪１０月１０日（月・祝）開催♪ 
会場：煥乎堂５階ホール 
開場13：00 開演 13：30 

毎年恒例となりました。【おと祭り】を今年も開催します。 

煥乎堂講師による無料コンサートあり、様々な楽器が体験
できる無料体験レッスンありの音楽のフェスティバルです。 

9/30（金）～10/2（日）の3日間 

【中央通りお買物スタンプラリー開催】 
 
3店舗それぞれ500円以上お買い上げで500円の金券 
をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ （各日先着150名様） 

TEL：027-231-3211（代表） 

ビジョンを示して周囲を巻き込もう！ 

          日時：9月16日（金）19：00～20：40（開場18：30 ） 
    会場：前橋テルサホール  
          定員410名（先着順にご入場、定員に達した場合は入場 

                いただけませんのでお早めに起こしください。）  
      地域や組織で活躍されている人たちが、ビジョンを示し 
  行動することで、どのようにして周囲を巻き込み結果を 
  出してきたのかを学んでいただきます。 

            18:30 開場                                      20:00  第二部パネルディスカション                                                                        
        19:00   開会                 テーマ 
    19:10 第一部 講演                                     「周囲を巻き込むためには」 
     講師 株式会社ジェイアイエヌ  20:40    閉会 
            代表取締役 田中 仁氏  
                テーマ 
     「ビジョンを示して周囲を巻き込む力」 

  第８回   

  ＴＯＮＴＯＮのまち前橋の豚肉料理コンテスト 
「第８回Ｔ-１グランプリ」の参加店及び覆面審査員を募集 
します。 
（審査期間：平成29年1～3月、グランプリ店決定は4月） 

   
群馬県産豚肉を使用したお店自慢の豚肉料理で、栄え
ある前橋の豚肉料理ナンバーワンを目指して、ぜひエン
トリーしてください。 

また、あなたの舌で参加店のエントリーメニューを審査し
ませんか？覆面審査員として「Ｔ-１グランプリ」に、ご協力
いただける方を募集します。 

参加店及び覆面審査員募集の詳細は 
Ｔ-１グランプリ公式サイト（http://www.t-1gp.com/）を 
ご覧ください。 

 ■募集期間 平成28年9月1日（木）～10月20日（木） 
 ■お問合せ 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 

要予約

11：00～ オカリナ・リコーダー 
15：00～ サックス・バイオリン・トランペット・ドラム・フルート 
      大人のピアノ・大人のエレクトーン・マリンバ 

テーマは「ジェットストリーム」です。懐かしのあの曲から 
おなじみの名曲までを披露します。ぜひお聴き下さい。 
5Ｆ受付にて整理券を配布しております。 

前橋駅前イベント（北口）開催 

【同時開催】  

 
 

けやき並木フェスタ 9月11日【日】 

11：00～17：00 

①ミニミニ座繰り体験 
  参加費：500円～繭から糸を引いてみよう 
   11：00～  13：00～  15：00～ 

②シルク織りコースター作り 
③楽しい！！前橋の歴史散歩 
④牛乳試飲会  
 

ミニミニ版 

⑤DANCE  at the 
    “EKIMAE” 
     群馬県内の大学生ダンス 
  サクールによる発表会 
 13：00～13：50/16：00～16：50 

問：前橋市役所にぎわい商業課まちなか再生室 ℡027-230-8866 
（平日10：00～18：00） 

12：30～13：00 

オーボエとピアノ 
  ～クラシカルな響きⅦ～ 

♪ ♪ 9/17     
（土） 

前橋の大地で育った新鮮な農産物を直販しております。 
出店農家の野菜やお肉を挟んで食べる「ママバーガー」 
にも注目です！！ 
問：（株）まえばしCITYエフエム ℡027-233-0845 
    ※お問い合わせの場合は「前橋駅前ままマルシェ」とお知らせ下さい。 

【まちなかキャンパス】 

日   時：10月15日（土） 
          13：30（開場） 14：00（開演） 
入場料：1,500円（全席自由・ドリンク付） 
問合せ：ピアノプラザ群馬高崎本店 
        ℡027-363-1262 
 



９月 

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 
○中島佑太による常夏ワークショップ 
13：00～16：00 アーツ前橋地下ギャラリー 
参加費：無料（要観覧券） 申込不要 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
○ままﾏﾙｼｪ（～9/11（日）） 
（詳細は中面右中へ） 

11 日 
○ままﾏﾙｼｪ＆けやき並木ﾌｪｽﾀﾐﾆﾐﾆ版 
（詳細は中面右中へ） 

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 
参加費：500円（ドリンク付） 問：桑町会館 ℡027-231-9671 
①かようシネマ 上映作品 「幌馬車」 
11：00～ シネマまえばし 入場無料（先着100名） 
②おや2シネマ 上映作品 「ねずみ君のチョッキ」 
14：00～ シネマまえばし 入場無料（先着50名） 
①・②にぎわい商業課 ℡027-210-2273 

14 水 
○第36回秋の全国うまいもの会（～9/20（火）） 
10：00～19：00 前橋スズラン本館8階大催場 
（9/20最終日15：00まで） 
問：前橋スズラン ℡027-233-1111（大代表） 

15 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 3階ホワイエ又は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 

16 金 

○群大附特カフェ「スマイル」 
10：00～11：30 まちなかサロン 
○赤ちゃん絵本のおはなし会 
13：30～14：30 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 

17 土 

○Maebashi 45DAYS プレイベント 広瀬川BBQ（～9/19（月）） 
（詳細は表紙特へ） 
○スプレンドーレ榛名 
14：00～（通過予定時刻） 中央イベント広場（チェックポイント） 
観覧無料 
問：伊香保おもちゃと人形自動車博物館 ℡0279-55-5020 
①「表現の森 協働としてのアート」展 
学芸員によるギャラリーツアー 
14：50～15：50 アーツ前橋  
参加費：無料（要観覧券） 申込不要 
②「コレクション＋ 行為と痕跡」展 
学芸員によるギャラリーツアー 
14：00～ アーツ前橋 入場無料 
①・② 問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
♪前橋テルサロビーコンサート（詳細は中面右上へ） 
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 

18 日 

○Maebashi  45DAYSプレイベント ミニふわフェス（～9/19（月）） 
（詳細は表紙特集へ） 
♪1周年記念ライブ関東甲信越音楽交遊祭vol12 
13:30～ シネマまえばし（元気21 別館3F） 入場無料 
問：高岸氏 ℡080-3598-8216 

19 
 
月 

 

○Maebashi 45DAYSプレイベント 街中リバーフェスin広瀬川 
（詳細は表紙特集へ） 
○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 
○第八回若手落語家選手権 
開場 12：30 開演 13：00 前橋テルサホール 
指定席：前売り3,000円.・当日3,500円  
自由席：前売り2,700円・当日3,200 
問：酔処 やまたけ℡027-235-1799又は℡090-6795-2866（竹内氏） 

20 火 

○民謡愛好会 
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 上映作品 「幌馬車」 
11：00～ シネマまえばし 入場無料（先着100名） 
②おや2シネマ 上映作品 「ねずみ君のチョッキ」 
14：00～ シネマまえばし 入場無料（先着50名） 
①・②にぎわい商業課 ℡027-210-2273 

21 水 
○群大附特カフェ「スマイル」 
10：00～11：30 まちなかサロン 

22 木 

Maebashi 45DAYS ～45のわたしたちの前橋～（～11/5（土）） 
○あかりDAYS   【オープニングセレモニー】 
（詳細は表紙特集へ） 
○群馬大学×アーツ前橋   まえばしアートスクール計画 
13：00～16：00 シネマまえばし 定員100名（事前申込制） 
基礎講座6 「映画とジェンダー」 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
○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 
○バリアブレイクDAYS  中央イベント広場 

23 金 ○ストリートサッカーDAYS  中央イベント広場 

24 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 
○こどもワークショップDAYS 中心商店街アーケード周辺 

25 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 
○こどもワークショップDAYS  中央イベント広場 
○ジャズ聴こう会「ジャズライブ」 
13：30～ 前橋中央公民館 
対象：一般 先着400名 整理券中央公民館で配布中 
問：前橋中央公民館 ℡027-210-2199 

26 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 

27 火 

①かようシネマ 上映作品 「キューリー夫妻」 
11：00～ シネマまえばし 入場無料（先着100名） 
②おや2シネマ 上映作品 「ぞくぞく村のオバケたち」 
14：00～ シネマまえばし 入場無料（先着50名） 
①・②にぎわい商業課 ℡027-210-2273 

28 水 
○群大附特カフェ「スマイル」 
10：00～11：30 まちなかサロン 
○靴大好きDAYS  中央イベント広場 

29 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 

30 金 

○外でもビールDAYS     オクトーバーフェスト2016（～（10/2（日）） 
（詳細は表紙特集へ） 
○中央通り オクトーバーフェスト協賛セール（～10/2（日）） 
（詳細は中面右下へ） 
○読み聞かせボランティア養成講座（中級） 
9：30～11：30 前橋中央公民館501・502学習室（先着60人） 
対象：読み聞かせのボランティアを行っている方（経験年数3 
年以上） または前年度・今年度開催の読み聞かせボランテ 
ィア養成講座（初級）を受講した方 
申込は、前橋こども図書館 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

･･･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）） 
前橋文学館 2階展示室 観覧料：一般300円、高校生以下無料 
②「心の郷愁を撮りたい」-100年間の定点観測- 
前橋文学館 3階オープンギャラリー 観覧無料 
9：00～17：00（入館は16：30まで） 水曜日休館 
①・②問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
③「表現の森 協働としてのアート」展（～9/25（日）） 
④「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 
③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） 
④観覧料：無料 
③・④問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
 


