
【会期】 
 ▼10月1日（土）、2日（日）10:30～18:00 
  【会場】         ＜予定／雨天決行＞ 
     ●中央イベント広場 
     ●前橋テルサロビー 
     ●中央通り商店街アーケード内 
     ●もてなし広場 他 

 

※掲載されている情報は、発行日時点のものです。場合によっては、変更・中止になる恐れがあります。 

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 

発行者：前橋市産業経済部 
       にぎわい商業課 
             まちなか再生室 
〒371-0022 
前橋市千代田町二丁目8番12号 
旧ミニギャラリー千代田 

TEL：027-230-8866 
発行日：平成２８年９月２３日 
※詳細は各お問合せへ 

今回の題字 
 ㈱五光宇都宮店前橋支店 田村さん 
■前橋市千代田町4-20-6 
 TEL：027-233-1255 

 立川町大通りと千代田通りとが交差す
る場所にあるお店です。ｲﾍﾞﾝﾄの企画運
営やﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの作成、設置などを行って 
   おります。ｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｪｽﾄも五光さん 
   が運営されています。 

  
  

  ビールを思いっきり楽しまないかい? 
【会期】 
・9月30日（金）13:00～21:00（ラストオーダー20:30） 
・10月1日（土）11:00～21:00（ラストオーダー20:30） 
・10月2日（日）11:00～21:00（ラストオーダー20:30） 
【開催場所】前橋中央イベント広場 
 雨天決行じゃ。 
 ステージでは、ヨーデルや本場ドイツからの楽隊も来
るらしいぞ。 

 大盛り上がり間違いナシじゃな!!!!!!!!!! 

様々なジャンルの 
ミュージシャンが60組以上出演 

風のまち音楽祭実行委員会 ℡027-230-8866 

第110号 

  前橋のまちなかが、音楽に彩られる2日間 

同時開催：前橋ひかりの45DAYS 
開催期間：平成28年9月22日～11月5日 

お問合せはｱｰﾂ前橋へ 
TEL：027-230-1144 休館日：水曜日 
開館：11:00～19:00（入場18：30まで） 

【料金】 
観覧＆入場料無料 



９月２３日（金）～１０月１４日（金） 

 
 

まちなかキャンパス ９月・１０月の講座 
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  

9月24日（土）10：00-11：30 
小学生から始めるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
参加費：500円（初参加の方のみ） 
中央公民館 508学習室 

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り） 
珈琲専門店 焙煎館 

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 

中央公民館 411アトリエ 

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 

9月26日（月）14：00-15：30 
100歳まで健康!! 

～真のｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞとは～ 
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 ｽ゙ 
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 

10月4日（火）10：30-11：30 
さわやかリズムストレッチ 

参加費：無料 
中央公民館 第1・第2和室 

10月5日（水）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 
（前橋市千代田町5-4-2） 

10月6日（木）10：00-12：00 
知っていますか？ 
成年後見制度 
参加費：無料 

中央公民館 506学習室 

10月9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） 

10月11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24日（土）10：00-12：30 
四季の野菜とﾊー ﾌ゙の採れたてを食べよう! 

かぼちゃｽｰﾌﾟを作ろう! 
筆記用具、ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾、ｽﾘｯﾊﾟ 

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 

Ⅱ－B：9月29日（木）10：00-12：00 
朗読教室Ⅱ-B 

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） 

10月1日(土)ﾋﾟｯﾂｧ体験教室 
① 10：00-12：00 
② 14：00-16：00 

筆記用具、ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾又
は帽子 500円 

まちなか工房（中央通り） 

10月2日（日）10：30-13：00 
穀菜果食のすすめ 
「里芋と南瓜の料理」 
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 

10月7日（金） 
①10：00-11：15 ②13：30-14：45 

③15：15-16：30 
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 

10月11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 

10月11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） 

10月12日（水）10：00-13：00 
四季の野菜とﾊー ﾌ゙の採れたてを食べよう! 

生芋こんにゃくづくり 
筆記用具、ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾、ｽﾘｯﾊﾟ 

ﾋﾞﾆｰﾙ手袋 

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 

10月12日（水）14：00-15：30 
第6回 いまからの「終活」 

終末医療を考える 
参加費：無料 

中央公民館504学習室 

10月13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） 

10月13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 

10月13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508学習室 

10月13日（木） 
④18：30-19：15 ⑤19：45-21：00 

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 

10月14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 

10月13日（木）14：00-15：30 
細胞はなぜ老化するのか？ 

参加費：無料 
中央公民館501・502学習室 

10月14日（金）18：30～20：30 
銀粘土で純銀アートを作ろう! 

参加費：2,200円 
中央公民館 412アトリエ 

満員御礼 



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 休館日：水曜日 
開館：11:00～19:00（入場18：30まで） 

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 水曜日休館 開館時間：9：00～17：00（入館は16：30） 

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

山本セーラソロ＆ブルーローズ 
デュオコンサート 

 
★日  程：10月15日（日） 
★時  間：14:00開演（13:30開場） 
★会  場：広瀬川美術館内 
★入場料：1,500円（全席自由・ﾄﾞﾘﾝｸ付） 
★問：ﾋﾟｱﾉﾌﾟﾗｻﾞ群馬 ℡027-363-1262 

   ＜10月2日（日）＞ 
 13:30開場、14:00開演 
 チケット（全席指定） 
 S席6,000円、A席5,000円 
   ※当日券は＋500円 
 問：事務局090-1202-2662 

江戸川乱歩と萩原朔太郎 

  パノラマ ジオラマ グロテスク 

【開催日】平成28年10月1日（土）～12月18日（日）9:00～17:00 
【休館日】水曜日、11月23日（水・祝）は開館、翌日休館 
【観覧料】一般300円（常設展示もご覧になれます）高校生以下無料 
 ★以下の日は観覧無料 10月1日、8日、9日、28日、11月5日、12月18日 

食 フードスケープ 
私たちは食べものでできている 

【会期】10月21日（金）～平成29年1月17日（火） 
【開館時間】11:00～19:00（入場は18:30まで） 
【休館日】水曜日（11月23日は開館、 
 11月24日は休館）年末年始（12月28日-1月4日） 
【観覧料】 
 一般600円/学生・65歳以上・団体（10名以上） 
 高校生以下無料 
 詳細はｱｰﾂ前橋（℡027-230-1144）へ 

 ya-gins vol.19 志村 真悠「散歩」 
【会期】～10月23日（日）まで 
※上の会期のうち、開いているのは毎週 
 金・土・日曜日 
【時間】13:00～21:00 
【場所】 
 前橋市千代田町3-9-2弁天通りｱｰｹｰﾄﾞ内 
【問合せ】yagins2012@gmail.com 

 【開催日】 
 10月8日（土）～9日（日）2日間 
 “前橋の中心市街地に、祭囃子の華が咲く” 

 みんなで一緒に盛り上がろう。 
 
 ◆交通規制には気を付けてね◆ 
  問：０２７－２３４－５１０９ 

変態だって 
いいじゃない 

ぐ
ろ
く
て 

か
わ
い
い 

 !!  



９月 

23 金 

 ○ストリートサッカーDAYS 中央イベント広場 
 ○MAEBASHI PARK PARTY（～9/24（土）まで） 
 10:00～21:00 前橋公園 入場無料 
 問：ﾃﾞｨｽｸｶﾞﾚｰｼ  ゙ ℡050-5533-0888（平日12:00～19:00） 

24 土 

 ○ノマド市 13：00～16：00 中央イベント広場 入場無料 
 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ﾌﾟDAYS 中心商店街ｱｰｹｰﾄﾞ周辺 

25 日 

 ○はじめて絵本のおはなしの会 
 11：00～12：00 対象：1歳児までと保護者 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
 ♪ｼﾞｬｽﾞ聴こう会「ｼﾞｬｽﾞﾗｲﾌﾞ」 13：30～ 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：中央公民館 ℡027-210-2199 
○こどもﾜｰｸｼｮｯﾌﾟDAYS 中心商店街ｱｰｹｰﾄﾞ周辺 

26 月 
 ○元気21だんべえ踊り教室 
 19：30～21：00 前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21 1階 にぎわいﾎｰﾙ 
 問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785  

27 火 

 ○かようｼﾈﾏ 上映作品「キューリー夫妻」 
 13：00～ シネマまえばし 入場無料 
 ○おや2ｼﾈﾏ 上映作品「ぞくぞく村のｵﾊﾞｹたち」 
 14：00～ 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 

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 
 19:30～20:30 中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場 参加費無料 

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 
 ○スクリーンは隣りの壁DAYS 
 ロブソンコーヒーアーツ前橋店 観覧無料 

30 金 

 ○前橋ｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｪｽﾄ2016（～10/2（日）まで） 
 （詳細は、表紙特集へ） 
 ○読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座（中級）（先着60人） 
 9：30～11：30 前橋中央公民館501・502学習室 
 対象：読み聞かせのﾎﾞ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ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ養成講座（初級）を受講した方 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
 ○「中央通り秋の大千円市」（～10/2（日）まで） 
 10:00～18:30 前橋中央通りの各店舗 
 問：前橋中心商店街協同組合 ℡027-260-6547 

１０月 

1 土 

 ○ﾊﾟﾉﾗﾏ ｼﾞｵﾗﾏ ｸﾞﾛﾃｽｸ 江戸川乱歩と萩原朔太郎 
 （～12/18（日）まで）  （詳細は中面右上へ） 
 ♪風のまち音楽祭2016（～10/2（日）まで） 
 （詳細は表紙特集へ） 
 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 
 ♪前橋ﾃﾙｻﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ「姉妹で奏でるﾋﾟｱﾉの魅力」 
 12:30～13:00 無料 問：前橋ﾃﾙｻ ℡027-231-3211 

2 日 
 ○前橋・市民ｵﾍﾟﾗ合唱団 第4回公演「TOSCA」 
 （詳細は中面右中へ） 
 ○起業支援DAYS 前橋市創業ｾﾝﾀｰ 

3 月  ○弁天ワッセ 10:00～17:00 弁天通り商店街 

3 月 

♪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 
 ○元気21だんべえ踊り教室 19：30～21：00 前橋ﾌﾟﾗｻﾞ
元気21 1Fにぎわいﾎｰﾙ 問：ﾊﾙﾅ眼鏡 ℡027-231-6785  

4 火 

 ○かようｼﾈﾏ 上映作品「キューリー夫妻」 
 13：00～ シネマまえばし 入場無料 
 ○おや2ｼﾈﾏ 上映作品「ぞくぞく村のｵﾊﾞｹたち」 
 14：00～ シネマまえばし 入場無料 
 ○まち映画DAYS 
 18:00～「home」19:00～「舟の上」ｼﾈﾏまえばし 
 問：前橋ステージコミッショナー ℡090-1843-1625 
♪民踊愛好会 13：30～ 会費500円 
 ﾌｯﾄﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ   問：桑町会館 ℡027-231-9671 

5 水 
 ○秋の大北海道展（～10/11（火）まで） 
 10:00～19:00（最終日は～15:00まで） 8階大催場 
 問：前橋ｽｽﾞﾗﾝ ℡027-233-1111 

6 木 

7 金 

○映画×ワークショップDAYS シネマまえばし 
 受付18:30～ 上映19:00～  入場無料（先着100名） 
 ○まちﾌｪｽ2016 ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ 19：00～ 
 ﾛﾌﾞｿﾝｺｰﾋｰｱｰﾂ前橋店 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 

8 土 

 ○第68回前橋まつり（～10/9（日）まで） 
 10:00～21:00 前橋中心市街地 入場無料 
 問：前橋まつり実施委員会 ℡027-234-5109 
 ○前橋とこ豚市（～10/9（日）まで） 中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場 
 ♪駅おん♪（～10/9（日）まで） 
 16:30～20:00 中央イベント広場 入場無料 
 ○おはなしの会 9月24日と同様の時間・問合せ先 

9 日 

10 月 

 ○元気21だんべえ踊り教室 
 19：30～21：00 前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21 4階 407スタジオ 
 問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785  
 ○LIVE＆体験DAY おと祭り「ｼﾞｪｯﾄｽﾄﾘｰﾑ特集」 
 開場13:00～ 開演13:30～ 入場無料 煥乎堂5Fﾎｰﾙ 
 問：前橋煥乎堂5階 本店ﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾝﾀｰ ℡027-235-8120 

11 火 

 ○かようｼﾈﾏ 上映作品「陽のあたる場所」 
 11：00～ シネマまえばし 入場無料 
 ○おや2ｼﾈﾏ 上映作品「一休さん ほか2話」 
 14：00～ シネマまえばし 入場無料 
 ○まち映画DAYS シネマまえばし 
 18:00～「ｻﾄﾞﾙ184ﾍﾟﾀﾞﾙ∞」 19:45～「虹の街」 
 問：前橋ステージコミッショナー ℡090-1843-1625 

12 水 

13 木 

 ○スクリーンは隣りの壁DAYS 
 ロブソンコーヒーアーツ前橋店 観覧無料 
 ○たこさんのおはなしや 
 9月29日と同様の時間・問合せ先 

14 金 

 ○前橋スマイルキャンパス（～10/16（日）） 
 11:00～16:00 中央イベント広場 入場無料 
 問：ｽﾏｲﾙｷｬﾝﾊﾟｽ実行委員会 ℡080-4070-5557 
 ○映画×ワークショップDAYS シネマまえばし 
 受付18:00～ 上映18:30～  入場無料（先着100名） 

･･･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「表現の森 協働としてのアート」展（～9/25（日）） 
②「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 
①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） 
②観覧料：無料 問①＆②：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
③「心の郷愁を撮りたい」-100年間の定点観測-（～10/30（日）） 
前橋文学館 3階オープンギャラリー 観覧無料 水曜日休館 
9：00～17：00（入館は16：30まで） ℡027-235-8011 
④とがび展＠まえばし未来アトリエ（～9/25（日）） 
広瀬川美術館 入場料500円 9月19日（月）休館 10:00～17:00 
問：群馬大学内「まえばしアートスクール計画事務局」 
 ℡027-220-7353（平日9:00～16:00） 


