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今回の題字 

   1000円ショップ パール 髙橋一枝さん 
 ■前橋市千代田町4-18-3 
   TEL：027-236-0480 
 オリオン通りにある婦人服のお店です。 
 素材の良い婦人服が1000円均一でお買得 
 です。店内入口には、Qのまちポスターフェ 
   テｨバルで作成されたオリジナルポスター   
   が掲示されております。 
     
   
 
    
 
 
 
 

  

前橋サイクルＥＣＯマップ
が作成されました。 
 

【お問い合わせ】 
「ＮＰＯ法人地球温暖化防止ぐんま県民会議」 
 前橋市城東町2-3-8 
 電話:027-237-1103（平日9：00～17：00） 
    （担当：奈賀さん） 土・日・祝日はお休み 

平成28年度まえばし市民提案型パートナーシップ事業により作成された「前橋サイクルＥＣＯマップ」。
こちらのマップを手掛けたNPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議の奈賀さんにお話しを伺いました。 

http://ecosapomap.squares.net/wp/ 

 「前橋サイクルＥＣＯマップ」を作成することになった趣旨を 
  教えていただけますか。 

現在Web上に掲載されている「前橋サイクルＥＣＯマップ」 
  をサイクリング中でも便利に使用できる紙マップとして 
  作成中とのことですが、どのようなマップですか。 

地球温暖化対策として自転車利用を促進し、市民のみなさんが 
まちなかに自転車で行きやすい、行きたくなる環境を整え「自転車 
のまち前橋」を推進していきたいと思い、作成しました。 

どのようなサイクリングコースがありますか。 

「前橋サイクルＥＣＯマップ」 
Web版は、こちらへアクセス 

サイクリングコースの紹介や自転車で立ち寄りやすいポイント、 
お店などを紹介しているマップです。 
約58cmｘ48cmの大きさの地図が「Miura-ori」という特殊折で一瞬に 
して手のひらサイズにたためるスグレものです。 

前橋駅を起点に、まちなかを安全に走れる敷島公園まちなかコース
のほかに、長距離を満喫できる8つのコースがあります。 

 このマップコースの試走会が開催されるんですよね。 

2月25日の土曜日におもしろトライアスロン試走会を開催します。 
コースは、前橋駅から吉岡温泉を周遊する約20Kmのコースで、 
今回はスペシャル版として前橋プラザ元気21で開催されるMサポ
祭りを見て楽しみ、そして上毛カルタ大会に参加できるという企画 
です。ぜひご参加をお待ちしております。 

 「前橋サイクルＥＣＯマップ」を利用してみたいという場合は
どうしたらよいですか。 

Ｗｅｂ上では「前橋サイクルＥＣＯマップ」をご利用いただけます。 
ぜひアクセスしてご利用ください。 
また、「Miura-ori」紙マップの完成は3月下旬を予定しております。 
こちらのマップの設置先は、地球温暖化防止ぐんま県民会議の 
事務所ほかご協賛いただいた企業様に設置を予定しております。 
詳細は、お問い合わせください。 

読者の方へメッセージをお願いいたします。 

前橋をヨーロッパの諸都市のように、自転車がかっこよく走っている 
街にしたいと思っています。そこを目指して、ぜひ一緒に走りましょう。 

マップコース試走会（スペシャル版） 
 

開  催  日: 2月25日（土）9：00集合 
集合場所: JR前橋駅北口D-Parking 
                      デジタルサイネージ前 
参  加  費： 無料（要申込） 
（※飲食は自費でお願いします。） 

申込締切：  2月23日（木）17：00 

おもしろトライアスロンに参加しませんか？ 

第119号 

自転車（市街地～吉岡温泉）20Kmコースと 
  Ｍサポ祭りと上毛カルタ大会に参加 
★申込み、詳細については下記お問い合わせ先 
  までご連絡をお願いいたします。 
      



２月１０日（金）～２８日（火） 

 
 

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  

まちなかキャンパス ２月の講座 

2月10日（金）10：30～11：45 
いきいき健康体操 

 
参加費：200円 

中央公民館 第1・第2和室 

2月10日（金）15：00～15：30 
2月26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） 

2月10日（金）18：30～20：30 
銀粘土で手作りアート！ 

 
参加費：2,200円 

中央公民館 412アトリエ 

2月10日（金）18：30～20：00 
2月17日（金）18：30～20：00 
シベリア抑留の詩人 

石原吉郎の詩とエッセイを読む 
参加費：無料 

中央公民館 503学習室 

2月14日（火）10：00～11：30 
カラフル輪ゴム 
手芸を楽しもう 

2月14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 

2月14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：800円 
対象：初参加の方のみ 

kigi（本町2-1-3 筒井ビル1F） 

2月15日（水）14：00～15：30 
これからの「終活」と「ソナエ」 
第2回時代ともに変わる 

政策と法律 
参加費：無料 

中央公民館 503学習室 

2月16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 

中央公民館 視聴覚ｽﾀｼﾞｵ 

ⅡｰＡ 2月16日（木） 
10：00～12：00 
朗読教室Ⅱ 

参加費：初回のみ200円 
対象：Ⅰに参加し、Ⅱのご案内を受けた方 

中央公民館 505学習室 

2月16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 405ｽﾀｼﾞｵ 

2月16日（木）13：00～14：00 
美味しい珈琲入れ方教室 
～本当の味をプロが教えます～ 

2月17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） 

2月18日（土）10：00～12：00 
けん玉で遊ぼう！ 

参加費：ケン玉持参の場合は無料 
（ケン玉1,500円） 

中央公民館 401ｽﾀｼﾞｵ 

2月19日（日）10：30～13：00 
穀菜果食のすすめ 
「小豆の料理」 
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 

2月20日（月）13：30～15：00 
イタリアの女性医師 

マリア・モンテッソーリの忠告④ 
参加費：無料 

中央公民館 510学習室 

2月21日（火）9：30～11：00 
前橋郊外アプリ 

～前橋を知り、観光して楽しむ～ 
参加費：無料 

中央公民館 511学習室 

2月21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：ケン玉持参の場合は無料 

（ケン玉1,500円） 
まちなかサロン（中央通り） 

2月21日（火）14：00～16：00 
ケアマネ知恵袋その1 
～介護保険サービス 

基本のき・訪問介護編～ 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

2月22日（水）14：00～15：00 
胃癌、早く見つけて、 

うまく治す！ 
参加費：無料 

中央公民館 504学習室 

ⅡｰＢ 2月23日（木） 
10：00～12：00 
朗読教室Ⅱ 

参加費：初回のみ200円 
対象：Ⅰに参加し、Ⅱのご案内を受けた方 

中央公民館 502学習室 

2月24日（金）13：30～14：30 
前橋財務事務所 

公開講座シリーズその⑱ 
～多重債務とは？～ 

参加費：無料 
中央公民館 504学習室 

2月24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） 

2月26日（日）10：30～12：30 
きものクリニック 

きもの（絹）は優れもの① 
参加費：無料 

きものお手入れ専門店 
悉皆処ひとむすび 

2月26日（日）14：00～16：00 
アートで脳活！ 
臨床美術講座 
参加費：1,000円 

前橋プラザ元気21 3Ｆ 
市民活動支援センター会議室 

2月27日（月）14：00～15：30 
１００歳まで健康！！ 

～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 

「第4回井上武士音楽祭」 
合唱コンクール 出場団体を募集 

前橋市出身の音楽教育者であり、数々の童謡・唱歌や校歌などを作曲 
されました井上武士氏の作品を後世に継いでいくため、平成26年度の 
「井上武士生誕120周年記念音楽祭」を機に毎年開催しております。 
 

合唱団の皆さん、コンクールに出場してみませんか。 
募集期間：2月28日（火）まで 

♪開催日時：平成29年7月17日（月・祝） 
    開場:12:00  開演：12：30 終演：16：30 予定   

応募資格や申込方法については、前橋テルサ 
ホームページをご覧いただくか直接お問合わせ 
ください。 

【お問合せ先】 
前橋テルサ （担当：行方・扇原） 
TEL：027-231-3211（代表） 
http://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/ 

一般財団法人前橋市まちづくり公社 平成29年度主催事業 前橋テルサ開館25周年記念 

満員御礼 満員御礼 

満員御礼 



問：市役所にぎわい商業課 
TEL：027-210-2273 

かようシネマ 

 日時：2月14日（火） 11：00～ 

      「地上最大のショウ」 
 日時：2月21日（火）・28日（火） 11：00～ 

       「ジェーン・エア」 先着 各100名 

おや２シネマ 
日時：2月14日（火） 15：00～ 

      「どうぶつおんがくかい」 
 日時：2月21日（火）・28日（火） 15：00～ 

       「げんきげんきノンタン」 先着 各50名 

10：00 ～ 
15：00 

時間 

会場：前橋プラザ元気２１ 3階 
     中央公民館ホール・ホワイエ 
       市民活動支援センター（Ｍサポ） 

入場 
無料 

憧れの楽器に 
触れてみませんか？ 

会場：煥乎堂5階音楽教室 start 13:00～＜要予約＞ 

 大人のピアノ 
 大人のエレクトーン 
 ドラム 

 サックス 
 オカリナ 
 バイオリン 

 トランペット 
 フルート 
 マリンバ 
 リコーダー 

入場 
無料 

土 

親子で楽しめる 
体験・イベントが 
盛りだくさん！！ 

楽し 
楽しくまわれる 
スタンプラリー 

地元キャラクター 
との写真撮影 

問：Ｍサポふれあい祭り実行委員会事務局 
  ℡027-210-2196 

おと祭り 

体験レッスンやコンサートで登場 
した楽器や初心者向けの楽器を 
多数展示！！ 

Start 15:30 
会場：煥乎堂4階楽器売り場 

煥乎堂音楽教室、講師陣による 
無料体験レッスンを開催！！ 

初心者の方でも安心♪優しく丁寧に指導します 

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

TEL：027-230-1144  

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

前橋の美術2017 ～多様な美との対話～ 前橋市出身・在住で創作活動を行うアーティスト48名が集まり初の市民企画展 
を開催しております。 
 
会期中の毎週末には、参加アーティストによる作品の説明会を開催します。 
 

 会  期：～2月26日（日）  
 観覧料：無料 

期 日 アーティスト 時 間 

2月11日（土） カナイサワコ  髙畑早苗 登坂和嗣   ヨシダノボル 16:00～17：30 

2月12日（日） 今井     充俊   坂本  敏  三谷  慎  山本麻友香 16：00～17：30 

2月18日（土） 喜多村徹雄    住谷夢幻 多胡  宏  林 哲也 14：00～15：30 

2月19日（日） 石井  秀人   金井訓志   豊田共子 松尾昭典 14：00～15：30 

2月25日（土） 飯出袈裟市  大島康幸  田中 正  山嵜勝之  14：00～15：30 

ギャラリートーク 

※アーティストは変更になる場合があります。 

ワークショップ「Be My Valentine」 
 日   時 ：  2月11日（土）13：30～15：00 
   「満員御礼」 

ギャラリーコンサート 
「群馬交響楽団メンバーによる弦楽四重奏のコンサート 
 日   時： 2月19日（日）13：00～13：40 
 会   場： アーツ前橋 地下ギャラリー 
 参加費：  無料 

ディスカッション「未来の前橋の美術を語る」 
 日     時：2月26日（日）14：00～16：00 
 会     場：アーツ前橋 地下ギャラリー 
 参加費：無料 

【関連イベント】 

会場：前橋プラザ元気21 1階 にぎわいホール 
    期間：2月16日（木）～3月15日（水）（土・日を除く） 
     ※2/19（日）・2/26（日）の日曜日は受付ます。 

          時間：9：00～16：00 
              問：前橋税務署 ℡027-224-4371 
                   （自動音声案内「0」を選択して下さい。 

平成29年 広瀬川美術館企画 

画家の眼差し－それぞれのメチエに 
  井田 秋雄 日向野 惇 早川春之輔 

 会 期：～2月19日（日） 
            10：00～17：00 （最終日15：00まで） 
 入館料：500円 

～確定申告のお知らせ～ 

入場 
無料 

館内は、完全に暗くはしません。出入も自由な為はじめて 
のお子様も安心して映画館を体験できます。 

予約は必要ありません。開始時間に1階会場入口までお集まりください 

【スペシャルコンサート】 

「 」 

 Open 14:15 Start 14:30 

懐かしの名曲や聴きなじみのある曲 
を煥乎堂講師陣が心をこめて演奏 
致します。 

  会場：煥乎堂5階ホール 

トランペット 
試奏会 

2/11（土）・12（日） 
煥乎堂 4F楽器売場 

10：00～開催 
ヤマハ トランペット 
「カスタム」「ゼノ」 

ｼﾘｰｽﾞ 
問：煥乎堂4Ｆ楽器売場 
  ℡：027-235-8115 

※試奏をご希望される方は 
   普段ご使用のマウスピース 
     をお持ちください。 

煥乎堂本店ミュージックセンター 
℡：027-235-8120 



24 金 
○降矢 なな 絵本原画展（～3/5（日）） 
10：00～17：00（最終日は15：00）月曜日休館 広瀬川美術館 
入場料：100円 問：石倉保育園 ℡027-251-5657 

25 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 
○第24回萩原朔太郎賞受賞者展覧会 
日和聡子「びるま」から「砂文」まで記念講演 
演題「日日の文に触れて」  講師 日和聡子氏 
開場13：30 開演14：00 前橋文学館3階ホール 
定員：100名（先着順） 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
○Ｍサポふれあい祭り（詳細は中面右上へ） 
○マップコース試走会～おもしろトライアスロン～ 
（詳細は表紙特集へ） 
○ぽんぽん鳥作り 
①10：30～ ②11：00～ まちなかサロン 
材料費：一つに付き300円 
持ち物：お家にある方は、①毛糸針②毛糸切れる裁縫用ハサミ 
対象：どなたでも（1歳半くらいのお子さんから保護者と一緒に作れ
ます。大人のみの参加もOK!）  

問・申込 ちょこ工房 choco.45days@gmail.com  
申込みには①名前（保護者とお子様）②お子様の年齢 
③電話番号を明記して下さい。 
○「前橋の美術2017」ギャラリートーク（詳細は中面右中へ） 

26 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 
♪前橋交響楽団 指揮 森重修実 ファミリーコンサート2017 
～没後400年シェイクスピアと音楽～ 
OPEN : 13：30/START :14:00   前橋プラザ元気21 3階ホール 
問：前橋交響楽団 ℡090-4951-3647（田仲氏） 
○「前橋の美術2017」ディスカッション（詳細は中面右中へ） 

27 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 407ｽﾀｼﾞｵ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

28 火 ①かようシネマ ②おや2シネマ（詳細は中面右下へ） 

２月 

10 金 

11 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 
③「前橋の美術2017」ギャラリートーク 
④「前橋の美術2017」参加アーティストによるワークショップ 
バレンタインマイバッグ作り 
③・④（詳細は中面右中へ） 
♪トランペット試奏会（～2/12（日）） 
（詳細は中面右下へ） 

12 日 

○前橋市議会議員選挙 投票日 
○「前橋の美術2017」ギャラリートーク（詳細は中面右中へ） 
♪ﾛﾋﾞｰﾗｲﾌﾞ vol.10 ジャズ  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 
 ♪みんなで大合奏！part.2 
10：30～15：00 対象：管・打楽器演奏経験のある方（レベル不問です） 
参加費：午前より参加（昼食代込）1,500円 
      午後より参加（13：00～） 1,000円 
レンタル料金別途500円（楽器によっては準備できない場合もございます） 
※楽器レンタルをご希望の方は必ずお電話にてご予約をお願いします。 
問：㈱煥乎堂本店ミュージックセンター ℡027-235-8120 

13 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 407ｽﾀｼﾞｵ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

14 火 

①かようシネマ ②おや2シネマ（詳細は中面右下へ） 
♪歌声喫茶  
14：00～  前橋ﾃﾙｻ8階 欅の間 参加費：500円（ドリンク付）  
問：桑町会館 ℡027-231-9671 

15 水 

16 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 

17 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 

18 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 
○「前橋の美術2017」ギャラリートーク（詳細は中面右中へ） 
♪前橋テルサロビーコンサート「トリプルインク」 
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 
○絵本作家と妖怪のお面をつくろう！ 
13:00-15:00 中央公民館411アトリエ 要事前申込 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

19 日 
○「前橋の美術2017」ギャラリートーク（詳細は中面右中へ） 
♪「前橋の美術2017」ギャラリーコンサート（詳細は中面右中へ） 
♪スペシャルレッスンDAYおと祭り（詳細は中面右下へ） 

20 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 

21 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②おや2シネマ（詳細は中面右下へ） 

22 水 
○子育て中の親のためのコーチング講座 
10：00～12：00 まちなかサロン 参加費：無料 
問：E-mail  serena_ynn@nifty.com 

23 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 

･･･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】 
①神奈川・横浜中華街展（～2/14（火）） 
10：00～19：00 前橋スズラン本館8階大催場 
（最終日 15：00閉場） 
②バレンタインハッピーステーション（～2/14（火）） 
10：00～19：00 前橋スズラン新館5階特別催事場 
①・②問：前橋スズラン ℡027-233-1111（大代表） 
③第24回萩原朔太郎賞受賞者展覧会 
日和聡子『びるま』から『砂文』まで（～3/14（火）） 
前橋文学館 2階展示室 観覧料：一般300円、高校生以下無料 
障害者手帳をお持ちの方と介助者1名無料 
2/25（土・記念イベント日）無料 
④はじめて出逢ったあの日へ－教科書の中の萩原朔太郎－（～3/18（土）） 
前橋文学館 3階オープンギャラリー 観覧無料 
（※特別企画展・常設展示をご覧になる際は観覧料が必要です。） 
③・④9：00～17：00（入館は16：30まで） 水曜日休館 
③・④問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
○画家の眼差し－それぞれのメチエに（～2/19（日）） 
（詳細は中面右上へ） 
○前橋の美術2017～多様な美との対話～（～2/26（日）） 
（詳細は中面右中へ） 
○ya-gins vol.21杉本 篤「45Hz」（～2/26（日）） 毎週：金・土・日曜日開催 
13：00～20：00 ya-gins（弁天通り） 問：yagins2012@gmail.com 
○第8回Ｔ－１グランプリ（～3/7（火）） 
エントリー店舗は、パンフレットをご覧ください。 
問：第8回T-1グランプリ実行委員会事務局（前橋市観光振興課内） 
℡027-210-2189 
○アンナ・ヴィット 滞在制作（～3/14（火）） 
滞在場所：竪町ｽﾀｼﾞｵ（前橋市千代田町2-4-1） 
問：アーツ前橋 ℡027-230-1144 
○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 

mailto:choco.45days@gmail.com

