
 13：00～ 
  キッズ体験ステージ 
 11：00～12：30 
  アーティストライブ 
  【出演者】 
     いわしピクニック 
     力山哲也・あいみ 
 

※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１０月７日 
※詳細は各お問合せへ 

今回の題字 

 中村たばこ店  中村さん 
 ■前橋市千代田町4-3 
 千代田通りにあるたばこ屋さんです。 
 国産たばこをはじめ輸入たばこや葉巻など 
 様々な銘柄のたばこを取扱いしております。 
  
 
    
 
 
 
 
  

10月14・15・16日 

【金】 【土】 【日】 

昨年、初開催されたこちらのイベントはどのような 

思いで実施されましたか。そして今年の意気込み
を教えて下さい。 

10/14 
（金） 開催時間 

11：00～16：00 

10/15 
（土） 開催時間 

11：00～20：00 

家族でみんなで参加出来る 
イベント 

サッカーやアメフト体験もできます！ 
 
 11：00～ 
  親子で体験、ワークショップ大集合 
 17：00～18：00 
  アーティストライブ 
  【出演者】 
     いわしピクニック 
     力山哲也・あいみ 
 18：00～ 
  キッズスタイルコレクション 
 

ベビー、マタニティーをテーマに 
未就学児のお子さんを持つママが
楽しめるイベント 

10/16 
（日） 開催時間 

11：00～16：00 

子ども達の「自己実現」をテーマ 
に「キッズ体験ステージ」で様々 
なジャンルのダンスを無料で体験 
できます ベビー＆キッズ体験イベント、ステージ

など 
 11：00～ 
  ベビー・ママ向け 
  ワークショップ＆体験 
 11：00～14：00 
  成長記録を残す手形＆足型 
  体重測定 
 11：00～11：30 
  ジャザサイズ デモストレーション 
 11：30～ 
  楽歩堂シューフィッター 

  山中奈津子 講演 
  ファーストシューズの選び方 
 12：00～12：30 
  ベビーダンス体験 
☆0歳～1歳までのお子様を持つママさん 
  限定企画! 
  「手形足型スクラップブッキングを作ろう」  

  先着100名様限定  参加費：100円 

読者の方へメッセージを 
お願いします。 

【開催場所】 

今年の前橋スマイルキャンパス2016 
実行委員で一生懸命考えて企画しました。 
ぜひ多くの皆様に知っていただき遊びに 
来ていただければと思います。 
 

昨年も開催されたイベントを、今年は中央イベント広場で開催いたします。今回は、
「子どもたちの自己表現、自己実現」をテーマとし、前橋市の未来の絵を描いてもら
い、１枚のシンボリックアートを作成いたします。 

また会場では、ワークショップ＆体験、クラフト販売、飲食ブースなど様々な内容が
楽しめます。 
そこで今回イベントを主催されている実行委員の方にお話しを聞きました。 

主催・問 スマイルキャンパス実行委員会 
       代表 実行委員長 大川 渉 
                  電話：080-4070-5557 
      （10：00～19：00 月曜日除く） 
ホームページ → （http://smile-cp.com/） 
最新情報はホームページ又はフェイスブックでチェック！ 

タイトルにもあるように地域の皆様の笑顔を集めて 
いこうという思いのイベントです。昨年、来場者数 
目標1万人を掲げ達成することができました。今年も 
1万のスマイルを集められるようがんばっていきたいと 
思います。 

第111号 

http://smile-cp.com/
http://smile-cp.com/
http://smile-cp.com/


１０月１０日（月）～３１日（月） 

 
 

まちなかキャンパス １０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  

10月11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 

      

10月13日（木） 
①18：30～19：15 
②19：45～21：00 
リセットストレッチ 
参加費：300円 

中央公民館 第1・2和室            

10月11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） 

10月11日（火）10：30～11：30 
けん玉で遊ぼう！ 
～シニアのための 
平日ゆったりコース～ 
参加費：けん玉代1,500円 
（けん玉持参の場合は無料） 

まちなかサロン（中央通り） 

10月12日（水）10：00～13：00 

四季の野菜とハーブの採れたてを
食べよう！生芋こんにゃくづくり 

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 

10月12日（水）14：00～15：30 
第6回いまからの「終活」 
終末医療を考える 
参加費：無料 

中央公民館 504学習室 

10月13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 

まちなかサロン（中央通り） 

10月13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 

10月13日（木）14：00～15：30 
細胞はなぜ老化するのか？ 

参加費：無料 
 

中央公民館 501・502学習室 

10月13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 508学習室 

10月14日（金）10：00～11：15 
いきいき健康体操 
参加費：200円 

 
中央公民館 第1・2和室 

10月14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 

10月15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 

       初参加の方のみ 
中央公民館 508学習室 

10月15日（土）10：00～ 
知ろう！触れよう！遊ぼう！ 

今ドキのけん玉！ 
参加費：けん玉持参の場合は無料 

（けん玉代1,500円） 

前橋プラザ元気21 1F 
   にぎわいホール    

10月17日（月）14：00～15：30 
100歳までの健康！！ 

～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 

10月21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） 

10月23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） 

10月23日（日）14：00～16：00 
アートで脳活！ 
臨床美術講座 
参加費：1,000円 

（申込は21日（金）正午まで） 

前橋プラザ元気21 ３F 
市民活動支援センター会議室 

10月26日（水）10：30～12：30 
きものクリニック 

～きもの（絹）はエコ！！～② 
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 2階） 

10月26日（水）14：00～15：00 
高齢化社会 楽しく生活しよう② 
～美味しく食べられてますか？～ 

参加費：無料 
 

中央公民館 501・502学習室 

10月27日（木）10：00～12：00 
朗読教室Ⅱ－B 

参加費：200円（初回のみ） 
 対象：Ⅰに参加し、Ⅱのご案内を 

      受けた方      

 
中央公民館 503学習室 

 

10月27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 508学習室 
 

10月28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） 

 

10月28日（金） 
（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 511学習室 

10月28日（金）13：30～14：30 
前橋財務事務所 

公開講座シリーズその⑭ 
～どうなる日本の財政！？～ 

参加費：無料 
中央公民館 506学習室 

10月28日（金）14：00～15：00 
折り紙で楽しもう 
参加費：50円 

 
桑町会館 3F 

10月31日（月）14：00～15：30 
脳とストレス 
参加費：無料 

 
中央公民館 506学習室 

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/ 

10月15日（土）14：00～15：00 
山本セーラソロ＆ブルーローズ 

デュオコンサート 
参加費：1,500円 

（全席自由席・ドリンク付） 

シューベルトサロン前橋 
（広瀬川美術館） 



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

TEL：027-235-8011 休館日：水曜日 
開館時間 9：00～17：00（入館は16：30まで） 

11月4日【金】～6日【日】 の

専門店の店主が講師になって特別な講座を開催いたします。
講座は【全２０講座】その道のプロが技術や知識を特別に教
えます。 
受講料は無料です。（材料費やお茶代等が必要な講座も有） 

詳細は、まちなかに配布されているパンフレットをご覧くださ
い。 

受講 
受付中 

企画に関する問い合わせ：前橋中央通り商店街組合 大橋さん  
                 ℡027-231-4089（鈴木ストア内） 

                       10:00～18：40（水曜日定休） 

2016 

萩原朔太郎生誕130周年 
～マンドリンのまち前橋～ 

【開催の経緯】 
2006年（平成18年）は前橋市が生んだ詩人、萩原朔太郎の生誕120年でした。

朔太郎は自分でもマンドリン用の曲を作曲するなど、とてもマンドリンを愛して
いました。そこで、朔太郎とマンドリン音楽の融和を図りマンドリンを前橋市の 
文化として定着させることなどを目指して「前橋マンドリンフェスタ2006」を開催
しました。 
2007年（平成19年）以降は、名称を「～マンドリンのまち前橋～朔太郎音楽祭」
とし、さらなる「マンドリンのまち前橋」の発展を目指して開催しています。 
入場無料です。ぜひみなさんでマンドリンの演奏をお楽しみください。 

 日時：10月16日（日） 14：00開演 
 会場：前橋テルサホール 
 

【マンドリンオーケストラ出演者】 
 青山 忠（音楽監督・指揮） 
 群馬県立前橋高等学校 
            ギター・マンドリン部 
 群馬県立前橋女子高等学校 
            ギター・マンドリン部 
 群馬マンドリン楽団 
 前橋マンドリン楽団 
 ラバース・マンドリンクラブ 

入場 
無料 

マンドリンオーケストラ演奏会 

第２４回 萩原朔太郎賞贈呈式・記念イベント 
10月16日（日） 前橋テルサ8階 けやきの間 
【贈呈式】 11：00～11：30 受賞者 日和聡子さん 
【受賞記念イベント】 
      ①マンドリン演奏  11：40～11：55 
      ②受賞者のお話   12：00～12：20 
 

先着80名 10/1より受付中 
申し込みはお電話、ＦＡＸ、又はeメール（住所・氏名・電話番号 
「贈呈式参加希望」明記）で申込みください。 
e-mail : bungakukan@city.maebashi.gunma.jp  

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） 

前橋ひかりの45ＤＡＹＳ 

期間：9月22日（木・祝）～11月5日（土） 
時間：18：00～22：00 比刀根橋周辺及び朔太郎橋周辺 

広瀬川河畔をライトアップしております。生誕130年を 
迎える萩原朔太郎の詩から連想した光で、水面に垂れ 
下がる柳を光で彩ります。 

《たてもののおしばい》2016version 
期間：10月28日（金）～11月5日（土） 
時間：18：00～21：00 
場所：アーツ前橋外壁 

10/4（火）まではアーツ前橋の壁面をカラフルにライトアップ 
しております。ぜひおでかけください。 

《たてもののおしばい》は、建物が 
人格をもち、物語を語るという 
髙橋匡太の作品です。毎夜語り 
かけるアーツ前橋の外壁にご注目ください。 
 

LEDライトにかぶせる果実袋にオリジナルの笑顔を 
描いて、みんなで木に「ひかりの実」を飾ります。 

ワークショップ「ひかりの実を一緒に作ろう！」 

日時：10月28日（金）16：00～19：00 
会場：アーツ前橋 交流スペース 
料金：無料（申込不要） 

 私たちは食べものでできている 

 会  期：10月21日（金）～平成29年1月17日（火） 
 観覧料：一般600円 学生・65歳以上・団体400円 
        高校生以下無料        （10名以上） 

～ぐんまの作家4人による～ 

 会  期：10/1（土）～30日（日） 
 入館料：500円 

【展覧会】 



 
１０月 

10 月 

♪LIVE＆体験DAY  おと祭り   ジェットストリーム特集 
開場13：00 開演13：30 煥乎堂5Ｆホール 入場無料（要整理券） 
問：煥乎堂本店ミュージックセンター ℡027-235-8120 
○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403スタジオ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

11 火 

① かようシネマ 上映映画 「陽のあたる場所」 
11：00～ シネマまえばし 入場無料 
② おや2シネマ 上映映画 「一休さん  ほか２話」 
14：00～ シネマまえばし 入場無料 
①・② 問：にぎわい商業課 ℡027-210-2273 
   まち映画DAYS    シネマまえばし 

12 水 

13 木 

  スクリーンは隣の壁  中央イベント広場 ・ロブソンコーヒーアーツ前橋 
○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 
♪～マンドリンのまち前橋～朔太郎音楽祭2016 
マンドリンオーケストラ演奏会 
14：00～ 前橋テルサホール 
問：朔太郎音楽祭実行委員会事務局（前橋文学館内） 
℡027-235-80011 
♪マンドリンコンサート 
14：45～ 前橋プラザ元気21 １階にぎわいホール 
主催：学校法人 有坂中央学園  

14 金 
      映画 ×ワークショップDAYS   シネマまえばし 
      スマイルDAYS    前橋スマイルキャンパス2016（～10/16日（日）） 
（詳細は表紙特集へ） 

15 土 

 ♪ 山本セーラソロ＆ブルーローズデュオコンサート 
開場13：30 開演14：00 入場料：1,500円（全自由席・ドリンク付） 
問：ピアノプラザ群馬高崎本店 ℡027-363-1262 
          けん玉DAYS     前橋プラザ元気21 １Ｆにぎわいホール 
       超エコDAYS      中央イベント広場 
       レモンサワーDAYS    マエバシワークス 
  バスケット3on3DAYS  にこにこパーキング 
♪第305回 前橋テルサロビーコンサート 
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 
①おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
②ブ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 
 対象：ブックスタート絵本引き換え対象の赤ちゃんと保護者 
 ①・② 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

16 日 

  ノルディックウォークDAYS 
  企業支援DAYS  前橋市創業センター 
♪萩原朔太郎生誕130周年～マンドリンのまち前橋～ 
朔太郎音楽祭2016 （詳細は中面右上へ） 
○第24回萩原朔太郎賞 贈呈式・記念イベント 
（詳細は中面右上へ） 

17 月 

  影絵・ファミコンDAYS（～10/28（金）） 中央イベント広場 
○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 

18 火 

♪歌声喫茶 
14：00～ 前橋テルサ9階 つつじの間  
参加費：500円（ドリンク付） 問：桑町会館 ℡027-231-9671 
  スケートDAYS （～11/5（土）） 中央イベント広場 
  まち映画DAYS  シネマまえばし 
① かようシネマ 上映映画「陽のあたる場所」 
11：00～ シネマまえばし 入場無料 
② おや2シネマ 上映映画「一休さん  ほか２話」 
14：00～ シネマまえばし 入場無料 
①・②問：にぎわい商業課 ℡027-210-2273 
♪民踊愛好会 
13：30～ フットワークステーション 会費：500円 ドリンク付 
問：桑町会館 ℡027-231-9671 

19 水 

20 木   健康寿命を延ばすDAYS   中央イベント広場 

21 金 

   ストリートサッカーDAYS  中央イベント広場 
○フードスケープ 私たちは食べものでできている（～1/17（火）） 
（詳細は中面右中へ） 
  レモンサワーDAYS   中央イベント広場 
○赤ちゃん絵本のおはなし会 
13：30～14：30  前橋こども図書館 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

22 土 

    ファーマーズDAYS（～10/23（日））  中央イベント広場 
  レモンサワーDAYS   前橋中心市街地各所 
①おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
②ブ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 
 対象：ブックスタート絵本引き換え対象の赤ちゃんと保護者 
 ①・② 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○前橋ジオラマ部作品展 第３回（～10/23（日）） 
9：00～18：00 前橋プラザ元気21 1Ｆにぎわいホール入場無料 

23 日 

  地元グルメDAYS   中央イベント広場 
○はじめて絵本のおはなし会 
11：00～12：00 前橋こども図書館 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○オーレ！フラメンコ 
小田澄江フラメンコ舞踊教室 第13回発表会 
開場 13:30   開演14：00 前橋テルサ 
前売：2,000円 当日：2,500円 【全席自由】 
問：小田澄江フラメンコ舞踊教室 ℡0270-21-6748 

24 月 

25 火 

  まち映画DAYS シネマまえばし 
① かようシネマ 上映映画 「ゴリオじいさん」 
11：00～ シネマまえばし 入場無料 
② おや2シネマ 上映映画 「ハムスター倶楽部ドリーム・スカイ       
14：00～   シネマまえばし  入場無料               ほか 4話」                            
①・② 問：にぎわい商業課 ℡027-210-2273 

26 水 

27 木 

  スクリーンは隣の壁 ロブソンコーヒーアーツ前橋 
○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 

28 金 

      ライブDAYS   中央イベント広場 
  前橋ひかりの45DAYS 《たてもののおしばい》2016version   
（～11/5（土））（詳細は中面右中へ） 
○ワークショップ「ひかりの実を一緒に作ろう！！」 
（詳細は中面右中へ） 
  レモンサワーDAYS   前橋中心市街地各所 

29 土 

  ハロウィンDAYS   中央イベント広場 
①おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
②ブ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 
 対象：ブックスタート絵本引き換え対象の赤ちゃんと保護者 
 ①・② 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

30 日 

  企業支援DAYS 前橋市創業センター 
  ダ・ダ・ダ DAYS 前橋中心商店街 
○健康フェスタ  in まえばし2016 
10:00～15：00 前橋プラザ元気21  
問：市 保健総務課 ℡027-220-5781 

31 月 
○元気21だんべえ踊り教室 
19：30～21：00 前橋プラザ元気21 3階ホール 
問：ハルナ眼鏡 ℡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】 
  前橋いろ・イロDAYS（～11/5（土）） ギャラリーアートスープ 
  ブックDAYS（～11/5（土）） ValoKioski 
○前橋ひかりの45DAYS  広瀬川ライトアップ《前橋望景》 
（～11/5（土））  （詳細は中面右中へ） 
①前橋原風景写真展 
前橋文学館 １階ロビー 観覧無料 
②「心の郷愁を撮りたい」-100年間の定点観測-（～10/30（日）） 
前橋文学館 3階オープンギャラリー 観覧無料  
③パノラマ ジオラマ グロテスク 江戸川乱歩と萩原朔太郎（～12/18（日）） 
前橋文学館 2F展示室 観覧料：一般300円 高校生以下無料 
10/28（金）・11/5（土）・12/18（日）は観覧無料 
①・②・③9：00～17：00（入館は16：30まで） 水曜日休館 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 

45 … Maebashi45days情報 
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