
 11：00～ 開会式 
 11：10～ タイガーマスク（アニメソング弾き語り） 
 11：35～ UN-ROUTE（オフコースカバーユニット） 
 12：00～ 大前あつみ＆サザンクロスWith ファンファン（歌手） 
 12:15～  ViolyreVision  （Violyre奏者） 
 12：40～ The Whiskey  Blossom（ブルーグラスバンド） 
 13：05～ 沢田知佳（歌手） 
 13：30～ MIHO（シンガーソングライター） 
 13：55～ Emii（シンガーソングライター） 
 14:30～ 表彰式 

 

※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５月１０日 
※詳細は各お問合せへ 

今回の題字 

ひとむすび  刈屋 誠一郎さん 
■前橋市千代田町4-12-2 
TEL：027-226-6226 

 馬場川通りにある着物のお手入れ
専門店です。思い出の着物を甦らせ 
るお手伝いをご主人が丁寧に相談に 
  のりますぜひご来店ください。 
 
  

第10１号 

『前橋クラシックカーフェスティバル』 

日時：５月２２日（日） 11：00～15：00 
会場：前橋中央通り商店街アーケード・弁天通り 
    前橋中央イベント広場 

 
 

昨年はじめて前橋で開催され、まちなかでは前橋中央通りや弁天通りにたくさんのクラシックカーがあつまり 
    展示されました。そこで、今回２回目となるこちらのイベントについて主催されている伊香保おもちゃと人形 
  自動車博物館の横田社長にお話しを伺いました。 

主催･問 伊香保おもちゃと人形自動車博物館 
       電話：0279-55-5020 

2016 

今年も前橋のまちなかへたくさんのクラシックカーが大集合！ 
前橋中央イベント広場では、ミニコンサート開催 

ぜひまちなかへ遊びにきてください！ 

今回は前橋中央イベント広場へ 
戦車が登場します。 
     お楽しみに！！ 

 「前橋クラシックカーフェスティバル」はどのような目的で開催されるイベントですか。 

前橋商店街は昭和40年代は人でいっぱいでした。小学校低学年の時に前橋へ 
訪れた時は、周りを見ていてもめずらしいものがたくさんありました。 
そんな思い出を次の子供達にも作って欲しいと思い又まちなかの活性化になれば 
ということでこのイベントを開催することにしました。 

 イベントに参加できるためのクラシックカーはどのような車ですか。 

1975年までに製造された国産、外国車が集合します。今回は80台のクラシックカー 
が参加し、昨年との違いは古いオートバイが15台ほど参加します。 
特別展示車には、子供達に驚いてほしくて戦車を展示することにしました。その他に 
消防車や白バイには子供達に乗ってもらい写真を一緒に取ることができます。 

遊びに来てコロン 



５月１０日（火）～３１日（火） 

 
 

まちなかキャンパス ５月の講座 

5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⑩ 
世界経済と国際金融の動向 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

5月27日（金）10：00～11：30 
いきいき健康体操 

5月26日（木）10：00～12：00 
シニアのための足育講座 
～予防医学に繋がる靴選び～ 

参加費：300円 
中央公民館 506学習室 

日頃長時間使う靴・筆記用具持参 

5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 

前橋プラザ元気21 3F 
市民活動支援センター会議室 

5月21日（土）16：00～17：30 
マイクラPC版で遊ぼう！ 

参加費：700円 
（PCレンタル、wifi・アカウント 

  利用料） 
中央公民館 501学習室 

5月21日（土）10：00～12：00 
けん玉で遊ぼう！ 

 
参加費：ケン玉持参の場合無料 

（ケン玉代 1,200円） 
中央公民館 401スタジオ 

5月21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 

中央公民館 508学習室 
対象：小学2年生以上初参加の方 

5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 

まちなか工房（中央通り） 

5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 509学習室 

Ⅱ－A 5月19日（木） 
Ⅱ－B 5月26日（木） 

10：00～12：00 
朗読教室Ⅱ 

参加費：初回のみ200円 
中央公民館 503学習室 

5月18日（水）14：00～15：00 
『C型肝炎と新しい治療薬』 

 
 

参加費：無料 
中央公民館501・502学習室 

5月18日（水）14：00～15：30 
第1回   いまからの「終活」 
老後をいかに生きるか 

 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

5月16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 505学習室 

5月10日（火）10：00～12：00 
施設選びの「基本のき」 

ちょっと待った！その施設で 
大丈夫ですか？ 
参加費：無料 

中央公民館 506学習室 

5月27日（金）14：00～15：00 
折り紙で楽しもう 

 
 

参加費：50円 
桑町会館（中央通り） 

5月10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 

5月10日（火）13：30～15：30 
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 筒井ビル1F） 

5月11日（水） 
初級編 10：00～11：30 
中級編 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 508学習室 

5月11日（水）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スタジオ 

5月12日（木）10：00～12：00 
朗読教室Ⅰ 

 
 
 
 

満員御礼 

5月12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 

5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 

5月13日（金）15：00～15：30 
5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） 

5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！ 

筍ご飯とカモミールティーづくり 
参加費：500円 

中央公民館 料理実習室・会食室 

5月14日（土）13：30～15：30 
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 

5月14日（土）13：30～15：30 
意思決定の不思議な世界！ 

 
 

参加費：無料 
中央公民館 506学習室 

5月14日（土）14：00～15：00 
眉の描き方教室（基礎編） 

 
参加費：無料 

㈱鈴木ストア店内 
（中央通り） 

5月15日（日）10：30～13：00 
穀采果食のすすめ 

「第二段一抹茶のお菓子」 
参加費：1500円 

（2日前からキャンセル料有）
中央公民館  料理実習室 

5月15日（日）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） 

ボクも行きたいニャー 

【お申込み・お問い合わせ】 
前橋商工会議所商業振興課 
TEL：027-234-5109  
FAX：027-234-8031   

満員御礼 



関修一・小田部羊一名作アニメ作家 版画展 

TEL：027-231-3211 

第296回テルサロビーコンサート 

第16回テルサ寄席 

日時 5月14日（土） 14：00～ 
会場 前橋テルサ２階ホール 全自由席 
料金 前売券完売 
  枚数限定で当日券チケットを販売いたします。 

  一般 2,000円 高校生以下 1,500円 

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

「デュオ ルクレール」  
ロマンティックコンサート 

 日 時   5月21日（土） 12：30～13：00 
 観覧料 無料 

♪日時  5月10日（火）14：00～ 参加費：無料 
♪会場  テルサ9階つつじの間 
♪問      桑町会館 ℡027-231-9671 

【まちなかキャンパス】 コンサートシリーズVOL.98 

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

新館5階 特別催事場 

 5月11日（水）～16日（月） 
  最終日 17：00閉場 

 
 本展では、両氏によるキャラクターデザイン作品の数々を 
版画にして展示販売しております。 

日時：5月28日（土） 14：00～ 
入場料：2,000円（全席自由・ドリンク付） 
問：ピアノプラザ群馬 ℡027-363-1262 

TEL:027-235-8011 FAX:027-235-8512   
開館時間：9：30～17：00（入館は16：30まで） 
※金曜日は20時まで開館 休館日：水曜日  

第44回 朔太郎忌 
コンサート＆シンポジウム 

Metamorphose 詩
か
ら 

音
楽
へ 

日  時   5月14日（土） 14：00～ 
会    場   ベイシア文化ホール（群馬県民会館） 
         小ホール【自由席】 
入場料  500円 
問合せ    朔太郎忌実行委員会 ℡027-235-8011 
                        （萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館内） 
 

メタモルフォーゼ 
 第1部 シンポジウム 
 第2部 コンサート 

「想いよ貴方へ届け」アコースティック弾き語り 

【情報政策課統計分析係】 
     027-898-6515（直通） 

平成２８年経済センサス－活動調査を実施します。 
   
  全事業所が対象となり、インターネット回答を推奨 
しています。ご理解・ご協力をお願いいたします。 
 

前橋で文化をたのしむ人のための 
施設利用応援サイト 

igoo（イグー）を 
ぜひご活用ください！ 

http://igoo.info/ 

ふるさと落語会 

2016 
いつも、詩がある。 

期間 5月14日（土）～29日（日） 

5月14日（土）から開催される詩のお祭りです。 
前橋中央通りアーケード街のショーウィンドウに 
日本各地から寄せられたたくさんの「緑（植物）」 
の写真や詩が飾られます。 
まちなかのさまざまな会場で、詩の朗読や作品展 
演奏会ワークショップなどが開かれます。 

詳細はまちなかに配布されているフライヤーを 
ご覧ください。 
 
【問合せ先】 茅部 relaxin.a@blue.plala.or.jp 
                                     090-8048-1664 

本館8階 大催事場 

初夏の全国うまいもの会 
 5月25日（水）～31日（火） 
  最終日 15：00閉場 

【開催中の展覧会】 

4/29（金）～5/29（日） 

郷土の自然を愛して 
宇津木伸一とゆかりの作家展 

mailto:relaxin.a@blue.plala.or.jp


５月 

10 火 
♪歌声喫茶 
（詳細は中面右上へ） 

11 水 
○関修一・小田部羊一名作アニメ作家版画展（～5/16（月）） 
（詳細は中面右中へ） 
 

12 木 
 
 

13 金 

○文学の過去と未来展（～5/29（日）） 
11：00～19：00 ギャラリーアートスープ 入場無料 
問：ギャラリーアートスープ 火・水曜日休館 
℡027-289-3422 

14 土 

○第16回 テルサ寄席 ふるさと落語会 
（詳細は中面右上へ） 
○担当学芸員によるＡｒｔＭｅｅｔ03石塚まこ/康（吉田）夏奈
ギャラリーツアー 
14：00～ アーツ前橋1階総合案内前 参加費：無料 
問：アーツ前橋  ℡027-230-1144 
♪第44回朔太郎忌コンサート＆シンポジウム 
詩から音楽へ（詳細は中面右中へ） 
○前橋ポエトリー・フェスティバル2016（～5/29（土）） 
（詳細は中面右上へ） 

15 日 
○担当学芸員による田中青坪展ギャラリーツアー 
14：00～15：00 アーツ前橋 要観覧券 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 

16 月 

○繁盛店にする飲食セミナー  
第2回 飲食・内容等について 
14：00～16：00 前橋市創業支援センター4階（セミナー
イベントホール） 参加費：500円 
問:前橋市創業センター ℡027-289-9666 

17 火 

♪民謡愛好会 
13：30～ フットワークステーション  
参加費：500円（ドリンク付） 
問：一般財団法人桑町会館 ℡027-231-9671 
○かようシネマ 上映作品 「にんじん」 
13：00～ シネマまえばし 入場無料 
○おや２シネマ 上映作品 「ぞくぞく村のオバケたち」 
15：00～ シネマまえばし 入場無料 
問：にぎわい商業課 ℡027-210-2273 

18 水 
 
 

19 木 

20 金 
 
 

21 土 
♪テルサロビーコンサート「想いよ貴方へ届け」 
（詳細は中面右上へ） 
 

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：0～1歳児と保護者 
問：前橋こども図書館 TEL：027-230-8833 
○前橋クラシックカーフェスティバル 
（詳細は表紙特集へ） 

23 月 

○繁盛店にする飲食セミナー 
第3回 店舗運営について 
14：00～16：00 前橋市創業支援センター4階（セミナー 
イベントホール） 参加費：500円 
問：前橋市創業センター ℡027-289-9666 

24 火 

○かようシネマ 上映作品 「にんじん」 
13：00～ シネマまえばし 入場無料 
○おや２シネマ 上映作品 「ぞくぞく村のオバケたち」 
15：00～ シネマまえばし 入場無料 
問：にぎわい商業課 ℡027-210-2273 

25 水 
○初夏の全国うまいもの会（～5/31（火）） 
（詳細は中面右中へ） 

26 木 
 
 

27 金 
○前橋詩篇 北爪満喜/広瀬大志（～6/19（日）） 
9：00～17：00 前橋文学館3階オープンギャラリー 
観覧無料 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 

28 土 

♪「デュオ ルクレール」 ロマンティックコンサート 
（詳細は中面右上へ） 
○落語を通じて考える男女共同参画 
16：00～17：30  前橋市総合福祉会館 2Ｆ多目的ホール 
講師：三遊亭 竜楽さん  
入場無料・先着200名（市内在住在勤の方)  
問：前橋市 市民部 生活課 男女共同参画センター 
℡027-898-6517 

29 日 

♪すてきな子どもたちによる弦楽アンサンブル“すみれ” 
演奏会 
開場13：30 開演14：00 前橋テルサ2階ホール 入場無料 
問：前橋西ロータリークラブ ℡027-288-0355 
 

30 月 

○繁盛店にする飲食セミナー 
第4回 飲食をはじめるにあたっての基本事項 
14：00～16：00 前橋市創業支援センター4階（セミナー
イベントホール） 参加費：500円 
問：前橋市創業センター ℡027-289-9666 

31 火 

○かようシネマ 上映作品 「可愛い配当」 
13：00～ シネマまえばし 入場無料 
○おや２シネマ 上映作品 「そらとぶねこざかな」 
15：00～ シネマまえばし 入場無料 
問：にぎわい商業課 ℡027-210-2273 

･･･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大坂冬の陣布陣図 真田丸と真田兄弟（～5/10（火）） 
②収蔵資料展（～6/19（日）） 
9：00～17：00（入館は16：30） 前橋文学館 観覧無料 
①3階オープンギャラリー②2階展示室 水曜休館日 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
①田中青坪 永遠のモダンボーイ（～5/17（火）） 
②Art Meets 03 石塚まこ／康（吉田）夏奈(～5/31（火）） 
11:00～19:00（入場は18:30まで） アーツ前橋 水曜休館 
観覧料：①一般500円、学生・65歳以上・団体（10名以上） 
300円、高校生以下無料 ②無料  
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
 


