
※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６月１０日 
※詳細は各お問合せへ 

今回の題字 

 ブティック 十一屋 今井さん 
■前橋市千代田町2-9-5 
 TEL：027-232-0510 

立川町通りにお店を構えて１５年にな
るブティックです。おしゃれな店構えに 
黒を基調とした洋服を取り揃えており 
   ます。ぜひご来店下さい。    
 
 
 
 
  

第103号 

前橋中心商店街にあらたなおすすめスポットが誕生しました。大人からお子様まで楽しむことができます 
ぜひまちなかへ遊びにきてください。 

1号館 『まちなかサロン』 

2号館 『前橋スズラン本館１階』 

3号館 『北海亭』 

前橋別館オープン 

前橋スズラン 

北海亭 

銀座通り 

中央 
イベント 
広場 

千
代
田
通
り 

まえばし 地域づくり交流フェスタ ２０１６ 
日時 平成２８年６月１９日 （日 ） 

            10:00～15：00 
会場 中央イベント広場 
    中央通りアーケード  

今年で10回目となる地域づくり交流フェスタは、市内23の地域づくり
協議会が趣向をこらしたアイデアで「みんなで楽しく地域づくり」を 
ＰＲします。ぜひご来場ください。 
 

見て 
地区の芸能 
  披露 
取組内容 
  展示 

楽しんで 

無料体験 
（一部有料 
あり） 

まちなかサロン 

味わって 
地域の 

「おいしい」を！ 
飲食は有料です 

問：前橋市市民部生活課地域づくり係 
  ℡ 027-898-6510 【直通】 

※雨天の場合は 
   内容が変更となります。 

立川町通り 

一
号
館 

二
号
館 

三
号
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ミ 見に来てね！！ 



６月１０日（金）～３０日（木） 

 
 

まちなかキャンパス ６月の講座 

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）」、リニューアル！ 
各種SNSと連携しやすくなりました。 
ぜひご活用ください。 

http://igoo.info/ 

①6月10日（金）15：00～15：30 
②6月26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） 

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 
四季の野菜とハーブの採れ 

たてを食べよう！ 
新玉ねぎを丸ごと食べよう 

参加費：500円 
（前日からｷｬﾝｾﾙ料有） 

中央公民館 料理実習室・会食室 

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ゆたかビル2階） 

6月13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 502学習室 

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 

 

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 

（ノート持参の場合無料） 
中央公民館 505学習室 

Ⅱ－Ａ 6月16日（木） 
Ⅱ－Ｂ 6月23日（木） 

10:00～12：00 
朗読教室 

参加費：初回のみ200円 
対象：Ⅰ教室に参加しⅡのご案内者の方 

中央公民館 503学習室 

6月16日（木）10：00～12：00 
エンディングノートを 
書いてみよう 

 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

6月16日（木）18：20～20：00 
Points of You（コーチングゲーム） 

を使ってコミュニケーション力
を向上させる 
参加費：無料 

中央公民館 507学習室 

6月17日（金）10：00～11：30 
正しい姿勢と歩き方・ 

デューク更家 
直伝の健康ウォーキング教室③ 

参加費：無料 
中央公民館 407スタジオ 

6月17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） 
 

6月18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 
中央公民館 508学習室 

6月18日（土）10：00～12：00 
教室をとびだした 
こども体験教室 

満員御礼 

6月18日（土）10：00～12：00 
けん玉で遊ぼう！ 

 
参加費：1,500円（ケン玉代） 
（ケン玉持参の場合は無料） 
中央公民館 401スタジオ 

6月18日（土）16：00～17：30 
マイクラPC版で遊ぼう！ 

 
参加費：700円 

（PCレンタル代Wifi・アカウント利用料） 

中央公民館 507学習室 
 

6月19日（日）10：30～13：00 
穀采果食のすすめ 
「寒天のおやつ」 
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 

6月20日（月）10：00～11：30 
いきいき健康体操 

 

満員御礼 

6月21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 

6月21日（火）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） 

6月24日（金）14：00～15：00 
折り紙で楽しもう 

 
参加費：50円 

フットワークステーション 
（中央通り） 

6月26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 

6月16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 

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 

小川加恵ピアノコンサート 
～19世紀のサロン文化とノクターン～ 

【まちなかキャンパス】 

市役所にぎわい商業課 
TEL：027-210-2273 

 日   時：6月19日（日） 14：00～15：00 
 入場料：1,500円（全席自由・ドリンク付） 
 

（３Ｆホール） 

TEL：027-231-3211 

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  

（前橋テルサホール２階） 

レオニード・グルチンとユリア・レヴドゥオ 
リサイタル 

 日時：6月18日（土） 13：00～ 
 入場無料（要整理券） 文学館にて配布中 

 

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） 

連続講演会 
「 」 

基礎講座４ 
『食とアート』 

 6月19日（日）  
   13：00～15：30 
 会場：アーツ前橋スタジオ 
 定員：先着50名 入場無料 

森岡 祥倫 
（東京造形大学教授） 

中山 晴奈 
（アーティスト 
NPO法人フードデザイナーズネット 
ワーク理事長） 

基礎講座5 
『福祉とアート』 

 7月16日（土）  
   13：00～16：00 
 会場：シネマまえばし 
 定員：先着100名 入場無料 

今中 博之＋三宅 優子 
（アトリエインカーブ） 

服部 正 
（甲南大学准教授） 

申込み方法 事前申込制 電話にて受付ます 

（前橋テルサロビーコンサート） 

ジャズ＆ボサノバコンサート 
 日時：6月18日（土） 12：30～13：00 
 入場無料 1Ｆロビー 
     出演 森村 恭一郎カルテット 

かようシネマ 

 日時：6月14日（火）・21日（火）    15：00～ 

  「うしろのせきのオチアイくん」 
 日時：6月28日（火）7月5日（火)  15：00～ 

  「トムとジェリー」 

日時：6月14日（火）・21日（火）   13：00～ 

  「雨の朝、巴里に死す」 
日時：6月28日（火）7月5日（火） 13：00～ 

  「汚れなき悪戯」 先着 
  各100名 

館内を完全に暗くしないので 
お子様でも安心です。 

先着 
  各50名 

おや２シネマ 

（３階オープンギャラリー）  6月19日（日）まで 入場無料 

    前橋詩篇 北爪満喜/広瀬大志 

（２階展示室）            6月19日（日）まで 入場無料 

収蔵資料展 

【前橋市Presentsクラシック・ウイーク】 

新収蔵作品展2016 
6月9日（木）～7月12日（火） 観覧無料 

平成25年度以降の新たな収集作品から彫刻家の池田政治さん 
三谷慎さん、人形作家の伊藤三枝さんの作品を展示します。 
過去に開催した「服の記憶」展から石内都さんの「絹の夢」 
シリーズや、小泉明郎さんの映像作品も展示します。 

学芸員によるギャラリーツアー 
  日          時：6月11日（土） 14：00～ 参加費無料 
   集合場所：アーツ前橋1階総合案内前 

池田政治ギャラリートーク 
  日   時：6月18日（土） 14：30～ 参加費無料 
  会     場：アーツ前橋交流スペース 

おしゃべりアートツアー 
  日     時：7月 2日（土） 14：00～ 参加費無料 
  会     場：アーツ前橋１階ギャラリー 
  対     象：高校生以上10名（事前申込み） 
 

 
 

【開催中の展覧会】 

   

    
   6月3日（金）～26日（日） 

  

【前橋市Presentsクラシック・ウィーク】 
 

木村 智明ピアノリサイタル 
 日時：6月16日（木） 18：30～ 
 料金：1,000円 全席自由 

アナ・ヴィドヴィチ ギターリサイタル 
日時：6月18日（土） 17：30～ 
料金：1,500円 全席指定 
     
    問：前橋市民文化会館 
       ℡：027-221-4321 



６月 

10 金 

11 土 

♪まえばし紫陽花音楽会 
開場16：00 開演16：30～ 前橋まちなか音楽館 
入場料：500円 
問：前橋まちなか音楽館 ℡027-289-0492 
○おはなしの会 
13：30～14：00 前橋こども図書館 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○前橋市男女共同参画週間パネル展（～6/19（日）） 
中央公民館3階ホワイエ 
問：前橋市男女共同参画センター ℡027-898-6517 

12 日 

○第5回オールまえばしにぎわい市 
10：00～17：00 ヤマダグリーンドーム前橋  入場無料 
問：前橋周辺商店街連絡協議会 ℡027-234-5655 
○映画「クロスロード－Crossroads」上映in前橋 
①11：00～②14：00～ シネマまえばし  入場無料 
問：JICA群馬デスク ℡027-243-7271 
 

13 月 
♪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 

14 火 
○かようシネマ・おや２シネマ 
（詳細は中面右中へ） 

15 水 

♪スヴェトラーナ・ザハーロワ＆ワディム・レーピン  
「パ・ト・トゥ」トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 
19：00～ベイシア文化ホール（県民会館） 大ホール 
入場料：Ｓ席10,000円 Ａ席8,000円 Ｂ席6,000円 Ｃ席4,000円 
Ｄ席2,000円 （学生：Ａ席4,000円 Ｂ席3,000円 Ｃ席2,000円） 
※未就学児は入場不可 
問：前橋市民文化会館 ℡027-221-4321 

16 木 
♪木村智明ピアノリサイタル 
（詳細は中面右中へ） 

17 金 
 
 

18 土 

♪レオニード・グルチンとユリア・レヴドゥオ   リサイタル 
(詳細は中面右下へ） 
♪アウラ クラシック・ア・カペラ 
15：00～ 前橋プラザ元気21 １Ｆロビー 入場無料 
問：前橋市民文化会館  
℡027-221-4321 
♪アナ・ヴィドヴィチ ギターリサイタル 
（詳細は中面右中へ） 
♪前橋テルサロビーコンサート 
ジャズ＆ボサノバコンサート 
（詳細は中面右中へ） 
○おはなしの会 
13：30～14：00 前橋こども図書館 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

19 日 

○まえばし紫陽花美人撮影会 
場所：文学館前朔太郎橋 10：00 集合 参加費：1,000円 
問：小林理髪店 ℡027-232-2948 
○群馬大学ｘアーツ前橋 まえばしアートスクール計画 
連続講演会 基礎講座４ 「食とアート」 
（詳細は中面右上へ） 
○まえばし地域づくり交流フェスタ 2016 
(詳細は表紙特集へ） 
♪小川加恵ピアノコンサート～19世紀のサロン文化と 
ノクターン～（詳細は中面右下へ） 

20 月 

21 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） 
○かようシネマ・おや２シネマ 
（詳細は中面右中へ） 

22 水 

23 木 

○相川のれんでワークショップ（コースター作り） 
①10：00～11：30 ②13：30～15：00  相川のれん 
参加費：1,800円 定員各会 8名 予約制 
問：相川のれん 相川℡090-9325-2425 

24 金 

○赤ちゃん絵本のおはなし会 
13：30～14：30 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 ℡027-230-8833 

25 土 

○おはなしの会 
13：30～14：00 前橋こども図書館  
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○平成28年度前橋市男女共同参画セミナー 
女性の仕事と子育て  講師 川上未映子さん（作家） 
13：30～15：00 前橋市総合福祉会館 2階多目的ホール 
受講料無料 対象者：一般市民500名（抽選） 往復はがき
で申込6/17（金）まで 
問：前橋市男女共同参画センター ℡027-898-6517（月～
金8：30～17：15） 

26 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  ℡027-230-8833 

27 月 

28 火 
○かようシネマ・おや２シネマ 
（詳細は中面右中へ） 

29 水 
 
 

30 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 

･･･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収蔵資料展（～6/19（日）） 
②前橋詩篇 北爪満喜/広瀬大志〈～6/19（日）） 
（詳細は中面右下へ） 
○まえばし紫陽花フェスティバル（～7/10（日）） 
その他詳細は、ポスター又はｆacebookページをご覧下さい。 
https：//www.facebook.com/maebashiajisai/ 
○新収蔵作品展2016（～7/12（火）） 
（詳細は中面右上へ） 
 

前橋こども図書館臨時休館 
6月13日（月）～17日（金） 

7月開催イベント 
第5回前橋合同学園祭 
  7月2日（土） 
第66回前橋七夕まつり 
  7月7日（木）～10日（日） 
 


