
※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１２月９日 
※詳細は各お問合せへ 

今回の題字 
   Bike Shop NAKAJIMA 中島康仁さん 
 ■前橋市千代田町2-9-5 
   TEL：027-234-2040 
    立川町大通りにお店を構える店主は元プロ
ロードレース専属メカニックの経歴があり自転
車に関する知識、技術は確かなものです。 
    パンク修理や点検などお気軽にお立ち寄       

   りください。 
 
  
    
 
 
 
 
  

第115号 

時間  18:00  ～   22:00 

2016.12.1thu ～ 2017.1.31tue 

  9日（金） 
10日（土） 
11日（日） 

お問い合わせ：中心商店街協同組合事務局 
          ℡027-260-6547 
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12/5（月）～12/25（日） 

12/26（月）～1/8（日） 

1/9（月） 

クリスマスver. 

年末年始ver. 

新春ver. 

1/10（火）～1/31（火） 

初市ver. 

点灯スケジュール 
 オリオン座が夜空に輝くこの季節、
その美しさと共にいたるところで光が
街を彩っている。ここ、前橋でも「前橋
望景  前橋けやき並木ライトアップ」と

題して、駅前のケヤキ並木の彩りが始
まった。老舗も多く残るこの街を、より
一層幻想的な光で包み込み、道行く
人は立ち止まらずにはいられない。 

一定の期間で変わりゆくケヤキ並木
の光のドレス、今回はどのような姿を
お目にかかれるのであろうか？あなた 
自身の目で確かめてみてください。 

 いよいよ、2016年も終わりに近づいてきました！今年の一年を漢字で表すと、どんな言葉が当てはまるでしょうか？ 
 さて今年も前橋中心商店街では、来てくださったお客様に感謝の気持ちをこめて「歳末大感謝祭」を開催します！！ 
立川町大通りや竪町通り、銀座一丁目通りでは「くじ引き抽選会」の予定！豪華景品を用意しております！ 

 さらにさらに、中央通りでは商品がお得なお値段で買える「ビックリプライスセール」や対象店舗で３つスタンプを集め
ると「500円金券」が貰えるスタンプラリーなど、お得感満載のイベントです！ 
 ぜひ、今年最後のお祭は前橋中心商店街へ。「歳末大感謝祭」があなたを待っています！ 
  
 ※詳細は、まちなかに配布されているチラシをご確認ください。 

大感謝祭！ 

＜前橋望景＞ 



 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 

１２月１０日（土）～３１日（土） 

 
 

まちなかキャンパス 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11日（日）15：30～16：00 
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） 
 

12月13日（火）10：00～12：00 
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13日（火）10：00～11：30 
群馬県立女子大学前講座 
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）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 
Kigi 

（本町2-1-3 筒井ビル1F） 

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15日（木）10：00～12：00 
朗読教室Ⅱ－A 

参加費：初回のみ200円 
対象：朗読教室Ⅰに参加しⅡの 

ご案内を受けた方 

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 

12月16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） 

12月17日（土）10：00～12：30 
冬休み親子パン教室 

 
参加費：1,500円 
（前日からｷｬﾝｾﾙ料有） 

中央公民館 料理実習室 

12月17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） 

中央公民館 401スタジオ 

12月18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！ 
（初・中級編） 
参加費：300円 

中央公民館 視聴覚スタジオ 

12月18日（日）10：30～12：30 
きものクリニック 

～きもの（絹）はエコ！！～③ 
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） 

12月20日（火）10：00～13：30 
作ってみよう！健康食① 
「おもてなしのヘルシーおせち」 

参加費：1,000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 

12月22日（木）10：00～12：00 
朗読教室Ⅱ－B 

参加費：初回のみ200円 
対象：朗読教室Ⅰに参加しⅡの 

ご案内を受けた方 

中央公民館 503学習室 
 

12月22日（木）13：30～14：30 
前橋財務事務所 

公開講座シリーズ “その⑯“ 
～非課税証券投資NISAとは～ 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

12月25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 

12月27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） 

12月8日（木）～12月10日（土） 10：00～19：00 
  前橋プラザ元気21 1階にぎわいホール 
 
12月11日（日）～平成29年1月9日（月） 
  前橋プラザ元気21 2階連絡通路 

Qのまち 開催中 

 
 

 群馬県デザイン協会と前橋中心商店街のお店がコラボし
て作成したオリジナルポスター作品45点が展示されており
ます。 
 又、そのポスターの人気投票も実施しております。 
 あなたのお気に入りポスターに投票してみてください。 

 投票していただいた方の中から抽選でQのまち商品券を
プレゼント！！ 
 詳細は、まちなかに配布されているチラシをご覧ください。 

お問い合わせ：中心商店街協同組合事務局 
          ℡027-260-6547 

TEL：027-230-1144  

休館日 水曜日・年末年始（12/28～1/4） 
開館時間 11：00～19：00（入場は18：30まで） 

 映画上映「フライデー・フード・シネマ」 シネマまえばし 
   入場料：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） 
  12/16（金）    13：00～ 「未来の食卓」  
               19：00～ 「イラン式料理本」 

  12/23（金・祝）  13：00～ 「フード・インク」 
               19：00～ 「ノーマ、世界をかえる料理」 

 ティーセレモニーツアー 12/10（土） 14：00～ 
  アーツ前橋ギャラリー 参加費無料（観覧券要） 申込要 

 学芸員によるギャラリーツアー 12/17（土）14：00～ 
  アーツ前橋ギャラリー 参加費無料（観覧券要） 申込不要    



CLASSICAL MUSIC 

県立前橋高校音楽部 
クリスマスコンサート2016 

オカリナアンサンブル 
クリスマスコンサート 

アンサンブルオウル（オカリナ四重奏団）による 
クリスマスコンサート。オカリナの音色をお楽しみ 
ください。 

 13：00～ 前橋文学館 1F映像展示室 

TEL：027-235-8011 休館日：水曜日・年末年始12/28～1/4 
開館時間 9：00～17：00（入館は16：30まで） 

日  時：12月10日（土） 14：00～15：00  
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】 

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

－江戸川乱歩と萩原朔太郎 

 期  間：12月18日（日）まで 
 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） 
  （12/18（日）は記念イベント開催日のため無料） 

丸尾末広『パノラマ島綺譚』漫画展 
 人工の楽園を夢見た男が、巨万の富を手にして作り上げ 
たパノラマ島。 
 萩原朔太郎が愛した江戸川乱歩の小説『パノラマ島奇譚』 
を、漫画界の奇才である丸尾末広氏が完全漫画化。 
 手塚治虫新生賞を受賞したこの作品の中から、選りすぐっ 
た画を展示します。 

 期  間：12月1日（木）～1月9日（月） 
 会  場：前橋文学館  
                     3階オープンギャラリー 
 観覧料：無料 

【限定開店◎街のなかの本屋】 
前橋文学館 

1階 

TEL：027-231-3211（代表） 
http://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/ 

 【出演者】 

 ピアノ 渋川 ナタリ  フルート  羽鳥 美紗紀 

当日は抽選で素敵なお年玉がもらえます。 
詳細は、パンフレット又はホームページをご確認ください。 

 

①江戸川乱歩 少年探偵シリーズ 
  多くの人たちにとって、初めての読書経験となっている江戸川乱歩 
  の《少年探偵シリーズ》 

②世界のからくり絵本特集 

12/18 
（日） 

12/23 
（金・祝） 

日 時：平成29年1月8日（日） 
      13：30（開場） 14：00（開演） 
料 金：全席自由席 前売500円（当日700円） 
  前橋テルサ1階総合フロントにて発売中！！ 
会場：前橋テルサ 2階ホール 

クリスマス★ミニ★コンサート 
 日   時：12月22日（木）  11：00～12：00 
 場   所：前橋こども図書館おはなしひろば 
 出演者：うたのおにいさん kukuさん 
 問合せ：前橋こども図書館 ℡27-230-8833 

日  時：12月18日（日）13：00（開場） 13：30（開演） 
場     所：前橋中央公民館 3階ホール 
対   象：一般 先着400人（整理券配布中） 
出演者：前橋マンドリン楽団 
        前橋まちなかジュニアオーケストラ 
問合せ：℡027-210-2199 

ウィンターコンサート 

広瀬中学校吹奏楽部 
クリスマスコンサート 

 日   時：12月18日（日）11：00～/13：00～ 
 会   場：中央イベント広場 

ま
ち
な
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無
料
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 11：00～  前橋文学館 ロビー 

無料でお楽しみいただけます。 

 日  時：12月23日（金・祝）14：30開場 15：00開演 
 場  所：前橋文学館3Fホール 
 問合せ：前橋文学館 ℡027-235-8011 

 日  時：12月11日（日）13：00～/14：30～ 
 場  所：アーツ前橋 交流スペース 
 出演者：関 義夫（ピアノ）/永野綾沙（ヴァイオリン） 
 問合せ：℡027-230-1144 



20 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 

21 水 

22 木 
♪クリスマス☆ミニ☆コンサート 
（詳細は中面右中へ） 

23 金 

○冬のこどもフェスティバル 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 
○フードスケープ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 
（詳細は中面左上へ） 
♪ププヒェンの小さな小さな小さな音楽会 
（詳細は中面右上へ） 
♪県立前橋高校音楽部 クリスマスコンサート2016 
（詳細は中面右中へ） 

24 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 

25 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 
♪佛坂咲千生先生ミニコンサート 
13：45～ 煥乎堂5階ホール 
料金：一般1,000円/高校生以下500円 
問：煥乎堂 楽器売場4階 ℡027-235-8115 

26 月 

27 火 

28 水 

29 木 

30 金 

31 土 

１２月 

10 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 
♪鈴木よしひさクリスマスライブ 
開場：18：00 開演：18：30 前橋まちなか音楽館 
料金：前売券（2,000円）/当日券（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」 
（詳細は中面右下へ） 
○フードスケープ私たちは食べものでできている 
ティーセレモニーツアー  
（詳細は中面左上へ） 
♪アウラ・ヴェーリス 
14：00開演 前橋テルサホール 全席自由：1,000円 
問：前橋テルサ ℡027-231-3211 

11 日 

○一日ワーゲン博物館 
10：00～15：00 中央イベント広場付近 
○Qのまちプレミアム販売会  
10：00～17：00 前橋テルサ 1階ロビー特設会場 
問：中心商店街協同組合事務局 ℡027-260-6547 
♪アーツ前橋ロビーライブ vol.8 クラシック 
CLASSICAL  MUSIC（詳細は中面右中へ） 

12 月 
○元気21だんべえ踊り教室 
19：30～21：00 前橋プラザ元気21 1階にぎわいﾎｰﾙ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

13 火 
♪歌声喫茶 
14：00～ 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 
○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 

16 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 
○フードスケープ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 
（詳細は中面左上へ） 

17 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 
○フードスケープ私たちは食べものでできている 
学芸員によるギャラリーツアー 
（詳細は中面左上へ） 
 

18 日 

♪前橋中央公民館ウィンターコンサート 
（詳細は中面右中へ） 
♪広瀬中学校吹奏楽部クリスマスコンサート 
（詳細は中面右中へ） 
○クリスマス：絵本の読み聞かせ会 
（詳細は中面右上へ） 

19 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 

12月シネマまえばし・おや2シネマの上映はお休みさせて 
いただきます。 
      次回上映は、平成29年1月10日（火）となります。 

【開催中のイベント】 
○Qのまち歳末大感謝祭（～12/11（日）） 
（詳細は表紙特集へ） 
○Qのまちポスターフェスティバル（～1/9（月）） 
（詳細は中面左上へ） 
○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）） 
（詳細は中面右上へ） 
○丸尾末広『パノラマ島奇譚』漫画展（～1/9（月）） 
（詳細は中面右上へ） 
○フードスケープ 私たちは食べものでできている（1/17（火）） 
（詳細は中面左上へ） 
○＜前橋望景 ＞ 前橋けやき並木ライトアップ（～1/31（火）） 
（詳細は表紙特集へ） 
○相田昌男Nゲージコレクション展（～3/31（金）） 
前橋テルサ1階 北西ガラス壁面ショーケース内 


