
 今回は、「まちなかキャンパス夏休みキッズフェスタ2016」の関係者である商工会議所の関口さんへお話を伺いました。 
 「このイベントですが、今までも行われていたのですが？」 
◎「はい。昨年は金曜日と土曜日の2日間で開催して（今年は8月20日の土曜日1日開催）延べ人数ですが、約3,300人を
越える方に来ていただけました。県外からいらっしゃる方もいて、前橋プラザ元気21の駐車場がすべて埋まってしまうくらい盛
況でした」 
 「それはすごいですね。」 
◎「そうなんです。事前予約が必要ない催しでは行列ができてしまって、皆さんの熱意に圧倒されてしまいました。」 
 「事前予約が必要ない、というと、催しによっては事前予約が必要になるものもあると？」 
◎「その通りです。数が多いので、ここで詳しく申し上げることはできないのですが・・・。 
 チラシをご覧いただけると、受付や参加費、対象など具体的な情報が記載されています」 
 「確かに、チラシに記載があるものだけでも17の催しがありますね。ラジオづくり体験教室なんてのもありますね。 
 おや、スタンプラリーもあるんですね。」 
◎「はい、スタンプラリーは今年初めて行うものです。せっかくなので、前橋市の中心商店街も少し探検してもらおうと思って企 
 画しました。チラシに専用用紙がありますので、そこにスタンプをついてもらえればOKです。 
 4つ集めると、抽選で景品がプレゼントされますよ」 
 「うっほ、それは嬉しい!!最後に、締めの言葉をどうぞ!!!」 
◎「家族で学んで楽しめるキッズフェスタ。今年の夏休み最後の思い出に、とびっきりの体験が皆様をお待ちしています。 
 駐車場は混むことが予想されますので、市営パーク5番街や前橋中央駐車場など、近隣の駐車場もご利用ください」 

素敵な笑顔を振りまいて、関口さんは帰って行った。“キッズフェスタ”何とも楽しみなイベントじゃないか。 

 8/20（土） 
 会 場：前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21 他 
 ◆お問合せ◆ 
 前橋商工会議所 商業振興課 
   TEL:027-234-5109 

※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 
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       にぎわい商業課 
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今回の題字 

 Ｇスポーツ 平尾 真一さん 
■前橋市千代田町4-12-3 
 TEL：027-212-0333 
 ｵﾘｵﾝ通りにある、ｽｲｽ発のOn(ｵﾝ)と

いうﾌﾞﾗﾝﾄﾞのｼｭｰｽﾞ取扱い店です。世
界最軽量のｼｭｰｽﾞはｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝも 
  豊富で、一度履いたらやみつきに。  第106号 
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 8/20（土） 
 会 場：前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21 3F 
 ★お問合せ★ 
 前橋市市民活動支援ｾﾝﾀｰ 
  TEL:027-210-2196 

 “ｽﾎﾟｰﾂ吹矢の体験会”や“ｳｸﾚﾚ教室”など、多種多様にして様々な催しが開催されるこのｲﾍﾞﾝﾄ。 
その数、合わせて30以上!!（書ききれません） 
 詳細は、別に発行されていますA3の二つ折りチラシに載っていますので、そちらをご覧ください。 
 （前橋商工会議所のホームページからもダウンロードできます。URL http://www.maebashi-cci.or.jp/） 
 普段は体験できないようなことを体験できるのは、お子様の教育にも良いのではないでしょうか。 
                       ※二つのイベントは同日開催ですが、主催者が異なりますのでご注意ください。 

 また、開催時間や費用は、30以上ある催しでそれぞれ異なりますので、事前にご確認ください。 
有料となっているものもあります。 



9/2（金）                                   9/4（日） 
  「ROGUE」スペシャルトーク&ライブ                   前橋音楽の歳時記コンサート「群馬から未来へ」 
   OPEN18時30分 START19時 会場/前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ         OPEN13時 START13時30分 会場/煥乎堂ﾎｰﾙ 
   チケット 前売4,000円 当日4,500円（全席自由）           チケット 前売2,000円 当日2,500円 

9/3（土）                                     成田達輝ヴァイオリンリサイタル 

  ジャズの祭典                                 OPEN15時30分 START16時 会場/前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ 
   OPEN16時30分 START17時 会場/前橋ﾃﾙｻﾎｰﾙ         チケット 前売3,000円 当日3,500円 
   チケット 前売2,000円 当日2,500円                  ジュニア音楽演奏会 
  大人のピアノ演奏会                             開催時間 一部/10時～12時 二部/13時～15時 
   開催時間14時～16時 会場/広瀬川美術館 入場無料       会場/前橋ﾃﾙｻﾛﾋﾞｰ（1階） 入場無料 

７月２５日（月）～８月１５日（月） 

 
 

まちなかキャンパス ７月・８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  

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＞ 
※運動ができる服装 

参加費：無料 
中央公民館 506学習室 

7月25日（月）13：30～15：00 
まぼろしのﾗｼﾞｵ体操第3とは!? 
※飲み物、タオル持参 

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～ 
筆記用具・日頃長時間使う靴 

参加費：300円 
中央公民館 506学習室 

7月30日（土）14：00～15：00 
眉の書き方教室（基礎編） 

参加費：無料 
㈱鈴木ｽﾄｱ店内（中央通り） 

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 ｽ゙ 
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 

8月1日（月）13：30～15：00 
「姿勢から健康を語る」 

自分の体を知っていますか？ 
参加費：無料 

中央公民館 405スタジオ 

8月2日（火）10：00～11：30 
「遠野物語を読む」3 
―動物との交流― 

『遠野物語』を各自購入の上、持参 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

8月4日（木）10：00～12：00 
朗読教室Ⅰ 

参加費：200円（初回のみ） 
 
 

中央公民館 503学習室 

8月4日（木）13：30～15：00 
からだのふしぎ 講義と実技 
対象：小学生から中学生 

筆記用具を持参 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

8月5日（金）10：00～11：30 
永井荷風と中国文化 

 参加費：無料 
中央公民館 506学習室 

8月6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! 

農家のきゅうり（生）を食べよう 
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 

8月9日（火）13：30～15：00 
“年だからね～を考える” 

運動と加齢から 講義と実技 
※運動ができる服装 

参加費：無料 
中央公民館 507学習室 

8月12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 

8月15日（月）13：30～15：00 
ｲﾀﾘｱ女性医師 

「ﾏﾘｱ・ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ」からの忠告 
※ﾀｵﾙ、色鉛筆（ﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ）持参 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

7月31日（日）14：00～15：00 
眉の書き方教室（基礎編） 

参加費：無料 
㈱鈴木ｽﾄｱ店内（中央通り） 

8月1日（月）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 

中央公民館 408スタジオ 満員御礼 

8月9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29日（金）19：00～20：30 
ｷﾚｲな姿勢と歩き方を身につける 
美脚ウォーキングレッスン 

参加費：無料 
中央公民館 506学習室 

7月28日（木）10：00～12：00 
朗読教室Ⅱ-B 

対象：Ⅱのご案内を受けた方 
参加費：無料 

中央公民館 503学習室 

7月26日（火）10：00～11：30 
「遠野物語を読む」2 

―生老病死とあの世― 
『遠野物語』を各自購入の上、持参 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

満員御礼 満員御礼 



▼△▼「コレクション＋ 行為と痕跡」展△▼△          ◆◇◆「表現の森 協働としてのアート」展◇◆◇ 
   ―関連イベントー                                     

・小林達也「感覚を頼りに描いてみる」ｺﾗｰｼﾞｭ制作ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
8/11（木・祝）14時～16時 対象：小学生以上（定員15人） 
参加費：無料[要事前電話申し込み] 

・小林達也 オープンスタジオ 
8/14(日)、18(木)、19(金)、21(日)、25(木)、26(金) 
各日13時～18時  入場無料 
会場：竪町スタジオ（前橋市千代田町2-4-26）…ご注意ください 

・髙山陽介 木版画ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
8/13（土）14時～16時 対象：小学生以上（定員10人） 
参加費：無料[要事前電話申し込み] 

・学芸員によるギャラリーツアー 
8/6（土）、9/17（土） 各日14時～[申込不要] 
※両日とも14時50分より「表現の森」展ギャラリーツアーを開催 

・こどもアート探検 
8/20（土）14時～15時 対象：小学生以上 
参加費：無料［申込不要］                               

                                               ―関連イベントー 

                                        ・「表現の森 協働としてのアート」展 関連ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
                                           1日目：8/27（土）13時～18時 2日目：8/28（日）11時～17時 
                                           参加費：無料（要観覧券）定員：先着50名(事前申込) 

                                            ・PortB 連続フォーラム 
                                           7/30(土)、8/13(土)、9/3(土)各日15時～18時 地下ｷﾞｬﾗﾘｰ 
                                           参加費：無料（要観覧券）［申込不要］ 

                                                                         ・中島佑太による常夏ワークショップ 
                                           8/6（土）、9/10（土）各日13時～16時 地下ｷﾞｬﾗﾘｰ 
                                           参加費：無料（要観覧券）［申込不要］ 

                                     ・LDKﾂｰﾘｽﾄで行く南橘団地 常夏を嗅ぐﾂｱｰ 
                                           8/7（日）、8/21（日）各日15時～18時 
                                           会場：南橘公民館 会議室(前橋市日輪寺町158) 
                                           参加費：無料 
                                           申込方法：電話、FAXまたはｱｰﾂ前橋地下ｷﾞｬﾗﾘｰにて直接申込 

                                             ―関連ツアーー 

                                     ・シニアツアー 
                                           8/11(木・祝)14時～15時 定員：先着10人(事前申込) 
                                           対象：75歳以上の方とその付添人。認知症等障害をお持ちの方 
                                              もご参加いただけます。 

                                     ・学芸員によるギャラリーツアー 
                                           8/6（土）、9/17（土）14時50分～15時50分 
                                           参加費：無料（要観覧券）［申込不要］ 
                                           *両日とも14時より「ｺﾚｸｼｮﾝ＋」展ｷﾞｬﾗﾘｰﾂｱｰを開催 

                                     ・こどもアート探検 
                                           8/20（土）14時～15時 対象：小学生以下 無料［申込不要］ 

観覧無料 

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ベント検索・登録サイト 

http://www.igoo.info/ 

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） 

木田理沙&佐々木昌子 
親子のピアノデュオコンサート 

・開催日 8/28（日） 
・OPEN/13時30分～  START/14時～ 
・入場料：1,500円（全席自由・ドリンク付） 

お車でお越しの際、駐車場は「前橋城東ﾊﾟｰｸ」or 
「市営ﾊﾟｰｸ五番街」など外部駐車場のご利用をお願いします。 

前橋○○特区45DAYS 開催決定 

これはイベント告知です。 

 9/22（木・祝）～11/5（土）まで大小様々な規模・種類の 
イベントが開催されます。 
 すご～く分かりづらいネーミングで本当に申し訳ないの 
ですが、イベントそれ自体は楽しめるはず、はずですよ!!! 

 情報は随時更新されますので、以下のURLにアクセス 

http://ootokku.com/ 

◆催事情報◆ 
♪寺田史人ヴァイオリンリサイタル 
  ・8/19（金） 開場18時30分 開演19時～ 
  ・全席自由3,000円 
  ・問：新進芸術家を支援する会 027-233-2577 
     ■第8回若手落語家選手権 
     ・9/19（月・祝） 開場12時30分 開演13時～ 
     ・指定席前売3,000円 指定席当日3,500円 
       自由席前売2,700円 自由席当日3,200円 
     ・問：酔処やまたけ 090-6795-2866（竹内） 

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 

 
・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、夏休みｷｯｽﾞﾌｪｽﾀ2016開催のため無料 
*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 

観覧料 

～9/25 
開催期限 

～9/25 
開催期限 

←ｱｸｾｽ 

まえばしｱｰﾄｽｸｰﾙ計画 わたしのｱｰﾄｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ展 

・開催期間 7/26（火）～8/7（日） 
・開館時間 10時～17時（月曜日休館） 
・入場料：観覧料無料 
・問：群馬大学内「まえばしｱｰﾄｽｸｰﾙ計画」事務局 
・℡027-220-7353（平日9：00～16：00） 



７月 

25 月 

26 火 

 ○牛乳ﾊﾟｯｸで、ﾋﾞｯｸﾘ絵本を作ろう!! 
 2日連続参加が必須 
 10：00～12：00 中央公民館 411ｱﾄﾘｴ 
 先着36人（前橋こども図書館で受付） 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
 ○まえばしｱｰﾄｽｸｰﾙ計画（～8/7（日）） 
 わたしのｱｰﾄｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ展（詳細は中面右下へ） 

27 水 

 ○牛乳ﾊﾟｯｸで、ﾋﾞｯｸﾘ絵本を作ろう!! 
 2日連続参加が必須 
 10：00～12：00 中央公民館 411ｱﾄﾘｴ 
 先着36人（前橋こども図書館で受付） 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
 ○サンリオフェスティバル（～8月2日（火）） 
 10：00～19：00（最終日のみ15：00） 入場無料 
 問：前橋スズラン ℡027-233-1111 

28 木 

29 金 

 ♪The 4th Ekion 駅おん♪ 
 16：00～ 前橋駅北口広場 特設ブース 
 問：前橋の地域若者会議 事務局 ℡027-898-6510 
 ○前橋駅前ままマルシェ（～7/30（土）まで） 
 17：00～21：00 前橋駅前北口広場 
 問：㈱まえばしCITYエフエム ℡027-233-0845 

30 土 
 ○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 無料 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

31 日 

 ♪「ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄを作ってみよう」&「1日ﾌﾞﾗﾊﾞﾝDAY!」 
  10：30～ 煥乎堂前橋本店    13：00～15：00 
 1,080円（税込） 要事前申込 
 問：㈱煥乎堂 本店ﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾝﾀｰ ℡027-235-8120 
 ♪Espectaculo del Flamenco 
       ～日曜日のフラメンコ～ 
 昼の部12：00、夜の部17：00 @Bar Restaurante Hisa 
 5,000円（税別）・・・ｽﾍﾟｲﾝ料理ﾌﾙｺｰｽ付き・ﾄﾞﾘﾝｸ別 
 問：ﾌﾗﾒﾝｺﾍﾟｰﾆｬ“ｱﾃﾞﾗﾝﾃ” 
   E-mail penya.adelante@gmail.com 
 ○ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「ﾗﾎﾞﾝﾇと生活造形実験室」 
 14：00～16：00 先着30名 広瀬川美術館 無料 
 問：群馬大学内「まえばしｱｰﾄｽｸｰﾙ計画」事務局 
 ℡027-220-7353（平日9：00～16：00） 
 ○ﾛﾋﾞｰﾗｲﾌﾞvol.5ｻｳﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟsawako,SPAQLI 
 15：00～17：00 アーツ前橋交流スペース 
 問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 

８月 

1 月 

 ○元気21だんべえ踊り教室 
 19:30～21:00 元気21  407スタジオ 
 問：ハルナ眼鏡店 ℡027-231-6785 
 ○読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座【初級編】 
 10：00～12：00 中央公民館507学習室 
 先着30名（前橋こども図書館） 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

2 火 
♪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 

3 水 

 ○弁天ワッセ 
 10:00～17:00 弁天通り商店街 
♪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 
 問：弁天通り商店街振興組合 ℡027-231-6751 
 ○千代田町二丁目自治会主催 納涼祭 
 17：00～20：00 中央通りｱｰｹｰﾄﾞ ﾓﾓﾔ前 

4 木 

 ○時代の情感と人の愛を描く 
    大津英俊 版画展（～8/8（月）まで） 
 10：00～19：00（最終日17：00終了） 
 前橋ｽｽﾞﾗ ﾝ新館5階 特別催事場 
 問：前橋ｽｽﾞﾗﾝ ℡027-233-1111 

5 金 

6 土 

 ○「心にふれる手紙展」担当学芸員による展示説明会 
 14：00～14：30 前橋文学館2階展示室 
 観覧券をお買い求めの上、会場へ 
 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
 ○ぐんまｱｲﾃﾞｱｿﾝ・ﾊｯｶｿﾝ2016 1日目 
 10：00～18：00 まちなかｻﾛﾝ・前橋まちなか音楽館 
 参加費無料（要事前申込） 
 問：㈱ﾌﾞﾚｲﾝﾌｧｰﾑ ℡027-288-0222 
♪前橋ﾃﾙｻﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ「歌・ﾋﾟｱﾉと朗読のｺﾝｻｰﾄ」 
 12:30～13:00 前橋ﾃﾙｻ 1階ﾛﾋﾞｰ 入場料：無料 
 問：前橋テルサ ℡027-231-3211 

7 日 

 ○ぐんまｱｲﾃﾞｱｿﾝ・ﾊｯｶｿﾝ2016 2日目 
 10：00～18：00 まちなかｻﾛﾝ・前橋まちなか音楽館 
 参加費無料（要事前申込） 
 問：㈱ﾌﾞﾚｲﾝﾌｧｰﾑ ℡027-288-0222 
 ♪合唱団BORA 第1回定期演奏会 
 OPEN13：30～ START14：00～ 前橋テルサホール 
 入場料：無料 問：栗原ピアノ工房 ℡027-268-0465 
 ○表現の森 中島佑太ワークショップ 
 （詳細は中面右上へ） 

8 月 
 ○元気21だんべえ踊り教室 
 19:30～21:00 元気21  407スタジオ 
 問：ハルナ眼鏡店 ℡027-231-6785 

9 火 
 ♪歌声喫茶 
 14：00～ 前橋テルサ8階欅の間 
 問：桑町会館 ℡027-231-9671 

10 水 

11 木 

 ♪Childhood’s Dream（ｼﾞｬｽﾞｺﾝｻｰﾄ） 
 OPEN18：00 START18：30 前橋まちなか音楽館 
 前売3,000円（当日3,500円） 
 問：前橋まちなか音楽館 ℡027-289-0492 
 ○表現の森展 シニアツアー 
 （詳細は中面右上へ） 

12 金 

13 土 

14 日 

 ♪3M音楽祭 Trio ANFALIA 
 開場/13：30～ 開演/14：00～ 前橋テルサホール 
 一般3,000円 高校生以下1,500円 
 問：3M音楽祭 実行委員会 ℡080-4008-8612 

15 月 
 ○元気21だんべえ踊り教室 
 19:30～21:00 元気21  407スタジオ 
 問：ハルナ眼鏡店 ℡027-231-6785 

･･･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心にふれる手紙展（～9/22（木・祝）まで） 
9：00～17：00 2階展示室 休館日水曜日 
一般300円（常設展もご覧いただけます） 
高校生以下無料※9月3日は観覧無料となります。 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
②「コレクション＋ 行為と痕跡」展（～9/25（日）まで） 
③「表現の森 協働としてのアート」展（～9/25（日）まで） 
詳細は中面右上へ。問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 
URL：http://www.artsmaebashi.jp/ 
④前橋市立図書館ﾐﾆ展示「ｻｲﾝ色紙展」（～8/14（日）まで） 
⑤100周年記念講演会ﾌﾟﾚ展示「小原玲写真展」 
                         （～9/11（日）まで） 
休館日月曜日 無料 前橋市立図書館内 ℡027-224-4311 
④平日9：00-19：00 土・日・祝日10：00-17：00 
⑤平日9：00-17：00 土・日・祝日10：00-17：00 

mailto:penya.adelante@gmail.com
http://www.artsmaebashi.jp/

