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今回の題字 

   前橋市民健康クラブ  
   ウォーキングステーション 近藤 里沙さん 
 ■前橋市千代田町2-10-13（銀座通り） 
   TEL：027-226-1574 
  活動量計を活用した健康指導・健康相談を 
  実施し、毎月1回ウォーキングイベントを開催 
   しております。ただ今、会員を募集中です。 
     
   
 
    
 
 
 
 

  

第121号 

第一回文学フリマ前橋 

初開催 

日時：３月２６日（日） １１：００～１６：００ 
会場：前橋プラザ元気２１ にぎわいホール 他 

一般来場：無料  
   2014年から、全国各地の有志が「文学フリマ」を開催できるように支援するプロジェクト「文学フリマ百都市構想」が 
始まりました。これまで、大阪、金沢、福岡、札幌、岩手、東京と開催都市数は13都市を数え、累計開催数は、36回を 
数えます。その中で、初めて前橋市で文学フリマを開催することとなりました。日本近代詩の父萩原朔太郎をはじめ、 
平井晩村、高橋元吉など多くの詩人や高斎正、橋本純といった作家、コピーライター糸井重里、映画監督小栗康平など 
多くの才能を輩出してきた本市には、自由な文学表現を育む土壌が脈々と受け継がれています。 
  ぜひ、この機会に前橋で開催される「文学フリマ前橋」に足を運んでください。 

文学作品展示即売イベントを開催いたします。 
ここだけの文学作品が各地から集います。 

【過去開催した文学フリマの様子】 

提供：文学フリマ事務局（撮影：山本純氏） 

 文学フリマとは 
    文学フリマは、評論家の大塚英志氏のよびかけによって2002年に始まった文学作品の展示即売会です。 
  会場では、プロ・アマチュア問わず、作者自身が出店者となって「自分が＜文学＞と信じるもの」を販売できます。 
  本格的な自費出版本はもちろん、コピー機で印刷してホチキスでとめただけの簡易な本・手書きのノート・Ｔシャツ、 
  CDやDVDなどの形式を問わず、さらに小説・詩歌・評論・児童文学・絵本・ノンフィクション・写真集などジャンルも 
  問わない、発表の場を提供しています。参加者の年齢は、20代・30代を中心に高校生から70代までと幅広く、歴史 
  ある文芸同人誌や大学サークルのほか個人も多数参加しています。 

 主催：文学フリマ前橋事務局 
 公式サイト http://bunfree.net/ 
                           （お問い合わせフォームあり） 
 Twitter        https://twitter.com/bunfreemaebashi 
 問合わせメールアドレス maebashi@bunfree.net 
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３月１０日（金）～３１日（金） 

 
 

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 ３月の講座 

3月11日（土）10：00～12：00 
ピッツア体験教室中級 
（4回目以上の方） 
参加費：800円 
まちなか工房 
（中央通り） 

3月11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 

3月11日（土）14：30～16：00 
サイエンスカフェin前橋② 

「どこでどう使う？“燃料電池”」 
参加費：500円（飲物代） 

広瀬川バル 風河 
（前橋文学館1Ｆ） 

3月12日（日）13：00～14：00 
美味しい珈琲入れ方教室 

～本当の味をプロがお教えします～ 
参加費：500円 

（前日からｷｬﾝｾﾙ料有） 

珈琲専門店焙煎館（千代田町2-8-9） 
 

3月12日（日）14：00～15：00 
萩原雅美ソプラノコンサート2017 
参加費：2,000円（当日2,500円） 

（ドリンク付） 

シューベルトサロン前橋 
（広瀬川美術館） 

3月12日（日）14：00～15：00 
前橋商業高校 

まちなかコンサート 
参加費：無料 
（申込不要） 

中央イベント広場（中央通り） 

3月12日（日）15：30～16：00 
3月31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） 

3月13日（月）13：30～15：00 
木質バイオマスを活用した 
再生可能エネルギーの課題 

参加費：無料 
中央公民館 504学習室 

3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 

3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 
kigi 

（本町2-1-3 筒井ﾋﾞﾙ1Ｆ） 

3月15日（水）13：30～15：00 
ストレスを生かす生き方 

～アクティブエイジング講座～ 
参加費：無料 

中央公民館 503学習室 

3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 506学習室 

3月16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 505学習室 

3月16日（木）①10：30～11：45 
②13：15～14：30③18：45～20：00 

リセットストレッチ 
参加費：300円 

①中央公民館 第1和室 
②③中央公民館 第1・2和室 

3月16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 

3月17日（金）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 510学習室 

3月17日（金）10：30～11：45 
3月23日（木）10：30～11：45 

いきいき健康体操 
参加費：200円 

中央公民館 第1・2和室 
 

3月17日（金）19：00～21：00 
ドイツのボードケーム・ 
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） 

3月18日（土）10：00～13：00 

四季の野菜とハーブの採れたて
を食べよう！古代米のおはぎづくり 

参加費：800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 

3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     
（ケン玉代1,500円） 

中央公民館 401ｽﾀｼﾞｵ 

3月18日（土）14：00～15：30 
群馬から発信する交通・まちづくり 

前橋の公共交通の再構築に向けて
参加費：無料 

中央公民館 501・502学習室 

3月19日（日）10：30～12：30 
きものクリニック 

きもの（絹）は優れもの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） 

3月19日（日）13：30～15：30 
前橋の蚕糸業を学ぶ 
～過去・現在・未来～ 

参加費：無料 
中央公民館 501・502学習室 

3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     
（ケン玉代1,500円） 

まちなかサロン（中央通り） 

3月22日（水）14：00～15：30 
これからの「終活」と「ソナエ」 
第3回自己責任とエンディングノート 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

3月23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 

3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） 

3月25日（土）10：00～12：30 
春休み親子パン教室 
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 

3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 
（申込みは24日の正午まで） 

前橋プラザ元気21 3Ｆ 
市民活動支援センター会議室 

3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 

3月28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・2和室 

3月29日（水）13：30～14：30 
前橋財務事務所 

公開講座シリーズその⑲ 
国有財産の売却制度について 

参加費：無料 
中央公民館 505学習室 

http://igoo.info/ 

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 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 

知りたい 
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やってみたい 

まちなかイベントを 
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演劇 
教育 
文学 
ファッション 



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

前橋市立図書館開館百周年記念 

『演劇のつどい』 

3月19日（日） 
演目：さねとうあきら原作  

出演：ぺルソナ館＆前橋市児童文化センター演劇クラブ 

 午前の部：10：30（開演）  10：00（開場） 
 午後の部：14：00（開演）  13：30（開場） 

 会   期：3月18日（土）～5月30日（火） 
 会   場：アーツ前橋 ギャラリー1 
 観覧料：無料 

加藤アキラ〔孤高のブリコルール〕 
－それでも前衛美術であり続けること－ 

3/18（土）～5/30（火） 

ArtMeets04 田幡浩一/三宅砂織 企画展 

【ワークショップ「円の縁」】 
 日  時：3月19日（日） 14：00～16：00 
 会    場：アーツ前橋ｽﾀｼﾞｵ 定員20名 
       （対象：どなたでも 未就学児は保護者同伴） 
 参加費：無料（事前申込） 

大地からの狼煙  
吉田富久一による里山の土器 

 会  期：3月10日（金）～3月26日（日） 
         10：00～17：00 
 入館料：500円 

【こどもアート探検】 
 日  時：3月25日（土） 14：00～ （対象：小学生以下）  
 参加費：無料（申込不要） 集合：アーツ前橋1階総合案内前 

 観覧料：一般500円（300円） （）内は10名以上の団体料金 
            学生・65歳以上300円/高校生以下無料 
 
   ※4/16（日）「前橋中心商店街ツナガリズム祭り」のため観覧無料 
   ※障害者手帳等をお持ちの方と介護者1名は無料 
   ※トワイライト割：17時以降に入館された方300円 

日時：3月25日（土） 
       13：00～17：00 

①みんなで“織り”をしてみよう  

  あーつひろばで使用するクッションカバーになる布をみんなで織ります。 
  布を細長く切ったり、結んで長い紐にしたり、織ったりみんなで協力しよう。 
  ずれたり、くちゃっとなったり、ぴしっとしたり。いろいろな織りの表情を楽し 
    もう。 

 講師：鈴木 順子 
 時間：13：00～17：00 
 会場：アーツ前橋１階 

※織った布はお持ち帰りいただけません。 
  お持ち帰りしたい方は同日14：00～18：00に 
  ミュージアムショップで開催している体験会（有料）へ 
  ご参加ください。（℡：027-289-8094） 

②こどもアート探検  14：00～15：00 

  アーツ前橋の建物の中や展覧会をみんなで 
  探検しよう！ 
③アーツのかけら   13：00～17：00 

 ～缶バッジづくり ～ 

  建物や展覧会の中からヒントを見つけてちいさな 
  アーツのかけらを作ろう。（１人1個まで） 
④ウマくなくてもいいスタジオ 13：00～17：00 
      色んな材料や道具で好きなものを作っちゃおう！  

★申   込：①～④は申込不要   ★対象：①・③・④どなたでも（※①は未就学児は保護者同伴） 
★参加費：①・③・④無料          ②は小学生以下 
★定  員：①・③・④特になし（材料が終わり次第終了します。） 

③・④は、アーツ前橋1階交流スペースにて時間中 
出入り自由です。 

問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

むかしむかし・・・ 
 恩返しにイタコのばば様に、何の病気もたちどころに治してしまうと 
いう浄瑠璃をきかせた、キツネがおったと。 
 ばばさまは、ばれないようにキツネを背負って、キツネの浄瑠璃で 
村人たちの病気を次から次へ治して歩いた。 
   とうとうそのうわさは、お殿さまの耳まで届いて・・・ 

前橋ミュージカル同好会 

ロミオとジュリエット 3月20日（月）祝日 

（中央公民館3階窓口にて 
 入場整理券を配布しております。） 

 13：30（開演） 先着400名 

出演：ＢａＭｂｉｎａ（バンビーナ） 

バンビーナは、ミュージカルを愛してやまない女子高校生によるミュージカル 
団体です。 
2010年の結成以降、演出家の武正先生のご指導のもと、毎月ひとりひとりが 
真剣にミュージカルと向き合い、その素晴らしさを伝えようという気持ちで無料 
公演を行っております。 

問：前橋市中央公民館 ℡027-210-2199 

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） 

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

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） 
URL:http://www.maebashibungakukan.jp 

萩原朔太郎第一詩集『月に吠える』刊行100年記念 

今から百年前の2月15日、萩原朔太郎の第一詩集『月に吠える』が、 
発行されました。これを記念して『月に吠える』に収められた詩作品の 
人気投票を行います。55篇の中から、お好きな一篇を選んで投票 
してください。 

また、『月に吠える』への想いや、人気ランキングへの一言なども募集し
ております。  
人気投票及び一言フォーラムは、ホームページへアクセスしてください。               

対象：市内在住・在勤の人 

BaMbina（バンビーナ）ミュージカルワークショップの開催 



22 水 

○講演会「住みやすいまち研究」 
開場：18：30 開演：19：00 前橋テルサ 
参加費：無料 定員：489名（先着） 
問：公益社団法人前橋青年会議所事務局℡027-234-3670 
○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 

○春のこどもフェスティバル おはなし会 
14：00～15：00 前橋こども図書館 おはなしひろば 
対象：どなたでも 
問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 

24 金 

25 土 

○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 
 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
♪寺田弦楽四重奏団コンサート 
18：30～（18：00開場） 煥乎堂ホール  
入場料：3,000円 全席自由 
問：寺田氏 ℡027-233-2577 
○あーつひろば（詳細は中面右中へ） 

26 日 

○前橋公園ウォーキング会 
9：00～ 前橋公園管理センター前 参加費：無料 
問：前橋市民健康クラブ ウォーキングステーション℡027-226-1574 
○ミュージック・ファンタジー「オズの魔法使い」 
14：00～16：00予定（開場13：30） 前橋テルサ  2階ﾎｰﾙ 
チケット：前売券 一般2,100円/こども券500円 
       当日券   一般2,300円/こども券700円 
お得な親子券（大人1枚・こども1枚セット券）前売券:2,300円当日券：2,500円 

問：前橋テルサ ℡027-231-3211 
○第一回文学フリマ前橋（詳細は表紙特集へ） 
○はしめて絵本のおはなし会 
11：00～12：00 前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○まえばしCMフェス公開審査 
15：00～ シネマまえばし 対象：一般  入場無料 先着100人（当日
午前11時よりシネマまえばしにて整理券を配布） 
問：政策推進課 ℡027-898-6513 

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 

29 水 

30 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 

31 金 

３月 

10 金 ○大地から狼煙吉田富久一による里山の土器（～3/26（日）） 
（詳細は中面右下へ） 

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 
○標識絵画づくりワークショップ 
11：00～19：00 map前橋“市民”ギャラリー 
参加費：500円（材料代） 申込不要（当日会場へ） 
問：NPO法人Maebashi Art Practice（マエバシ・アート・プラクティス） 
   Mail:maebashiartpractice@gmail.com 

12 日 

♪萩原雅美ソプラノコンサート2017 
14：00開演（13：30開場） シュｰﾍﾞﾙﾄサロン前橋（広瀬川美術館内） 
入場料：前売り2,000円（当日2,500円） 全席自由 ドリンク付 
問：ピアノプラザ群馬 高崎本店 ℡027-363-1262 

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  上映映画 「キリマンジャロの雪」 
11：00～ シネマまえばし 入場無料 先着100名 
②おや2シネマ  上映映画 「トムとジェリー、今日も 
仲良くケンカ中！『メリークリスマス』『台所戦争』 他6話」 
15：00～ シネマまえばし 入場無料 先着50名 
①・② 問：にぎわい商業課 ℡027-210-2273 
♪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 

○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 3階 ホワイエ 
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 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新小学一年生おはなし会「一年生になるんだもん！」 
11：00～12：00 前橋こども図書館 
対象：来年度新一年生 
②おはなしの会 13：30～14：00 前橋こども図書館 
③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・③ 問：前橋こども図書館 ℡027-230-8833 
○ArtMeets04 田幡浩一／三宅砂織（～5/30（火）） 
（詳細は中面右中へ） 
○加藤アキラ展〔孤高のブリコルール〕（～5/30（火））  
（詳細は中面右中へ） 
♪第314回前橋テルサロビーコンサート 
出演者：詩季～SHIKI 
12：30～13：00 前橋テルサロビー1Ｆ 入場無料 
問：前橋テルサ ℡027-231-3211 

19 日 

○演劇のつどい「おこんじょうるり」（詳細は中面右上へ） 
○ワークショップ「円の縁」（詳細は中面右中へ） 
○「新・郷土の作家たち」（～4/9（日）） 
9：00～17：00（入館は16：30まで） 水曜日休館 
前橋文学館 2階展示室 観覧無料 
問：前橋文学館 ℡027-235-8011  

20 月 

○前橋ミュージカル同好会「ロミオとジュリエット」 
（詳細は中面右上へ） 
○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 403ｽﾀｼﾞｵ 
問：ハルナ眼鏡 ℡027-231-6785 

21 火 

･･･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。） 
①・②9：00～17：00（入館は16：30まで） 水曜日休館 
①・②問：前橋文学館 ℡027-235-8011 
○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 


