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今回の題字 
            小野 裕嗣さん 
■前橋市千代田町4丁目15番2号 
 TEL：027-210-2040 

 ｽｽﾞﾗﾝ前橋の近くにあるお料理屋さ
んで、和物を中心にｶﾚｰや唐揚げなど
もあります。ﾗﾝﾁも夜もやっており、量 
  も味も納得の品。特徴的な店名は 
   「せいはんごろく」と読みます。 
   
  

第114号 

立川町通り 
12月10日（土）～11日（日） 空きくじなしの大抽選会  ・１等ギンヒカリほか ５等まで 

竪町通り 
12月9日（金）～11日（日） くじ引きの大抽選会     ・１等コシヒカリなどもれなく食料品が当たる 

中央通り 
12月9日（金）～11日（日） 中央通り歳末ビックリプライスセール 
   ・ビックリプライスセール   加盟店がお買い得価格でサービス 
   ・中央通りスタンプラリー   3店舗で500円以上の買い物をすると500円の金券をプレゼント 
                       各日先着200名 合計600名 12月末まで有効 
   ・中央通り屋台コーナー   10:30～17:30 【会場】中央通り八尾駒南側 

Qのまち 
ポスターフェスティバル 

 前橋市の商店47店舗が参加して、店舗のオリジナルポスターを作成。 
 各ポスターは、それぞれの商店と群馬の精鋭クリエイターがコラボして作るぞ。 
 各店舗の特徴がとてもよく出たそれぞれのポスターは、まさに“千変万化”にして“百花繚乱”。 
 商店街が、さながら美術館のようにポスターの博覧会場となる。見て損はなし!! 
 人気投票も実施されるぞ。どのポスターがよかったか、気軽に答えてみよう。 
 
 ・12月8日（木）～10日（土）・・・前橋プラザ元気21にぎわいホール（1階） 
 ・12月11日（日）～H29年1月10日（火）・・・前橋プラザ元気21 2階連絡通路 
 
 デザインとは奥深い。各店舗の魅力もまた、奥深い。 
 気軽に立ち寄れるこの“まちなか”で、そんな奥深さを体験してみてはいかがかな？ 

前橋の中心商店街で、歳末大SALEが開催 

お問合せはこちら 
 

前橋中心商店街協同組合 
事務局 

  
℡027-260-6547 

（ｽｽ゙ﾗﾝでは実施しません） 

銀座１丁目通り 
12月9日（金）～10日（土） その場で当たる！スピードくじ  ・お米、ワイン、Qのまち商品券があたる 

（ｽｽ゙ﾗﾝでは実施しません） 

（ｽｽ゙ﾗﾝでは実施しません） 

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 



１１月２５日（金）～１２月１５日（木） 

 
 

まちなかキャンパス １１月・１２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  

12月15日（木）10：00-12：00 
朗読教室Ⅱ-B 

参加費：無料（初回のみ200円） 
対象：Ⅰに参加しⅡをご案内の方 
中央公民館 503学習室 

12月15日（木）14：00-15：30 
ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙ 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ（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 

12月7日（水）10：30-12：00 
自然栽培ってなあに？ 
～調味料 醤油について～ 

参加費：1,080円 
ｻﾝﾃﾞｰﾙｰﾑ2階ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ 

（千代田町5-4-2） 

12月13日（火）13：30-16：00 
ステンレス線で手編みの 
アクセサリーを作りましょう 

参加費：600円 
（対象：初参加の方のみ） 

Kigi（本町2-1-3筒井ﾋﾞﾙ1階） 

12月8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 

12月8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 

12月9日（金）10：30-11：45 
いきいき健康体操 
参加費：200円 

持ち物：動きやすい格好 
タオル・飲み物 

中央公民館 第1・第2和室 

12月6日（火）10：30～11：30 
さわやかリズムストレッチ 

参加費：無料 
中央公民館 第1・第2和室 

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） 

12月4日（日）10：00-13：00 
四季の野菜とﾊー ﾌ゙の採れたてを食べよう! 

古代米のお餅で大福づくり 
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 

12月13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 

12月13日（火）10：00-11：30 
大丈夫!?認知症! 

～認知症に優しいまちづくり～ 
参加費：無料 

中央公民館 506学習室 

12月14日（水）14：00-15：30 
いまからの「終活」 

第8回葬儀のあり方と死後委任契約 
参加費：無料 

中央公民館 504学習室 

12月8日（木） 
①10:30～11:45 ②13:15～14:30 

③18:45～20:00 
リセットストレッチ 
参加費：300円 
持ち物：タオル・水 

中央公民館 第1・第2和室 

12月5日（月） 14：00-15：30 
ﾋﾄはなぜ太るのか？ 
食欲調整のメカニズム 

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 

12月9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 

MUSIC 
INFORMATION 

お問合せはこちら 
前橋テルサ ℡027-231-3211 

ニューイヤーコンサート 
～郷里に奏でる新春のデュオ～ 

   日時：平成29年1月8日（日） 開場13:30 開演14:00（終演16:00予定） 
   会場：前橋テルサ 2階ホール 前橋市千代田町二丁目5番1号 
   料金：全席自由 前売500円（当日700円） 
   出演者：渋川 ナタリ（ピアノ）、羽鳥 美紗紀（フルート） 



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

▼広瀬川美術館 
（シューベルトサロン前橋） 

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ﾍﾞﾝﾄ検索・登録ｻｲﾄ 

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：027-230-1144 水曜日休館 開館：11:00～19:00（入場18：30まで） 

ｱｸｾｽ→ http://www.igoo.info/ 

知りたい 
告知したい 
やってみたい 

まちなかイベントを 音楽 
シネマ 
アート 
食 

イベントアーカイブ 
・ 

施設紹介 

USER’S VOICE 
・ 

イベントカレンダー 

演劇 
教育 
文学 
ファッション 

!!  

ｵｶﾘﾅｱﾝｻﾝ ｸﾘ ﾏｽｺﾝｻｰﾄ 
土のしらべによる～祈りのうた 

 

 ★日  程：12月10日（土） 
 ★時  間：14:00～15:00 
 ★会  場：広瀬川美術館内 
 ★入場料：2,000円（全席自由・ﾄﾞﾘﾝｸ付） 
 ★問：ﾋﾟｱﾉﾌﾟﾗｻﾞ群馬 ℡027-363-1262 

★日 程：平成28年12月11日（日） 
★時 間：10:00～15:00 

★場 所：中央イベント広場付近 
★内 容：フォルクスワーゲンの車種が 
      前橋中心市街地に大集合 
★料 金：入館無料 

ウィンターコンサート 
お問合せはこちら 

中央公民館 ℡027-210-2199 

『フードスケープ 私たちは食べものでできている』 
 ●会 期：～平成29年1月17日(火) 11:00～19:00(入場は18:30まで) 

 ●休館日：毎週水曜日、年末年始(12/28-1/4) 

 ●観覧料：1階展示室は入場無料 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 

 ※障害者手帳をお持ちの方と介護者1名は無料 

 ※会期中割引－以下の条件でご来館の方は、観覧料が400円になります。 

 1.食育の日割：毎月19日の食育の日にご来館の方 

 2.街なかﾗﾝﾁ割：前橋市発行の「まちなか楽食ﾏｯﾌﾟ」に掲載のお店で食事をされた当日のﾚｼｰﾄをお持ちの方 

 3.ﾄﾜｲﾗｲﾄ割：17時以降にご来館された方 

 ★ﾌﾗｲﾃﾞｰ・ﾌｰﾄﾞ・ｼﾈﾏ→12月2日(金)、9日(金) 
 ★未来の昆虫食堂→12月3日(土)  ★ﾃｨｰ･ｾﾚﾓﾆｰ･ﾂｱｰ→12月10日(日) 

関連イベント 
※詳細は、 

ｲﾍ゙ﾝﾄｶﾚﾝﾀ゙ｰをご覧ください。 

【開催日】平成28年12月18日（日） 開場13:30～ 開始14:00～ 
【場 所】前橋文学館 3階ホール 
【料 金】参加費無料（要事前予約、先着100名）⇒前橋文学館へお電話下さい。 
【内 容】乱歩孫・平井憲太郎氏と朔太郎孫・前橋文学館館長の萩原朔美による対談。 

    「猟奇な二人の病気な話」 平井憲太郎×萩原朔美 

ﾊﾟﾉﾗﾏ ｼﾞｵﾗﾏ ｸﾞﾛﾃｽｸ-江戸川乱歩と萩原朔太郎  

対談 

記念イベント 

●公演日：12月18日（日） 
●時  間：13:00開場 13:30開演 

●場  所：中央公民館 3階ホール 
●出演者：1部 前橋マンドリン楽団 
      2部 前橋まちなかｼﾞｭﾆｱｵｰｹｽﾄﾗ 
●料  金：入場無料 
 （中央公民館窓口にて整理券を配布中） 
 (事前にお受取ください) 



【開催中のイベント】 
 ○ﾊﾟﾉﾗﾏ ｼﾞｵﾗﾏ ｸﾞﾛﾃｽｸ 江戸川乱歩と萩原朔太郎 
                              (～12/18(日)) 
 前橋文学館 9:00～17:00(入館は16:30まで) 一般300円 
 高校生以下無料 12/18は観覧無料 水曜日休館 
 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
 ○ﾌｰﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 私たちは食べものでできている(～H29.1/17(火)) 
 （詳細は中面右上へ） 
 ○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 
 問：ヤーギンズ yagins2012@gmail.com 
 ○相田昌男Nゲージコレクション展（～H29.3/31（金）） 
 前橋テルサ1階 北西 ガラス壁面ショーケース内 
 ○作家・ｺﾚｸﾀｰと美術館のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ展（～11/27（日）） 
 広瀬川美術館 10:00～17:00（最終日は15:00まで） 月曜休館 
 入館料500円 問：広瀬川美術館 ℡027-231-7825 
 ○SKATE DAYS Park（～12/25（日）） 
 10:00～19:00 入場無料（利用規約を順守すること） 
 問：前橋公営ｽｹｰﾄﾊﾟｰｸ実行委員会 ℡027-221-6678 

１１月 

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 
 対象：ﾌ゙ｯｸｽﾀー 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 
 ○ノマド市 13:00～17:00 中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場 入場無料 

27 日 
 ○はじめて絵本のおはなしの会 
 11：00～12：00 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 前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21 1階 にぎわいﾎｰﾙ 
 問：ﾊﾙﾅ眼鏡 ℡027-231-6785 

29 火 
 ○滝川一益公を偲ぶ 長昌寺能 
 開場/17:00 開演/18:00 S席5,000円、A席3,000円 
 前橋テルサホール 問：DIPS.A ℡027-254-1212 

30 水 

１２月 

1 木  ○たこさんのおはなしや 前橋こども図書館 
 11:30～12:00 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

2 金 

 ○ﾌｰﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 私たちは食べものでできている 
 映画上映「フライデー・フード・シネマ」 
 ｼﾈﾏまえばし 800円（展覧会観覧券の提示で500円） 
 定員：各回先着100名[申込不要] 
 13:00～ 『都市を耕す―ｴﾃﾞｨﾌﾞﾙ・ｼﾃｨ』 
 19:00～ 『飯舘村の母ちゃんたち 土とともに』 
 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 

3 土 

 ○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 
 ♪前橋ﾃﾙｻﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ ｸﾘｽﾏｽ ﾋﾟｱﾉ ﾃﾞｭｵ ｺﾝｻｰﾄ 
 12:30～13:00 無料 問：前橋ﾃﾙｻ ℡027-231-3211 
 ○群馬イノベーションアワード2016 
 10:00～ ヤマダグリーンドーム前橋 入場無料 
 問：上毛新聞社事業局 ℡027-254-9955 
 ○ﾌｰﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 私たちは食べものでできている 
 〈ﾄｰｸ〉「未来の昆虫食堂」 
 14:00～ ｱｰﾂ前橋ｽﾀｼﾞｵ 無料（要観覧券） 
 定員30名[要申込] 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 
 ○ﾊﾟﾉﾗﾏ ｼﾞｵﾗﾏ ｸﾞﾛﾃｽｸ 江戸川乱歩と萩原朔太郎 
 学芸員による展示解説 
 14:00～15:00 前橋文学館2階展示室 要観覧券 
 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
 ①おはなしの会  13：30～14：00 前橋こども図書館 
 ②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 
 対象：ﾌ゙ｯｸｽﾀー 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 

4 日 

 ○ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団 A-ile(ｴｰﾙ)6thﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ公演 
 開場/13:00 開演/13:30 中央公民館3階ﾎｰﾙ 観覧無料 
 問：中央公民館 ℡027-210-2199 
 ○あーつひろば 
 13:00～17:00 ｱｰﾂ前橋交流ｽﾍﾟｰｽ 無料 
 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 

5 月  ○元気21だんべえ踊り教室 19：30～21：00 前橋ﾌﾟﾗｻﾞ
元気21 4階403ｽﾀｼﾞｵ 問：ﾊﾙﾅ眼鏡 ℡027-231-6785 

6 火 ♪民踊愛好会 13：30～ 会費500円 
 ﾌｯﾄﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ   問：桑町会館 ℡027-231-9671 

7 水 

8 木  ○Qのまちﾎﾟｽﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(～H29.1/10(火)) 
 （詳細は表紙特集へ） 

9 金 

 ○ﾌｰﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 私たちは食べものでできている 
 映画上映「フライデー・フード・シネマ」 
 ｼﾈﾏまえばし 800円（展覧会観覧券の提示で500円） 
 定員：各回先着100名[申込不要] 
 13:00～ 『ﾊﾟﾊﾟ、遺伝子組み換えってなぁに？』 
 19:00～ 『聖者たちの食卓』 
 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 
 ○群大附特ｶﾌｪ「ｽﾏｲﾙ」 10：00～11：30 まちなかｻﾛﾝ 
 ○Qのまち歳末大感謝祭（～12/11（日）） 
 （詳細は表紙特集へ） 

10 土 

 ♪アウラ・ヴェーリス 開演/14:00 前橋テルサホール  
 1,000円（全席自由） 問：前橋テルサ ℡027-231-3211 
 ♪鈴木よしひさクリスマスライブ 前橋まちなか音楽館 
 開場/18:00 開演/18:30  前売2,000円（当日2,500円） 
 問：前橋まちなか音楽館 ℡027-289-0492 
 ♪オカリナアンサンブルクリスマスコンサート 
 土のしらべによる～祈りのうた （詳細は中面右下） 
 ○ﾛﾅｳｼﾞｰﾆｮ ﾄﾞﾘｰﾑ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 前橋2016 
 開場/17:00 開始/18:15 5,000円～12,000円（全席指定） 
 ヤマダグリーンドーム前橋 
 問：同実行委員会 ℡03-6412-8586 
 ○ﾌｰﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 私たちは食べものでできている 
 〈ツアー〉「ティーセレモニーツアー」 
 14:00～ ｱｰﾂ前橋ｷﾞｬﾗﾘｰ 無料(要観覧券)/【要申込】 
 問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
 ①おはなしの会  13：30～14：00 前橋こども図書館 
 ②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 
 対象：ﾌ゙ｯｸｽﾀー 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 

11 日 

 ♪ｱｰﾂ前橋ﾛﾋﾞｰﾗｲﾌﾞ vol.8 ｸﾗｼｯｸ ①13:00～ ②14:30～  
 ｱｰﾂ前橋交流ｽﾍﾟｰｽ 無料 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 
 ○一日ﾜｰｹﾞﾝ博物館 （詳細は中面右中へ） 
 ○Qのまちﾌﾟﾚﾐｱﾑｾｰﾙ 前橋ﾃﾙｻ1階ﾛﾋﾞｰ 10:00～17:00 

12 月  ○元気21だんべえ踊り教室 19：30～21：00 前橋ﾌﾟﾗｻﾞ
元気21 4階403ｽﾀｼﾞｵ 問：ﾊﾙﾅ眼鏡 ℡027-231-6785  

13 火  ♪歌声喫茶 11：00～ 前橋テルサ8階 けやきの間 
 予約完売 問：桑町会館 ℡027-231-9671 

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

15 木 

 ♪前橋文学館第28回定期ｺﾝｻｰﾄ 小暮哲朗 
 開場/17:30 開演/18:00 前橋文学館 
 ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ会員2,700円 一般3,000円 当日3,500円 
 問：T.K.M ℡027-210-3172 
 ○たこさんのおはなしや 前橋こども図書館 
 11:30～12:00 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 
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