
 今回の初市まつりは、前橋初市まつりが始まってから400年目となる記念す
べき回となります。（詳細は、実施委員会発行のﾁﾗｼをご覧ください） 
 その記念事業ということで刀剣鍛錬実演が前橋八幡宮公園にて行われます。 
 もちろん、毎年恒例の行事や縁起物・食べものの屋台も出店予定。 
 一年の初めを、盛大に祝ってみませんか？  
 ◆古だるま供養（お焚きあげ）◆ 
 時間/10:00～11:15 会場：前橋八幡宮 
 
 ◆渡御の儀（御渡行列）◆ 
 時間/10:30～11:30 会場：前橋八幡宮～東和銀行南側広場（憩いの広場） 
 
  刀剣鍛錬実演「上州三刀匠・打ち初め式」（創祀四百年記念事業）  
 時間/14:00～15:30 会場：前橋八幡宮公園 
 問合せ：前橋市文化国際課 ℡027-898-6992 

 

 ◆第5回新春うまいもの市◆ 
 時間/10:00～18:00 会場：前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21 1階 
 問合せ：前橋市商店街総連合会 ℡027-234-5655 
  ▼出店店舗 

  万十屋 片原饅頭、菓子工房 ももみ堂、大甘堂 菓子舗、旅がらす本舗 清月堂、ﾆｭｰ東屋物産、ﾊﾟﾝ工房ｼｬﾄｱ 

  風の子本舗 森庄、ﾊﾟﾝ工房ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ、くわの実、桂珈琲倶楽部、ﾀｶﾊｼ乳業 

  ▼TONTONのまち まえばし応援企画 

  TONTON汁、上州ﾐｰﾄ「ころとん石焼ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ」、G.G.C「ぐんまちゃんﾊﾞｰｶﾞｰ」、中川漬物「新鮮野菜の浅漬け」 

※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２２日 
※詳細は各お問合せへ 

今回の題字 
  ㈱前橋大気堂 降旗 栄二会長 
■前橋市本町2丁目2番16号 
 TEL：027-231-1661 
 創業100年以上の文具・事務用品の
総合販売店です。国道50号沿いの旧
白井屋ホテルの隣りにあり ます。日用 
  文具から通も唸らせる至高の一品 
   まで幅広く取り揃えております。 

第116号 

1/9 
（月・祝） 

▼お問合せ▼ 
前橋観光コンベンション協会 

℡027-235-2211 
http://www.maebashi-cvb.com/ 

★時間★ 
10:00～21:30 

交通規制 
  9:00～23:00会場周辺（国道50号及 
 び中心商店街など）で交通規制が行 
 われます。 
  詳細は別紙交通規制図をご覧くだ 
 さい。 

憩いの広場 

前橋八幡宮 

= 会場案内図 = 

創祀四百年記念 
 前橋初市まつり 

至前橋駅 



前橋市本町1-2-13  ℡027-235-8111（代表） 
ご予約・お問合せは ℡027-235-8115 煥乎堂楽器売場4階まで 

１２月２２日（木）～１月１４日（土） 

 
 

まちなかキャンパス １２月・１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  

1月10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） 

1月12日（木）10：00-12：00 
老後の生活設計 

～老後資金の備え方～ 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

1月12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 

1月13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 

1月14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! 

野菜グラタンづくり 
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・会食室 

1月12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 

1月13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） 

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22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22日（木）13：30-14：30 
前橋財務事務所公開講座 

ｼﾘｰｽﾞその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～ 
けん玉代：1,500円 

※けん玉持参の場合無料 
まちなかｻﾛﾝ（中央通り） 

1月2日（月） 10：00-12：00 
たこっ茶をお迎えしての新春初笑い! 

けん玉で遊ぼう! 
けん玉代：1,500円 

※けん玉持参の場合無料 
まちなかｻﾛﾝ（中央通り） 

1月14日（土）14：00-16：00 
FPによる 

すぐに役立つお得なお話 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

      佛坂 咲千生(ほとけざか さちお)先生による 
講習会・無料選定会&ミニコンサート 

トランペット講習会 必ず役立つﾍﾞｰｼｯｸﾚｯｽﾝ～上達のための日々のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ～ 

  対象：中学生以上のトランペット経験者・一般中級者 
  時間：10:00～  会場：煥乎堂5階ホール 
  受講料金：学生/1,000円（税込）、一般/1,500円（税込） 定員25名 
  ※聴講無料、講習会受講者はミニコンサート無料となります。 

12/25 
(日) 

  トランペット無料選定会 佛坂先生がその場で選定! 
 時間：11:00～  会場：煥乎堂4階楽器売場 
 ※選定会場にて楽器本体ご購入の方はミニコンサート無料となります。 

  佛坂 咲千生先生ミニコンサート 
  会場：煥乎堂5階ホール  時間：13:45～（30分程度） 
  チケット：高校生以下/500円（税込）、一般/1,000円（税込） 

   全てのイベント 
 予約制となっております! 
  定員もございますので 
 ご連絡はお早めに♪ 

1月12日（木）14：00-15：30 
肥満、糖尿病対策の 
現状とこれから 
参加費：無料 

中央公民館 501・502学習室 



 ・開催期間 ～12/25（日）まで 
 ・開館時間 10:00～17:00 
 ・入 館 料 500円 
 ・問 合 せ 広瀬川美術館 ℡027-231-7825 
 ・注意事項 
 駐車可能台数は限られておりますので、お車でお 
 越しの方は近隣の有料駐車場におとめ下さい。 

 開催期間 ～平成29年1月9日（月・祝） 
 開館時間 9:00～17:00（入館は16:30まで） 

 休  館  日 水曜日（祭日の場合はその翌日 年末年始の休館12/28～1/4まで） 

 観  覧  料 無料（「前橋文学館特別企画展」は有料。 
             一般300円 高校生以下無料） 
 会   場 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち 
        前橋文学館 3階ｵｰﾌﾟﾝｷﾞｬﾗﾘ  ー
 問合せ先 TEL027-235-8011 FAX027-235-8512 
         URL http://www.maebashibungakukan.jp/ 

     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） 
     開場 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 前売500円、当日700円（全自由席） 
       ※未就学児道のご入場はご遠慮下さい。抽選で素敵なプレゼントをご用意しております。 

     曲目 ★恋のうぐいす（F.クープラン） 
        ★牧神の午後への前奏曲（ドビュッシー） 
        ★フルート協奏曲（尾高尚忠） 
     出演 渋川 ナタリ（ピアノ） 
        羽鳥 美紗紀（フルート） 

▼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  FAX:027-232-2016  URL：www.artsmaebashi.jp 

ｱｸｾｽ→ http://www.igoo.info/ 

!!  

  『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.街なかランチ割：前橋市発行の「まちなか楽食マップ」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 

  ２.トワイライト割：17時以降にご来館された方 

 

お問合せ先：前橋テルサ 
℡027-231-3211 

http://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/ 

チケット 
好評発売中 

・12/28（水）～1/4（水）休館の施設・ 
【前橋文学館・ｱｰﾂ前橋・前橋こども図書館・ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ】 

 

・12/29（木）～1/3（火）休館の施設・ 
【中央公民館・市民活動支援ｾﾝﾀｰ・親子元気ﾙｰﾑ】 

【前橋ﾌﾟﾗｻﾞ元気21内証明ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ・にぎわい商業課】 

丸尾末広『パノラマ島奇譚』漫画展 

パノラマ ジオラマ グロテスク最終章 

▼前橋スズラン TEL：027-233-1111（代表） 

・開催期間 1月11日（水）～17日（火） 
・開催時間 10:00～19:00（最終日は15:00まで） 
 からあげｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘで最高金賞・金賞受賞のお店が、
前橋ｽｽﾞﾗﾝに4店舗集結します。 
 群馬が誇る絶品ｽｲｰﾂと人気のお惣菜も勢揃い!! 



１２月 

22 木 
 ♪クリスマス☆ミニ☆コンサート 
 11:00～12:00 前橋こども図書館 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

23 金 

 ♪コール・詩音2016 Christmas Concert 
 開場/13:30 開演/14:00 無料（要・整理券） 
 前橋カトリック協会   問：コール・詩音 ℡090-3579-2737（乙坂氏） 
 ♪群馬県立前橋高校音楽部 ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ2016 
 開場/14:30 開演/15:00 入場無料 
 前橋文学館3階ﾎｰﾙ 問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
 ♪ありさ&ナタリー ピアノ教室 クリスマスコンサート 
 開場/11:30 開演12:00 入場無料 前橋テルサ 
 ♪ププフェンの小さな小さな小さな音楽会 
 13:00～ 無料 前橋文学館 映像展示室 
 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 
 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～ 『フード・インク』 
 19:00～ 『ノーマ、世界をかえる料理』 
 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 
 ○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 
 ○梅沢英樹滞在制作成果展（～12/25（日）） 
 13:00～18:00 竪町スタジオ 入場無料 
 問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 

24 土 
 ①おはなしの会  13：30～14：00 
 ②ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ絵本引き換え＆おはなし会 13：00～15：00  
  ①・②とも会場&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 
 ♪佛坂 咲千生 先生によるﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ講習会・無料選定会
&ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 
 （詳細は中面左上へ） 
 ○ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｶﾌｪ Kinaii（きない） 
 10:30～16:30 広瀬川美術館1階（非常設のｶﾌｪです） 
 問：080-5142-5611（木村） 

26 月 

27 火 
 ♪石原まり チェロ・コンサート 
 18:30開場 19:00開演 ﾁｹｯﾄ1,000円(全席自由) 
 前橋文学館 問：sogeido@gmail.com 

28 水  ■年末年始休館情報■（詳細は中面右中へ） 

29 木  ■年末年始休館情報■（詳細は中面右中へ） 

30 金 

31 土 

１月 

1 日 

 ○大蓮寺 初詣 
 先着700名福引（空くじなし）、甘酒サービス 
 ○熊野神社 初詣 
 ○神明宮 初詣 

2 月  ○中心商店街各店舗・スズラン前橋店 初売り 

3 火  ○弁天ワッセ 10:00～17:00 弁天通り商店街 
 甘酒ｻー ﾋ゙ｽ  問：弁天通り商店街振興組合 ℡027-231-6751 

4 水 

5 木 
 ○新春おたのしみ会 リレーおはなし会 
 ①11:00～12:00 ②14:00～15:00 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

6 金 
 新春おたのしみ会 紙芝居ライブ 
 ①11:00～12:00 ②14:00～15:00 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

7 土 

 ①冬の昔話・民話のおはなし会 11:00～12:00 
 ②おはなしの会 13：30～14：00 
 ③ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ絵本引き換え＆おはなし会 13：00～15：00 
 ①・②・③会場& 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
 ♪前橋ﾃﾙｻﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ「やわらかな冬の光につつまれて」 
 ～山田耕筰の歌曲とｳﾞｫｶﾘｰｾﾞ～ 
 12:30～13:00 無料 問：前橋ﾃﾙｻ ℡027-231-3211 
 ○第8回T-1グランプリ（～3/7（火）） 
 問：前橋市観光振興課 ℡027-210-2189 

8 日 

 ♪ﾆｭｰｲﾔｰｺﾝｻｰﾄ 郷里に奏でる新春のﾃﾞｭｵ 
 （詳細は中面右中へ） 
 ♪ﾛﾋﾞｰﾗｲﾌﾞ vol.9 ﾜｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ ①14:00～ ②15:00～  
 ｱｰﾂ前橋交流ｽﾍﾟｰｽ 無料 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 

9 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407ｽﾀｼﾞｵ 問：ﾊﾙﾅ眼鏡 ℡027-231-6785  
 ○創祀四百年記念 前橋初市まつり 
 ○第5回新春うまいもの市 
 （詳細は表紙特集へ） 
 ○初市まつり協賛セール 中央通り商店街 

10 火 

 ♪歌声喫茶 14：00～ 前橋テルサ9階 つつじの間 
 入場無料 問：桑町会館 ℡027-231-9671 
 ○かようｼﾈﾏ 「ミニヴァー夫人」  11：00～ 
 ○おや2ｼﾈﾏ 「ドナルドダック」 15:00～ 
 いずれもｼﾈﾏまえばし 入場無料 
 問：前橋ステージコミッショナー ℡090-1843-1625 

11 水  ○大群馬展（～1/17（火）まで） 前橋ｽｽﾞﾗﾝ 入場無料 
 （詳細は中面右下へ） 

12 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 

13 金 

 ○映画『クラッチヒッターみなみ』上映（～1/15（日）） 
 19:00～ シネマまえばし 小学生以下無料 
 中高生は学生証提示で500円、一般1,000円  
 問：https://www.facebook.com/ClutchHitterMINAMI/ 

14 土 

 ①おはなしの会  13：30～14：00 
 ②ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ絵本引き換え＆おはなし会 13：00～15：00  
 ①・② 会場&問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
 ○ティーセレモニーツアー 
 14:00～15:30 ｱｰﾂ前橋ｷﾞｬﾗﾘｰ 無料（要観覧券） 
 問：ｱｰﾂ前橋 ℡027-230-1144 

･･･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】 
 ○ﾌｰﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 私たちは食べものでできている(～1/17(火)) 
 （詳細は中面右上へ） 
 ○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 
 ○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）  前橋中央イベント広場 
 問：前橋公営ｽｹｰﾄﾊﾟｰｸ実行委員会 ℡027-221-6678 
 ○丸尾末広『パノラマ島奇譚』漫画展（～1/9（月・祝）） 
 （詳細は中面右中へ） 
 ○Qのまちポスターフェスティバル（～1/9（月・祝）） 
 前橋プラザ元気21 2階連絡通路 観覧無料 
 問：前橋中心商店街協同組合事務局 ℡027-260-6547 
 ○＜前橋望景＞前橋けやき並木ライトアップ（～1/31（火）） 
 前橋駅前けやき並木通り 18:00～22:00 観覧無料 
 問：前橋・光のまちづくり連絡協議会事務局 ℡027-898-6513 
  （前橋市政策部政策推進課内） 
 ○赤城現代版画美術館（富士見町）島田文男の仕事展 
 （詳細は中面右下へ）                （～12/25（日）） 

mailto:sogeido@gmail.com

