
▼スヴェトラーナ・ザハーロワ＆ワディム・レーピン「パ・ド・ドゥ」 トランス=シベリア芸術祭 in Japan 2016▼ 
6月15日（水）開演19：00～ 会場：ベイシア文化ホール 大ホール 
チケットは全席有料S席、A席、B席、C席、D席（金額が違いますので、必ず事前にお問合せください） 
 
▼木村智明ピアノリサイタル▼ 6月16日（木）開演18：30～ 会場：前橋テルサホール 全席自由1,000円 
 
▼レオニード・グルチンとユリア・レヴドゥオ リサイタル▼ 
6月18日（土）開演13：00～  会場：前橋文学館3Fホール  入場無料（先着100名、要整理券） 
 
▼アウラ クラシック・ア・カペラ▼  
6月18日（土）開演15：00～  会場：前橋プラザ元気21 1Fロビー  入場無料 
 
▼アナ・ヴィドヴィチ ～クロアチアの至宝～ギターリサイタル▼ 
6月18日（土）開演17：30～  会場：前橋テルサホール  全席指定1,500円 
 
▼渋川ナタリ＆樺澤真悠子 ピアノとバレエで贈るコラボレーションリサイタル「ラ・シルフィード」▼ 
6月19日（日）開演15：00～  会場：大胡シャンテ  全席自由1,500円 

※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。 

発行者：前橋市産業経済部 
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〒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２５日 
※詳細は各お問合せへ 

今回の題字 
株式会社M・AI・M 笹部 慎さん 
■前橋市千代田町2-5-5 
 TEL:027-233-2390 
 前橋ﾃﾙｻﾋﾞﾙの1階に入っている
ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｻﾛﾝです。ﾃｰﾏ
は「大人の可愛らしさ」。きっと、あ
なたの特別な日に、素敵な彩りを
添えてくれるでしょう。 

第102号 

◆6月11日（土） 
 ＜まえばし紫陽花音楽会＞ 
 会場：前橋まちなか音楽館  開場時間16：00～ 
 チケット500円 問：027-289-0492（前橋まちなか音楽館） 
 
◆6月19日（日） 
 ＜まえばし紫陽花美人撮影会＞ 
 集合場所：文学館前朔太郎橋  集合時間10：00～ 
 参加費1,000円 問：027-232-2948（小林理髪店） 
 
◆6月2日（木）～7月4日（月） 
 ＜紫陽花アート展（入場無料）＞ 
 会場：ギャラリーアートスープ1階展示室（火曜・水曜定休） 
 時間11：00～19：00 問：027-289-3422（ギャラリーアートスープ） 
 
◆7月8日（金）～7月10日（日） 
 ＜前橋まちなか紫陽花写真コンテスト＞ 
 応募期間：6月20日（月）～7月5日（火） 
 展示会：7月8日（金）～7月10日（日） 
 展示会場：大竹煉瓦蔵 問：027-232-2948（小林理髪店） 

お問合せは前橋市民文化会館へ ℡027-221-4321 
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＜５月２５日（水）～６月１５日（水）＞ 

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  

まちなかキャンパス ５月･６月の講座 

TEL：027-231-3211（大代表） 

 
 

6月14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） 

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 
＜持ち物＞ 

筆記用具・日頃長時間使う靴 

中央公民館 506学習室 

5月27日（金）10:00～11:30 
いきいき健康体操 
参加費：無料 
＜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 

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）14:00～15:00 
折り紙で楽しもう 
参加費：50円 
桑町会館 

5月28日（土）14:00～15:00 
「デュオ ルクレール」 

ロマンティック・コンサート 
参加費：2,000円 

（全席自由、ドリンク付） 

シューベルトサロン 
（広瀬川美術館） 

6月1日（水）10:00～11:30 
正しい姿勢と歩き方・ﾃ゙ｭー ｸ更家 
直伝の健康ｳｫー ｷﾝｸ゙教室① 

参加費：無料 
3回コースの1回目 

中央公民館 407スタジオ 

6月2日（木）10:00～12:00 
朗読教室Ⅰ 

参加費：初回のみ200円 
中央公民館 503学習室 

満員御礼 

6月4日(土)ﾋﾟｯﾂｧ体験教室 
10：00～12：00 
14：00～16：00 

6月7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 

6月9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 

中央公民館 508学習室 

6月9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ｽﾀｼﾞｵ 

6月9日（木）14:00～15:30 
正しい姿勢と歩き方・ﾃ゙ｭー ｸ更家 
直伝の健康ｳｫー ｷﾝｸ゙教室② 

参加費：無料 
3回コースの2回目 

中央公民館 407スタジオ 

6月9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 

※前日からのキャンセルは 
参加費有り 

中央公民館 510学習室 

6月10日（金）15:00～15:30 
骨董の見方と古美術鑑定会 

参加費：無料 
※鑑定希望の方はお申し出ください。 

煥乎堂骨董舎 
（煥乎堂前橋本店3階） 

6月10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 

6月11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! 

新玉ねぎを丸ごと食べよう 
参加費：500円 

※前日からのキャンセルは 
参加費有り 
＜持ち物＞ 

筆記用具、ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾、
ｽﾘｯﾊﾟ 

中央公民館 
料理実習室・会食室 

6月13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 502学習室 

6月15日（水）14:00～15:30 
第2回いまからの「終活」 
エンディングノート 
参加費：200円 

（ノート持参の場合は無料） 
中央公民館 505学習室 

♪木村智明 ピアノリサイタル♪ 
開催日時：6/16(木)18:30 開演 チケット代：1,000円(全席指定) 

♪アナ・ヴィドヴィチ♪ 
～クロアチアの至宝～ギターリサイタル 
開催日時：6/18(土)17:30 開演 チケット代：1,500円(全席指定) 

満員御礼 

満員御礼 

6月12日（日）10:30～12:30 
悉皆（ｼｯｶｲ）って何？ 
きもの（絹）はエコ!! 
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 ゆたかﾋ゙ﾙ2F） 



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 

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 

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

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

http://igoo.info/ 

前橋で文化をたのしむ人のための 
施設利用応援サイト 

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 

igoo（イグー）を 
ぜひご活用ください！ 

演劇 
教育 
文学 
ファッション 

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 

 「デュオ ルクレール」 
          ロマンティック・コンサート 

   ・前橋詩篇 北爪満喜／広瀬大志 
    5月27日(金)～6月19日(日)9：00～17：00 
 会場：3階オープンギャラリー 観覧料：無料 

★初夏の全国うまいもの会★ 
 5月25日(水)～31日(火) 
 10:00～19:00(最終日15:00終了) 

 ﾆｯﾎﾟﾝの「旨い！」が 
 どーんと集結する至高の7日間! 

「前橋まちなか文化祭(通称：まちフェス)2016」 
                    でやってみたい企画を大募集しています。 
●応募期間：～2016年6月17日（金）17:00まで（必着） 
●実施期間：2016年10月28日（金）～30日（日） 
  ※申込み方法や詳細な情報は↓まで 
   ★ 前橋まちなか文化祭実行委員会 事務局(アーツ前橋内) ★ 
   ★ Tel027-230-1144  FAX027-232-2016         ★ 
   ★ E-mail artsmaebashi@city.maebashi.gunma.jp     ★ 
   ★ WEB   http://igoo.info/machifes/         ★ 

 今年もやってまいりました。 
 前橋のまちなかが華やかに彩られる4日間 
 ＜第66回前橋七夕まつり＞開催!! 
  【開催日】7月7日（木）～10日（日） 

●お問合せ先● 
 前橋七夕まつり実施委員会 
(商工会議所内) TEL027-234-5109 

 ♪5月28日（土） 
   13:30開場 14:00開演

 ♪入場料 
   2,000円（全席自由・ドリンク付） 

   ＜問合せ先＞ 
   ピアノプラザ群馬 ℡027-363-1262  

mailto:artsmaebashi@city.maebashi.gunma.jp
http://igoo.info/machifes/


7 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：前橋ステージコミッショナー ℡090-1843-1625 
 ♪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 

8 水 

 ○～シェイクスピアを楽しむ会～ 
 18：00～19：30 中央公民館 
 参加費：若干の経費をご負担いただきます。 
 問：前橋ﾕﾈｽｺ教会事務局 ℡027-210-2198 

9 木 

10 金 

11 土 
 ♪まえばし紫陽花音楽会 
 （詳細は特集記事へ） 

12 日 

 ○第5回オールまえばし にぎわい市 
 10：00～17：00 ﾔﾏﾀﾞｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｰﾑ前橋 入場料：無料 
 問：前橋周辺商店街連絡協議会 ℡027-234-5655 
 ○映画「ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ―Crossroads」上映会in前橋 
 ①11：00～ ②14：00～ ｼﾈﾏ前橋 ｼｱﾀｰ0 
 入場無料 申込不要 
 問：JICA群馬デスク ℡027-243-7271 

13 月 

14 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 

15 水 
 ♪ｽｳﾞｪﾄﾗｰﾅ・ｻﾞﾊｰﾛﾜ＆ﾜﾃﾞｨﾑ・ﾚｰﾋﾟﾝ 
  「ﾊﾟ・ﾄﾞ・ﾄﾞｩ」ﾄﾗﾝｽ=ｼﾍﾞﾘｱ芸術祭 in Japan 
 （詳細は特集記事へ） 

16 木 

 ♪木村智明ピアノリサイタル 
 （詳細は中面左上へ） 
 ♪小暮哲夫コンサート 
 開場17：30～ 開演18：00～ 前橋文学館 
 前売（ファンクラブ会員2,700円、一般3,000円） 
 当日3,500円  問：T.K.M ℡027-210-3172 

･･･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 

５月 

25 水 

 ○～シェイクスピアを楽しむ会～ 
 18：00～19：30 中央公民館 
 参加費：若干の経費をご負担いただきます。 
 問：前橋ﾕﾈｽｺ教会事務局 ℡027-210-2198 
 ○初夏の全国うまいもの会（～5/31） 
 10：00～19：00（最終日5/31は15:00閉場） 
 問：前橋スズラン ℡027-233-1111 

26 木 

27 金 

28 土 
 ♪「デュオ ルクレール」ロマンティックコンサート 
 （詳細は中面右下へ） 

29 日 

 ○アーツ前橋サポーター登録希望者説明会 
 13：30～16：00 アーツ前橋スタジオ（予定） 
 申込期限：～5/28（土）まで 
 問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 

30 月 

 ○繁盛店にする飲食セミナー 
 14：00～16：00  前橋市創業センター 4階 
 参加費500円  内容：飲食体験談 
 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：前橋ステージコミッショナー ℡090-1843-1625 

６月 

1 水 

 ○図書館ミニシアター「おくりびと」 
 10：00～12：00 前橋市立図書館 3階視聴覚室 
 先着50名（事前申込不要） 
 前橋市立図書館 ℡027-224-4311 

2 木 

 ○図書館ミニシアター「東京物語」 
 10：00～12：00 前橋市立図書館 3階視聴覚室 
 先着50名（事前申込不要） 
 前橋市立図書館 ℡027-224-4311 
 ○まえばし紫陽花ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 紫陽花ｱｰﾄ展 
 （詳細は特集記事へ）         （～7/4（月）まで） 

3 金 

 ○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 
 ♪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 
 ○図書館ミニシアター「そして父になる」 
 10：00～12：00 前橋市立図書館 3階視聴覚室 
 先着50名（事前申込不要） 
 前橋市立図書館 ℡027-224-4311 

4 土 

♪前橋テルサロビーコンサート 
  「Café Jazz Clarinet」 
 12:30～13:00 前橋テルサ 1階ロビー 
 出演者：塩原 直行 入場料：無料 
 問：前橋テルサ ℡027-231-3211 

5 日 

 ♪救世軍前橋小隊115周年記念コンサート  
  BRASS BAND CONCERT 
 14：00～ 救世軍前橋小隊 入場無料 
 問：救世軍前橋小隊 ℡027-231-9533 
 ○映画「ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ―Crossroads」上映会in前橋 
 ①11：00～ ②14：00～ ｼﾈﾏ前橋 ｼｱﾀｰ0 
 入場無料 申込不要 
 問：JICA群馬デスク ℡027-243-7271 

6 月 

 【開催中のイベント】 
 ①収蔵資料展（～6/19（日）） ※水曜日休館 
 9：00～17：00 前橋文学館2階展示室 観覧料：無料 
 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
 ②前橋ポエトリー・フェスティバル2016（～5/29（日）） 
 前橋中心市街地各所 観覧料：基本無料、一部有料あり 
 問：芽部（メブ） ℡090-8048-1664 
 ③『司修装丁画コレクション展』（～7/3（日）） 
 10：00～17：00 前橋市立図書館（本館） 2階展示室 
 ※月曜日、5/25（水）～5/31（火）の特別整理期間を除く 
 問：前橋市立図書館 ℡027-224-4311 
 ④ミニ展示『100年のあゆみ』（～6/12（日）） 
 9：00～19：00（平日）／10：00～17：00（土・日・祝日） 
 前橋市立図書館（本館） 1階ロビー 
 ※月曜日、5/25（水）～5/31（火）の特別整理期間を除く 
 問：前橋市立図書館 ℡027-224-4311 
 ⑤郷土の自然を愛して―宇津木伸一とゆかりの作家展 
                           （～5/29（日）） 
 10：00～17：00 広瀬川美術館 入館料：500円 月曜日休館 
 問：広瀬川美術館 ℡027-231-7825 
 ⑥Art 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：無料 
 問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
 ⑦前橋写真月間2016 Vol.0「山本 糾」展（～6/19（日）） 
 開催日：期間中の金曜日・土曜日・日曜日 13：00～21：00 


