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今回の題字 
  mBOX 寺澤由樹さん 
■前橋市千代田町2-12-1 
 TEL：027-225-2000 

 中央通りから馬場川通りに入ってす
ぐ左手にある、使い方自由な貸しス
ペースです。現在はそのサービスを一 
  旦停止させていますが、お洒落な 
   雰囲気が街に彩りを与えています 
  
  

第112号 

●14:00 第1部(昼の部)開始 
     ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ 
●14:00 仮装ｺﾝﾃｽﾄ 開始 
●15:10 仮装ｺﾝﾃｽﾄ 終了 
●15:20 仮装行列 
●15:50 ｾﾚﾓﾆｰ 
●16:00 第1部終了 

第1部 

※中学生以下の方は保護者同伴でご参加くだ
さい。 

●18:00 第2部(夜の部)開始 
●18:00 仮装ｺﾝﾃｽﾄ 開始 
●19:00 仮装ｺﾝﾃｽﾄ 終了 
●19:10 仮装行列 
●19:50 ﾌｨﾅｰﾚ 
●20:00 終了 

第2部 
参
加
費
無
料 



１０月２５日（火）～１１月１５日（火） 

 
 

まちなかキャンパス １０月・１１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  

10月27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 

10月27日（木）14：00-15：30 
ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙ 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ（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 508学習室 

10月28日（金）13：30-14：30 
前橋財務事務所公開講座ｼﾘー ｽ゙ 
その⑭～どうなる日本の財政!?～ 

参加費：無料 
中央公民館506学習室 

11月4日（金） 10：00-11：15 
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・第2和室 

11月8日（火）10：30-12：00 
自然栽培ってなあに？ 

～有機栽培と自然栽培の違い～ 
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） 

11月8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） 

11月10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） 

11月10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 

11月10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 

11月11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・第2和室 

11月12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 
対象：小学2年生以上、初参加の方 
中央公民館 510学習室 

10月26日（水）14：00～15：00 
高齢化社会 楽しく生活しよう② 
～美味しく食べられてますか？～ 

参加費：無料 
中央公民館 501・502学習室 

10月28日（金）14：00～15：00 
折り紙で楽しもう 
参加費：50円 
桑町会館 3F 

10月31日（月）14：00～15：30 
脳とストレス 
参加費：無料 

中央公民館 506学習室 

11月13日（日）10：00-12：30 
四季の野菜とﾊー ﾌ゙の採れたてを食べよう! 

ゆずジャムづくり 
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 

11月15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 

11月12日（土）14：00-15：30 
秋から冬へのｽｷﾝｹｱ講座 

（基礎編） 
参加費：無料 

鈴木ｽﾄｱ店内（中央通り） 

11月14日（月）10：00-11：30 
ｶﾗﾌﾙ輪ｺﾞﾑ手芸を楽しもう 

参加費：無料 
中央公民館 509学習室 

11月14日（月）14：00-15：30 
気管支喘息： 

その病態から治療まで 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

11月11日（金） 
①13:30～14:45 ②15:15～16:30 
③18:30～19:45 ④20:00～21:15 
リセットストレッチ 
参加費：200円 

持ち物：タオル・飲み物 
中央公民館 第1・第2和室 

『フードスケープ 私たちは食べものでできている』 
●会 期：～平成29年1月17日(木) 11:00～19:00(入場は18:30まで) 
●休館日：毎週水曜日(11/23は開館、11/24は休館)、年末年始(12/28-1/4) 
●観覧料：1階展示室は入場無料 
   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 
※10/28は群馬県民の日のため無料、障害者手帳をお持ちの方と介護者1名は無料 
※会期中割引…以下の条件でご来館の方は、観覧料が400円になります。 
1.食育の日割：毎月19日の食育の日にご来館の方 
2.街なかﾗﾝﾁ割：前橋市発行の「まちなか楽食ﾏｯﾌﾟ」に掲載のお店で食事をされた当日のﾚｼｰﾄをお持
ちの方 
3.ﾄﾜｲﾗｲﾄ割：17時以降にご来館された方 

 薬草茶カフェ   先着30名(要申込) 
 ・11/6(日)14:00～ ｱｰﾂ前橋ｽﾀｼﾞｵ 無料(要観覧券) 

 ・学芸員によるｷﾞｬﾗﾘｰﾂｱｰ[申込不要] 
 11/5（土） 14:00～ 
・こどもｱｰﾄ探検[申込不要] 
 11/3（木・祝） 14:00～ 対象：小学生以下 

関連ｲﾍﾞﾝﾄ 

10月28日（金） 
【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 

中央公民館 511学習室 

11月1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～ 
けん玉代：1,500円 

※けん玉持参の場合無料 
まちなかｻﾛﾝ（中央通り） 

10月28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） 



＜開催日＞ 
★11月4日（金）10:00～17:00 
★11月5日（土）10:00～17:00 
★11月6日（日）10:00～16:30 
＜会 場＞ 
★前橋中央通り商店街 
金・土・日の3日間、お待ちしております。 

日時：11月20日（日）13:30～16:00 
場所：水と緑と詩のまち前橋文学館3階ホール〔定員100名〕 入場無料 
                                  ※当日、直接会場へお越しください。 

内容：〔講演〕詩人の研究にまつわる郷土の問題について 文芸評論家 三浦 雅士 氏 

    萩原朔太郎研究と前橋問題 
    〔研究発表〕手品の実演もおこないます! 文学研究者 栗原飛宇馬 氏 

    萩原朔太郎の愛した〈不思議〉―手品・乱歩・『詩の原理』 

▼前橋テルサ 

▼広瀬川美術館 
（シューベルトサロン前橋） 

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） 

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 

▼前橋文学館 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 

!!  

秋の邦楽演奏会 2016 「楽風来る」 

・開催日 11月19日（土）  
      13:30開場 14:00開演 
・入場料 2,000円（全席自由・ﾄﾞﾘﾝｸ付） 
・出演者 仲林 光子、仲林 利恵、牧原 笳童 
・問合せ ﾋﾟｱﾉﾌﾟﾗｻﾞ群馬 高崎本店 
      ℡027-363-1262 

第46回 萩原朔太郎研究会 研究例会 

・開催期間 11月2日(水)～8日(火)  時間10:00～19:00(最終日のみ15:00) 
・会  場 前橋ｽｽﾞﾗﾝ 本館8階 大催場  ℡027-233-1111 
●京舞披露と記念撮影(本館7階特設会場)ﾌﾟﾛのｶﾒﾗﾏﾝが撮影します。(1枚300円) 
 11月2日(水)   ①14:30～ ②16:00～ 
 11月3日(祝・木)①11:00～  ②13:00～ ③14:30～ ④16:30～ 
 11月4日(金)   ①11:00～ ②13:00～ ③14:30～ 
●京都の名産・名品が当たる！お楽しみ抽選会 
 お買上げ税込3,000円毎に抽選で、会場内で使える金券や、京都の味と技の品々が1,900名様に当たり
ます。※尚、税込1,000円以上お買上げのお客様に補助券を1枚進呈、補助券3枚で抽選が１回出来ます。 

▼前橋スズラン 

     ◆ 開催日：12月10日（土） 
     ◆ 時 間：開演／14:00～ 
     ◆ 料 金：1,000円(全席自由) 
     ◆ 問合せ：前橋ﾃﾙｻ 
  ◆ 内 容    ℡027-231-3211 
  ｸﾗｼｯｸ・洋楽・昭和歌謡の名曲たちを、 
 美女二人がﾁｪﾛとﾋﾟｱﾉで演奏いたします。 

前橋中央通り商店街 



【開催中のイベント】 
①「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 
②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 
 水曜日休館、但し11/23は開館、11/24は休館 (～12/18(日)) 
 前橋文学館 9:00～17:00(入館は16:30まで)一般300円、高校
生以下無料 右の日は観覧無料 10/1、8、9、28、11/5、12/18 
 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
③彫刻と時間～ぐんまの作家4人による～（～10/30（日）） 
 広瀬川美術館 月曜日休館 10:00～17:00 500円 
 問：広瀬川美術館 ℡027-231-7825 
④ﾌｰﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 私たちは食べものでできている(～1/17(木)) 
 （詳細は中面左上へ） 
⑤前橋ひかりの45DAYS(～11/5(土)) 18:00～21:00 
 広瀬川比刀根橋周辺及び朔太郎橋周辺 問：027-898-6513 

１０月 

25 火 

 ○かようｼﾈﾏ 「ｺﾞﾘｵじいさん」  11：00～ 
 ○おや2ｼﾈﾏ 「ﾊﾑｽﾀｰ倶楽部 ﾄﾞﾘｰﾑ・ｽｶｲほか4話」 
 14：00～ いずれもｼﾈﾏまえばし 入場無料 
    まち映画DAYS ｼﾈﾏまえばし 入場無料 
 18:00～「ｸﾞﾗｽ☆ﾎｯﾊﾟｰ」19:15～「漂白」 
 問：前橋ステージコミッショナー ℡090-1843-1625 

26 水   

27 木 
 ○たこさんのおはなしや 前橋こども図書館 
 11:30～12:00 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
    ｽｸﾘｰﾝは隣りの壁DAYS ﾛﾌﾞｿﾝｺｰﾋｰｱｰﾂ前橋店 

28 金 

    前橋ライブDAYS 13:00～ 中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場 無料 
 ○前橋まちなか文化祭2016(～10/30(日)まで) 
 多数のｲﾍﾞﾝﾄ開催となるため、詳細は市内各所に置か
れているﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを参照のこと 
 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 
 ○たてもののおしばい(～11/5(土)まで) 18:00～21:00 
 ｱｰﾂ前橋外壁 問：事務局 ℡027-898-6513 

29 土 

    ハロウィンDAYS 前橋中心市街地 
    宇宙DAYS けやきｳｫｰｸ 
    こどもワークショップDAYS 前橋文学館 
 ①おはなしの会  13：30～14：00 前橋こども図書館 
 ②ﾌﾞ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：ﾌ゙ｯｸｽﾀー 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 
 ♪JAZZ VS CLASSIC～ｱﾄﾞﾗｰﾋﾟｱﾉﾄﾘｵ第5回定期公演～ 
 16:30開場 前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ 全席自由¥3,000(学生¥1,500) 
 問：事務局 ℡080-3571-0388 

30 日 

    ダダダDAYS 
    フラメンコDAYS 
    起業支援DAYS 
    命大事にDAYS 前橋市東市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 14:00～ 
 おとな1,000円（税込）、おとな同伴の中学生以下無料 
 問：実行委員会 ℡050-5309-9831 
 ○健康ﾌｪｽﾀinまえばし2016 
   ～みんなで取り組む健康づくり～ 
 10:00～15:00 前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21 入場無料 
 問：前橋市健康部保健総務課 ℡027-220-5781 
 ○猫町おはにゃ～し会 10:30～11:30  
 問：前橋こども図書館 027-230-8833 

31 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 3階ﾎｰﾙ 問：ﾊﾙﾅ眼鏡 ℡027-231-6785  

１１月 

1 火 

 ○かようｼﾈﾏ 「ｺﾞﾘｵじいさん」 11：00～  
 ○おや2ｼﾈﾏ  「ﾊﾑｽﾀｰ倶楽部 ﾄﾞﾘｰﾑ・ｽｶｲほか4話」 
 14：00～ いずれもｼﾈﾏまえばし 入場無料 
    まち映画DAYS ｼﾈﾏまえばし 入場無料 
 18:00～「ｸﾞﾘﾓﾝ」、19:45～「あの夏、いつかの生姜焼き」 
 問：前橋ｽﾃｰｼﾞｺﾐｯｼｮﾅｰ ℡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 

2 水 

 ○第20回 大京都展(～11/8(火)まで)(詳細は中面右へ) 
 ♪群馬ﾊﾞﾛｯｸｵｰｹｽﾄﾗ vol.4 前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ 18:30開場 
 全席自由一般¥3,000、高校生以下¥1,000 
 問：㈱ｽﾃｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ群馬 ℡027-288-0670 

3 木 

○弁天ワッセ 10:00～17:00 弁天通り商店街 
 問：弁天通り商店街振興組合 ℡027-231-6751 
    ｽｸﾘｰﾝは隣りの壁DAYS ﾛﾌﾞｿﾝｺｰﾋｰｱｰﾂ前橋店 
    子育てDAYS 
    子供職業体験DAYS 
○こどもｱｰﾄ探検 14:00～ ｱｰﾂ前橋(詳細は中面左上へ) 

4 金 
    ノベッロDAYS 前橋中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場 18:00～21:00 
 ○老舗 自慢の一品SALE!（～11/6（日）まで） 
 （詳細は中面右中へ） 

5 土 

    まちなかﾉﾙﾃﾞｨｯｸ・ｳｫｰｸDAYS 前橋市中心市街地 
 参加費500円 受付9:30～ 
 問：NPO法人ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾎﾟｰﾂ協会 ℡090-8592-1571 
    すき焼きDAYS・ちんどんDAYS 前橋中心市街地  
    昭和DAYS 前橋中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場 12:00～21:00 
       ｼﾈﾏまえばし「麥秋」上映 13:00～ 入場無料 
 ♪前橋ﾃﾙｻﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ 楽団二人 
 ～あの日 あの時 あの場所で～ 
 12:30～13:00 無料 問：前橋ﾃﾙｻ ℡027-231-3211 
 ○学芸員によるｷﾞｬﾗﾘｰﾂｱｰ 14:00～ ｱｰﾂ前橋 
 （詳細は中面左上へ） 
 ①おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
 ②ﾌﾞ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：ﾌ゙ｯｸｽﾀー 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 

6 日 

 ○ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ2016 才艶健美～SAI・SYOKU・KEN・BI～ 
 11:00～17:00 前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21 1階にぎわいﾎｰﾙ 
 入場無料 問：担当者 松井 ℡080-5050-9874 
 ○薬草茶ｶﾌｪ 14:00～ ｱｰﾂ前橋(詳細は中面左上へ) 

7 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 401ｽﾀｼﾞｵ 問：ﾊﾙﾅ眼鏡 ℡027-231-6785  

8 火 

 ♪歌声喫茶 14：00～ 前橋テルサ8階 けやきの間 
 参加費：500円（ドリンク付） 問：桑町会館 ℡027-231-9671 
 ○かようｼﾈﾏ 「我が家の楽園」 11:00～ 
 ○おや2ｼﾈﾏ 「D171 ﾐｯｷｰﾏｳｽ ﾐｯｷｰのお化け退治」 
 14：00～ いずれもｼﾈﾏまえばし 入場無料 
 問：前橋ｽﾃｰｼﾞｺﾐｯｼｮﾅｰ ℡090-1843-1625 

9 水 

10 木 

11 金  ○酉の市祭 11:00～20:00 熊野神社境内 入場無料 
 問：前橋酉の市祭実施委員会 ℡027-231-5644 

12 土 

 ○ふれあいあさいち 中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場 13:00～ 
 ①おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
 ②ﾌﾞ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：ﾌ゙ｯｸｽﾀー 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 

13 日 
 ♪群馬ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ楽団 第52回定期演奏会 
 13:30開場 14:00開演 前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ 全席自由¥1,000 
 問：群馬ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ楽団 ℡090-7731-9330 

14 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406ｽﾀｼﾞｵ 問：ﾊﾙﾅ眼鏡 ℡027-231-6785  

15 火 

 ○かようｼﾈﾏ 「我が家の楽園」 11:00～ 
 ○おや2ｼﾈﾏ 「D171 ﾐｯｷｰﾏｳｽ ﾐｯｷｰのお化け退治」 
 14：00～ いずれもｼﾈﾏまえばし 入場無料 
 問：前橋ｽﾃｰｼﾞｺﾐｯｼｮﾅｰ ℡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 

･･･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 
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