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今回の題字 

 HARU DE’ RINATA(ﾊﾙﾃﾞﾘﾅｰﾀ) 齋藤晴美さん 

 ■前橋市千代田町4丁目6-1 
 TEL：027-219-2066 
 千代田町4丁目の紺色の軒先が目印の 
 おしゃれなかばん屋さんです。 
 イタリア直輸入のバックや財布、国内有名 
   ブランドを多数取り揃えております。 
     
 
    
 
 
 
 
  

第105号 

今年は、萩原朔太郎生誕１３０周年をむかえます。そこで４月から前橋文学館の館長
に就任した萩原朔美さんにお話しを伺いました。 

萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち 

リーディングシアター 
「ラヴ・レターズ」 

 日     時：7月18日（月）祝日 
         14：00～16：00 
 出     演：中村ひろみさん・萩原朔美館長 
 開催場所：前橋文学館 ３階ホール 
         事前申込制 先着100名 入場無料 
 申込方法：7月8日（金）から前橋文学館へ電話申込 

問：前橋文学館 
   ℡027-235-8011 

 前橋文学館の館長に4月に就任されたばかりということですが、この前橋でやってみたいことを教
えていただけますか。 

 
  年齢に関係なく文字表現に出会うチャンスが少ないのではないかと思います。これから文学館 
  が中心となって、文学に親しむチャンス、文学と出会う場を積極的に作っていきたいと思って 
  おります。           
 
 萩原館長のおじい様は、詩人 萩原朔太郎さんお母様は小説家の萩原葉子さんということですが
子ども時代はどのようなお子様だったのですか。又文学に出会うきっかけを教えて下さい。 

 
  子どものころは文学は嫌いでした。本は、びっしりと本棚にあるのですが小説などはまったく 
  読もうとしませんでした。母親も子どもにあまりかかわらなかったので、野生児でした。 
  文学に出会うきっかけは、劇作家の寺山修司が主宰する劇団に入って小説を読むようになって 
  からです。 
  そこで自分も、言葉から影響を受けて自分の生き方なり心が動くということを実感して、文学の 
  の魅力を知りました。 

『心にふれる手紙展」 

会   期：7月16日（土）～9月22日（木）  
          水曜日休館 
場   所：２階展示室 
観覧時間：9：00～17：00 
観  覧  料：一般300円、高校生以下無料 

 （7/16（土）・7/18（月）・9/3（土）は無料） 
 

朔太郎が出した手紙や朔太郎宛の手紙を展示して 
おります。手紙の大切さを感じてください。 

演劇プロデュースとろんぷ・るいゆ・中村ひろみさんと 
萩原朔美館長による、A・R・ガーニー作「ラヴ・レターズ」 
のリーディングシアター 

萩原朔太郎生誕130周年記念 
イベント予定 

 心の郷愁を撮りたい～100年間の定点観測 
  朔太郎・朔美写真展 
   9月3日（土）～10月30日（日） 
 朔太郎と江戸川乱歩（仮称） 
  10月1日（土）～12月18日（日） 
 萩原朔太郎賞受賞式・朔太郎音楽祭2016 
  10月16日（日） 
 

 読者の方へメッセージをお願いします。 
   
  前橋文学館は、入りにくいというイメージですが、 
  前橋文学館は、建物の事ではなくではなく出来事 
  だと思います。 様々な出来事をこれから考えていき 
  ます。ぜひ出来事としての前橋文学館にふれあって 
  いただければと思っております。 
   

担当学芸員による展示説明会 

 日    時：7月23日（土）・8月6日（土）9月10日（土） 
                    14：00～14：30 
 申し込み：当日会場へ直接 

祝 



７月１０日（日）～３１日（日） 

 
 

まちなかキャンパス ７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  

①7月10日（日）15：30～16：00 
②7月29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） 

7月11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 506学習室 

7月12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  

7月12日（火）10：30～12：00 
自然栽培ってなあに？ 

 
参加費：1,080円 
サンデールーム2階 

イベントスペース（千代田町5-4-2） 

7月14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 

7月12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 

7月13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 
まちなかサロン（中央通り） 

 7月14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 509学習室       

7月15日（金）10：00～11：30 
いきいき健康体操 

満員御礼 

7月15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） 

7月16日（土）10：00～12：00 
けん玉で遊ぼう！ 

 
参加費：ケン玉持参の場合は無料 

（ケン玉代1,500円） 
中央公民館 401スタジオ 

7月16日（土）10：00～11：30 
小学校から始めるプログラミング 

 

7月16日（土）10：30～11：50 
身近な心理学 

～コミュﾆケーション編～ 
 

参加費：無料 
中央公民館 506学習室 

7月16日（土）16：00～17：30 
マイクラPC版で遊ぼう！ 

 
  

参加費：700円 
中央公民館 501学習室 

①7月19日（火）②26日（火） 
10：00～11：30 

「遠野物語を読む」 
①山人と神の世界 
②生老病死とあの世 

①②中央公民館 505学習室 

7月19日（火）10：00～12：00 
相続まるわかり講座・その４ 
今までの復習・事例・ 
生命保険の契約法等 

参加費：無料 
中央公民館 506学習室 

7月19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） 

7月20日（水）14：00～15：00 
高齢化社会 楽しく生活しよう① 

 
参加費：無料 

中央公民館 501・502学習室 

7月20日（水）14：00～15：30 
遺言と成年後見について 

 
参加費：無料 

中央公民館 503学習室 

7月20日（水）15：30～17：00 
声力講座 

「腹式呼吸によるダイエット」 
参加費：無料 

中央公民館 401スタジオ 
 

7月21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 
中央公民館 510学習室 

A:7月21日（木）10：00～12：00 
B:7月28日（木）10：00～12：00 

朗読教室Ⅱ 
参加費：初回のみ200円 

対象：Ⅱのご案内を受けた方 
中央公民館 503学習室 

7月21日（木）18：00～20：00 
世界のコマーシャルビデオを使って 
異文化コミュニケーションを学ぶ 

 
参加費：無料 

中央公民館 507学習室 

7月22日（金）14：00～15：00 
折り紙で楽しもう 

 
参加費：50円 

まちなかサロン（中央通り） 

7月23日（土）10：00～12：30 
親子パン教室 

満員御礼 

7月24日（日）10：00～12：30 
四季の野菜とハーブの採れたて 

を食べよう！ 
朝採りとうもろこしを食べよう！ 
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 

7月24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 

7月25日（月）10：00～11：30 

高齢者が楽しく学ぶ「レクレーション」
＜記憶力を高めます＞ 

 
参加費：無料 

中央公民館 506学習室 

7月25日（月）13：30～15：00 
まぼろしのラジオ体操第3とは！？ 

 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 
 

7月25日（月）15：00～16：30 
貧困問題について考える 

 
参加費：無料 

中央公民館 506学習室 

7月26日（火）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 
持ち物：筆記用具・日頃長時間使う靴 

7月27日（水）14：00～15：30 
第3回いまからの「終活」 

相続と争族 
 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

7月29日（金）13：30～14：30 
前橋財務事務所公開講座シリーズ 
その⑪～くらしに役立つ国有財産～ 

 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

①7月30日（土）②31日（日） 
14：00～15：00 

眉の書き方教室（基礎編） 

満員御礼 

満員御礼 

①・②満員御礼 



市役所にぎわい商業課 
TEL：027-210-2273 

 
 

100回を記念して、これまでに出演した演奏者による 
    ガラコンサートを開催。終演後には演奏者交えての 
    ティーパーティーも開催。 
 
    ★日 時：7月23日（土） 14：00～16：00  
    ★入場料：1,000円 （全席自由・ティーパーティー付） 
    ★定  員：30名 
 
【まちなかキャンパス】 

前橋で人形劇の活動をしている元気な人たちが集います。 
どなたでも入場無料でご覧いただけます。 
ぜひ生の舞台を観に来て下さい！！ 

 
 午前の部 
  10：00～オープニング 
       （実行委員による人形劇＆唄） 

  10：10～市長さんのおはなし 
        教育長さんのおなはし 
  10：20～やまねこ座－人形劇工房－ 
       （ポンたろ コンこ） 

  10：35～駒形よみきかせの会 
       （まんまるパン） 

  10：50～わたげの会 
                    （ぶす） 
  11：10～やまねこ座人形劇教室 
       （ものまねポンチャン、うそつきこんちゃん） 

 
 午後の部 
  13：00～オープニング 
       （実行委員による人形劇＆唄） 
  13：10～やまねこ座－人形劇工房－ 
       （ポンたろ コンこ） 

  13：25～おはなしの会こもこ 
       （ヘンゼルとグレーテル） 

  13：45～たこさんのおはなしや 
                    （ぞうのはなはなぜながい？） 
  14：00～人形劇ユニットにゃお 
       （ゆずり葉） 

     ※出演者の都合により、演目時間等が変更と 
          なる場合があります。 問：前橋こども図書館 

         ℡027-230-8833 

夏のこどもフェスティバルおはなし会 
日時：7月16日（土） 11：00～ 
             前橋こども図書館 おはなしひろば      
牛乳パックでビックリ絵本をつくろう！＜参加者募集＞ 
日時：7月26日（火）・27日（水） 10：00～12：00 
      中央公民館 411アトリエ 
定員：小学生親子36人（先着順） 2日間参加できる方 
 
夏の昔話・民話のおはなし 
日時：8月13日（土） 11：00～ 
      前橋こども図書館 ねころびコーナ 

    ★7月12日（火）・19日（火） ★  

    『黄昏』   
             13：00～ 先着各 100名 
     『イソップ物語』 
             15：00～ 先着各 50名 

8月の上映はお休みさせていただきます。 
次回は、9月13日（火）からの上映となります。 

展覧会 

    会   期：7月22日（金）～9月25日（日） 
    観覧料：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 
    ※1枚の観覧券で会期中3回まで入場可 
      ※8月20日（土）は、夏休みキッズフェスタ2016開催の為 
         無料 
    ※また以下の方は無料でご入場いただけます。 
    ①障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名 
    ②雇用保険受給資格者証をお持ちの方で求職中の方 
    ③児童扶養手当証書をお持ちの方 
    ④要介護（支援）認定有効期限内の介護保険被保険者    
                   証をお持ちの方 
    ⑤難民認定証明書をお持ちの方 
    ⑥生活保護受給票をお持ちの方 
          ⑦教員 
    ⑧福祉施設に勤務されている方 
        ⑨美術・医療・福祉・教育を専門に学ぶ大学生と専門学校生 

会   期：7月22日（金）～9月25日（日） 
観覧料：無料 

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：027-231-7825 月曜休館 
開館時間：10：00～17：00 

展覧会 

収蔵作品とともに地域ゆかり作家の作品を 
展示します。 

入場 
無料 



21 木 

22 金 
①表現の森 協働としてのアート（～9/25（日）） 
②コレクション＋行為と痕跡（～9/25（日）） 
（①・②詳細は中面右下へ） 

23 土 

○文章の書き方入門講座「言葉を楽しむエッセイ講座」 
14：00～15：30 前橋文学館 （満員御礼） 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
○「心にふれる手紙展」担当学芸員による展示説明会 
（詳細は表紙特集へ） 
♪100回記念ガラコンサート 
（詳細は中面右下へ） 
○ノマド市 
14：00～18：00 中央イベント広場 入場無料 

24 日 
○相川のれん珈琲店 
10:00～17:00 相川のれん（千代田町5-19-10） 
一日限定の珈琲店 問：090-9325-2425 

25 月 
○元気21だんべえ踊り教室 
19：30～21：00 前橋プラザ元気21 4階  
407スタジオ 問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

26 火 
○牛乳パックでビックリ絵本をつくろう！ 
（詳細は中面右中へ） 

27 水 

28 木 

29 金 

○Mサポセミナー「NPOの自立と社会的起業」 
18：30～20：00 市民活動支援センター（前橋プラザ元気21内） 
参加費：無料 （事前申込制 7/23（土）まで） 
問：前橋市市民活動支援センター ℡027-210-2196 
 

30 土 

31 日 

①トランペットを作ってみよう！ 
10：30～ 煥乎堂4階楽器売場 参加費：1,080円（キット代） 
先着25名（予約優先） 
②1日ブラバンDAY! 
13:00～15：00 煥乎堂5階ホール 参加費：1,080円 
対象：管楽器演奏に経験のある方 
※楽器レンタルには別途540円かかります。 
①・②問：本店ミュージックセンター（煥乎堂5階） 
℡027-235-8120 

７月 

10 日 

○第66回前橋七夕まつり 
○相川のれんでワークショップ（コースター作り） 
①10：00～11：30②13：30～15：00③16：00～17：30 
相川のれん 各回8名 予約制 参加費：1,800円 
問：相川のれん 相川℡090-9325-2425 

11 月 
○元気21だんべえ踊り教室 
19：30～21：00 前橋プラザ元気21 4階 
407スタジオ 問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

12 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・おや2シネマ 
（詳細は中面右中へ） 
○7月経営セミナー/企業家経験談 
19：00～21：00（開場18：30）前橋市創業センター4階セミナー
ホール（千代田町二丁目）  先着30名 参加費：500円 
対象：起業を検討している人や起業 5年未満の人 
問：社）前橋企業支援センター ℡027-289-9666 

13 水 
 
 

14 木 

○群像マリオネッタ 
11:00～19：00 ギャラリーアートスープ（前橋本町2丁目） 
火・水曜日定休日 入場無料 
問：ギャラリーアートスープ ℡027-289-3422 

15 金 

○市民の茶席 
10：00～15：00（14：30までに会場にお越しください） 
前橋中央公民館（前橋プラザ元気21 3階） 
参加費：一席300円（お菓子付）小学生200円 
問：前橋中央公民館 ℡027-210-2199 

16 土 

○文章の書き方入門講座「言葉を楽しむエッセイ講座」 
14：00～15：30 前橋文学館 （満員御礼） 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
○夏のこどもフェスティバルおはなし会 
（詳細は中面右中へ） 
○「心にふれる手紙展」（～9/22（木）） 
（詳細は表紙特集へ） 
○まえばしアートスクール計画 「福祉とアート」講演会 
13：00～16：00 シネマまえばし 先着100名（事前申込制） 
１.今中博之＋三宅優子 ２.服部 正 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
♪第300回前橋テルサロビーコンサート 
中島みゆき＆星野富弘の詩に心寄せて 
12：30～13：00 前橋テルサ1Fロビー 入場無料 
問：前橋テルサ ℡027-231-3211 

17 日 

○第6回まえばし人形劇フェスタ2016 
（詳細は中面右上へ） 
○サマーフェスタ2016才艶健美～SAI・SYOKU・KEN・BI～ 
11：00～17：00 前橋プラザ元気21 1階 にぎわいホール 
入場無料 問：さろん ど ぽんど ℡027-286-6568 

18 月 

○リーディングシアター「ラヴ・レターズ」 
（詳細は表紙特集へ） 
○第3回井上武士音楽祭合唱コンクール 
13：00開場 13：30開演 前橋テルサ2Fホール  
全席自由席 入場無料（入場制限する場合もございます） 

問：「井上武士音楽祭推進協議会」事務局 前橋テルサ内 
℡027-231-3211 
○元気21だんべえ踊り教室 
19：30～21：00  前橋プラザ元気21 4階405スタジオ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785  

19 火 
○かようシネマ・おや2シネマ 
（詳細は中面右中へ） 
 

20 水 
 
 
 

･･･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】 
○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日（火）） 
11：00～19：00（入場は18：30まで） 観覧無料 休館日水曜日 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
○前橋七夕まつり児童絵画展（～7/12（火）） 
10：00～19：00（最終日17：00終了） 
前橋スズラン本館・新館連絡通路 ℡027-233-1111 
○atelier703小暮直巳 
 「相川のれんの色から生まれた小さな絵画展」 
開催日：7/10（日）、16日（土）17日（日）18日（月）24日（日） 
13：00～18：00 相川のれん（前橋市千代田町5-19-10）  
問：相川のれん  相川℡090-9325-2425 

前橋プラザ元気21証明サービスコーナー 
休止のお知らせ 

7月17日（日）終日休止 


