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今回の題字 

   ROSE  COLLECTION   狩野 典彦さん 
 ■前橋市千代田町2-9-4 
   TEL：027-212-0120 
      立川町通りにある薔薇雑貨の専門店です。 
 薔薇の香りが漂う店内には、アロマオイル 
 ハンドクリーム、アクセサリーの他にセレクト 
   された薔薇の雑貨が多数取り揃えられて 
    おります。 
 
   
 
    
 
 
 
 
  

第113号 

SKATE DAYS  Park 

2020年オリンピック競技種目の「スケートボード」。 
前橋初となるパンプトラックが中央イベント広場に 
設置されております。 

 ご利用の場合は「利用規約」をご確認承諾いただいてからの
ご利用となります。 

 施設内でおきた事故、けが等については自己責任です。 
  一切の責任は負いません。 
 お車でお越しの場合は、市営駐車場（１時間100円）をご利用
ください。 

   路上駐車は厳禁です。 
 トイレは、公衆トイレをご利用ください。 

 滑走については、スケートパークの中のみで行ってください。
他の場所での滑走は厳禁です。 

 ゴミは必ずお持ち帰りください。 

問：前橋公営スケートパーク実行委員会 
           実行委員長   堀田 秀一 
   ℡  027-221-6678  

開催期間： 11月12日（土）～12月25日（日） 
利用時間： 10：00～19：00 

そこで期間を延長して無料でご利用いただけます。 

安全で楽しくご利用していただくために下記の事を 
守り事故や怪我のないようご利用ください。 

前橋初となる 
パンプトラック！！ 

今後ますます人気の競技となる「スケートボード」。 
Maebashi45DAYS期間中に、スケートDAYS開催イベントとして「SKATE DAYS  Park」が、中央イベント
広場に設置されました。 
開催期間中は、市外や県外からも参加者が多く訪れ大変好評いただいておりました。 

     公衆トイレ 
     ・中央駐車場トイレ 
     ・五番街ビル内トイレ 
     ・五番街ビル１階外トイレ 
     ・前橋テルサ内トイレ 
     ・市営P千代田１階トイレ 
     ・馬場川公衆トイレ 

 

     市営駐車場 
      １時間１００円 

P 

「ご利用にあたっての注意事項」 

ダイナミックな 
滑走の様子！ 

（スケート ディズ パーク） 



１１月１０日（木）～３０日（水） 

 
 

まちなかキャンパス １１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  

11月10日（木） 
11月24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） 

11月10日（木）10：00～12：00 
朗読教室Ⅰ 

満員御礼 

11月10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 

11月10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 510学習室 

11月11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・第2和室 

11月12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 510学習室 

11月12日（土）14：00～15：30 
秋から冬へのスキンケア講座 

（基礎編  ） 
参加費：無料 
鈴木ストア店内 
（中央通り） 

11月13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！ゆずジャムづくり 

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 

11月14日（月）10：00～11：30 
カラフル輪ゴム手芸を楽しもう 

 
 

参加費：無料 
中央公民館 509学習室 

 

11月14日（月）14：00～15：30 
気管支喘息：その病態から 

治療まで 
 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

11月15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 

11月16日（水）14：00～15：30 
第7回 いまからの「終活」 
認知症と任意後見人制度 

 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

11月16日（水）14：00～15：00 
高齢化社会 楽しく生活しよう③ 
～医療・介護制度の使い方～ 

 
参加費：無料 

中央公民館 501・502学習室 

11月17日（木）10：00～12：00 
老後の生活設計 
～保険の活用～ 

 
参加費：無料 

中央公民館 506学習室 

A:11月17日（木）10：00～12：00 
B:11月24日（木）10：00～12：00 

朗読教室Ⅱ 
参加費：初回のみ200円 
対象：朗読教室Ⅰに参加し 
Ⅱの案内を受けた方 

中央公民館 503学習室 

11月17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 

11月18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 
黒田人形店内 

11月19日（土） 
①10：00～12：00②14：00～16：00 

ピッツア体験教室 

満員御礼 

11月19日（土）10：00～12：00 
けん玉で遊ぼう！ 

 
参加費：けん玉代1,500円 
（けん玉持参の場合は、無料） 

フットワークステーション 

11月20日（日）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ゆたかビル2階） 

11月22日（火）13：30～14：30 
前橋財務事務所 

公開講座シリーズその⑮ 
～日本の途上国支援と  ADB～ 

参加費：無料 
前橋地方合同庁舎（1階会議室） 

11月25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） 

11月25日（金）14：00～16：00 
薬剤耐性菌～薬の効かない 

細菌はどのようにして現れ広
がってゆくのか～ 
参加費：無料 

中央公民館 501・502学習室 

11月25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） 

11月26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 

11月26日（土）10：30～11：50 
身近な心理学 

 
参加費：無料 

中央公民館 511学習室 

11月27日（日） 
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 506学習室 

11月27日（日）10：30～13：00 
縠采果食のすすめ 
「胡麻の料理」 
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 

11月27日（日）14：00～16：00 
アートで脳活！ 
臨床美術講座 
参加費：1,000円 

（申込は前々日の金曜日正午まで） 

前橋プラザ元気21 3F 
市民活動支援センター会議室 

11月28日（月）14：00～15：30 
青い光で記憶を消す 

～心の仕組みとその基盤～ 
 

参加費：無料 
中央公民館 501・502学習室 



TEL：027-231-7825 月曜休館 
開館時間：10：00～17：00 TEL：027-231-3211（代表） 

会    期：10/8（土）～H29.3/31（金） 
会  場：前橋テルサ1階 北西  
                ガラス壁面ショーケース内 
 
 

前橋テルサにお越しの際は 
ぜひお立ち寄りください！ 

 日   時：11月19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：ピアノプラザ群馬高崎本店 
       ℡027—363-1262 

【まちなかキャンパス】 

－江戸川乱歩と萩原朔太郎 

 期  間：10月1日～12月18日（日） 
 会  場：前橋文学館 2階展示室 
 観覧料：一般300円 （高校生以下無料） 
  （11/5（土）・12/18（日）は記念イベント開催日のため無料） 

展覧会最終日に、江戸川乱歩の孫平井憲太郎さんと 
萩原朔太郎孫で前橋文学館の萩原朔美館長による 
対談を行います。 
 
日  時：12月18日（日） 14：00開演（13：30開場） 
会  場：前橋文学館 3Fホール 
参加費：無料（先着100名） 
申込み：11/19（土）9時より電話受付開始 

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） 

対談「猟奇な二人の病気な話」 

【学芸員による展示解説】 

 日 時：11月12日（土）・12月3日（土） 
        14：00～15：00 
 場 所：2F展示室（観覧券要） 

江戸川乱歩－日本における推理小説の開拓者・確立者 
萩原朔太郎－日本近代詩の変革者・口語自由詩の確立者 
 
異なるジャンルで大きな足跡を残した二人が、生前親交を 
深め合っていたことをご存知でしょうか。 
 
朔太郎の生誕130年にあたる本年、原稿や書簡、受贈本ほか 
二人の共通項や親交の様子がわかるさまざまな資料を紹介 
します。 

第1回 
前橋四公祭 

前橋市には、現在の市域内でかつて藩主を勤めた酒井雅楽
頭家・松平大和守家・秋元越中守家・牧野駿河守家の墓や菩
提寺があります。 

特に、歴代当主の墓が一箇所に集積している酒井家・秋元家
の墓所は全国的にも珍しく、国の文化財に指定される可能性
が示唆されています。 

そこで、徳川幕府の名門四大名家の顕彰並びに墓所の国指
定を目指すとともに、「歴史都市まえばし」の発信に向けて 
「前橋四公祭」を開催します。 

日 時：11月20日（日） 
          11：00～16：30 
会 場：群馬会館 

スケジュール 
 四公茶屋    11:00～ 
  四家紹介ブース・御手杵の槍・ 
  一般公開、各種物産販売 
 前橋四公サミット 14：00～16：30 
  ・槍術演武 
  ・貴調講演「近世大名墓と歴史観光」 
  ・四公の各顕彰団体のご紹介 
  ・寸劇 （生演奏付き） 
  ・パネルディスカッション「四公を語る、四公と語る」 

問合せ：前橋四公祭実行委員会事務局 
      （前橋市文化国際課歴史文化遺産活用室） 
      ℡027-898-6992 

し  こう  さい 

～「関東の華」前橋を築いた四名公～ 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） 

日 時：11月20日（日） 14：00～/15：00～ 
場 所：アーツ前橋 交流スペース 
料 金：無料 申込不要 

群馬県出身のシンガーソングライター・岩崎有季による
ソロライブと、県内で活躍しているkukuによるソロライブ 
です。 

 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） 

 私たちは食べものでできている 

【岩崎有季】 【Kuku】 



１１月 

10 木  
 

11 金 
○酉の市祭 
11：00～20：00 熊野神社境内 
問・主：前橋酉の市祭実施委員会 ℡027-231-5644 

12 土 

○パノラマ ジオラマ グロテスク－江戸川乱歩と萩原朔太郎 
学芸員による展示解説（詳細は中面右中へ） 
○ふれあいあさいち 
13：00～ 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 

13 日 

○群馬大学×アーツ前橋  
まえばしアートスクール計画  医療とアート 
13：00～15：30 シネマまえばし 事前申込制（先着100名） 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
♪群馬マンドリン楽団 第52回定期演奏会 
13：30 開場 14：00 開演   前橋テルサホール 
入場料：1,000円（全席自由） 
問・主：群馬マンドリン楽団 ℡090-7731-9330 

14 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406スタジオ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 
○群大附特カフェ「スマイル」 
10：00～11：30 まちなかサロン 

15 火 

♪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 
①かようシネマ 上映映画 「我が家の楽園」 
11：00～ シネマまえばし 入場無料 
②おや2シネマ 上映映画  「D171ミッキーマウスミッ
キーのお化け退治  」 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 
○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 5階茶室） 
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 水 
 
 

17 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 

18 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：1歳児までと保護者 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

19 土 

○まえばし学校フェスタ2016（～11/20（日）） 
10：00～16：00 前橋プラザ元気21 にぎわいホール 他 
入場無料  
問：学校教育課教育企画係 ℡027-898-5865 
○リレーおはなし会（～11/20（日）） 
10：30～12：00 / 13：30～15：00 前橋こども図書館 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○フードスケープ 私たちは食べものでできている 
〈トーク〉「からだとことば たべることよむこと」 
13：00～16：00 アーツ前橋スタジオ 
参加費：無料（要観覧券） 定員：先着30名（要申込） 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
♪秋の邦楽演奏会2016「楽風来る」 
（詳細は中面右下へ） 
♪前橋テルサロビーコンサート「ピアノの小品を集めて」 
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 
 

20 日 

○第46回 萩原朔太郎研究会 研究例会  
13：30～16：00 前橋文学館 3階ホール 入場無料（定員100名） 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 休館日：水曜日 
○第1回前橋四公祭 
（詳細は中面右上へ） 
♪第64回定期演奏会 クールドアマトゥール〈混声合唱団〉 
13：30開場 14：00開演 前橋テルサ 2Fホール 
入場料：一般 1,000円・学生 500円 
問：027-231-2698〈田島氏）又は080-7007-1689（磯氏） 
♪ロビーライブVol.07ポップス 
（詳細は中面右上へ） 
○パフォーマンス「間人」 
18：00開場 18：30開始 前橋市芸術文化れんか蔵 
入場料：前売り2,000円・当日2,500円 
問：performance.mpd@gmail.com 

21 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401スタジオ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

22 火 

23 水  
 

24 木 

25 金 ○群大附特カフェ「スマイル」 
10：00～11：30 まちなかサロン 

26 土 

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 

27 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：1歳児までと保護者 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

28 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401スタジオ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

29 火 

○第3回滝川一益公を偲ぶ 長昌寺能 
17：00開場 18：00開演 前橋テルサホール 
入場料：S席5,000円 A席3,000円 
問・主： 長昌寺能運営委員会 ℡027-254-1212 

30 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】 
○ya-gins vol.20 Sabrina Vitali  “Anatomic Sun” （～11/27（日）） 
13：00～21：00 毎週 金・土・日曜日 弁天通りアーケード内 
主・問：ヤーギンズ yagins2012@gmail.com 
○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）） 
（詳細は中面右中へ） 
○フードスケープ 私たちは食べものでできている（～H29.1/17（火）） 
11：00～19：00〈入場は18：30まで） アーツ前橋 水曜日休館 
（11/23（水）開館、11/24（木）休館） 
観覧料：一般600円 学生・65歳以上・団体（10名以上）400円 
高校生以下無料 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
○相田昌男Nゲージコレクション展（～H29.3/31（金）） 
（詳細は、中面右下へ） 
 

今年のシネマまえばし・おや2シネマの上映は11/15（火） 
までとなります。 
      次回上映は、平成29年1月10日（火）となります。 


