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今回の題字 

   株）カネコガーデンショップ 冨岡 公典さん 
 ■前橋市千代田町3-10-3 
   TEL：027-234-1221 
  弁天通り、広瀬川沿いにあるガーデン 
 ショップです。種苗はもちろん生花や観葉 
 植物、冠婚葬祭用のお花も取り扱いして 
   おります。花束やフラワーアレンジなど 
    おまかせください。 
 
    
  
     
   
  

第122号 

ツナガリズム祭り 

FM GUNMA＋前橋中心商店街 

 日時 4月16日（日）10:00～16:00 
 会場 前橋中心商店街 
     メイン会場は中央イベント広場 

 毎年恒例の「前橋中心商店街ツナガリズム祭り」が、今年は4月16日（日）に前橋中心商店街で開催されます。 
メインステージが設置される中央イベント広場を中心に、まちなかの各所、各商店街では様々なイベントが繰り 
広げられる楽しいお祭りです。ＦＭ群馬による公開生放送も予定しています。 
 また、市内飲食店７０店舗が参加した群馬県産豚肉料理コンテスト「第８回Ｔ－１グランプリ」は、約２ヶ月間に渡る 
熱戦を繰り広げ一般投票と覆面審査により入賞６店舗が決定しました。ツナガリズム祭りの中では、グランプリの 
発表と表彰式が行われます。当日は、会場で入賞メニューの販売も予定しています。 
 ぜひ、ご家族ご友人をお誘いのうえお出かけください。 
 

 春の大感謝祭 4/15（土）・4/16（日） 
  空くじなし福引  特賞上州牛すきやき肉 
 フリーマーケット in ツナガリズム祭り 4/16（日） 

中央通り 

立川町通り 

竪町レトロ市 in  ツナガリズム祭り 
  ツナガリズム祭りセール 

「第８回Ｔ－１グランプリ」入賞６店舗（パンフレット掲載順） 

   ★ビストロ ダズィ 【B.B.Q ポークリブ（まえとんリブ）】 
 ★DINING Ben    【麦豚とこだわり玉子の照り焼き丼】 
   ★29（にく）食系直球居酒屋RIVER  【上州麦豚の厚切りローストポーク】 
   ★きむち屋 【もちゅ飯】 
   ★シェ・スナガ  【とんとんステーキ重】 
 ★桃乃木 【ボリュームたっぷりソースカツ丼定食】 

入賞メニューの販売 
10：00～16：00まで 
売り切れ次第終了 
（出店数は未定） 

12：00～12：45（予定） 
中央イベント広場 

昨年の様子!! 

前橋中央通り商店街「春の大千円市」 4/15（土）・4/16（日）10：00～17：00 
  各店自慢の商品を1,000円で、その他格安プライスで 
中央通りスタンプラリー  4/15（土）・4/16（日） 
中央通り商店街3店舗で500円以上の買い物をし、スタンプを３つ集めると、  

  引換所で500円の中央通り共通金券を各日先着300名にプレゼント！ 
 Ｑのまちポイントカード大抽選会 4/16（日） 10：30～15：00 
中央通り屋台コーナー 

ＪＲ前橋駅 
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３月２５日（土）～４月１５日（土） 

まちなかキャンパス ３月・４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  

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

 
 

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 

4月3日（月）13：30～15：00 
癒しの音色  

ヘルマンハープ体験教室 

4月6日（木）10：00～12：00 
朗読教室Ⅰ 

対象：初参加の方 
参加費：初回のみ200円 
中央公民館 503学習室 

4月8日（土） 
①10：00～12：00②14：00～16：00 

ピッツァ体験教室  
中級（4回目以上の方） 

参加費：800円 
まちなか工房（中央通り） 

4月10日（月）14：30～16：00 
県庁前街づくりの課題と提案 

 
参加費：無料 

中央公民館 508学習室 

4月11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筒井ビル1Ｆ） 

4月12日（水）10：00～12：00 
相続まるわかり講座2017 
その1相続税の基本計算と 

相続税節税対策 
参加費：無料 

中央公民館 505学習室 

4月12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 505学習室 

4月13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ｽﾀｼﾞｵ 

4月13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 508学習室 

4月14日（金） 
 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 508学習室 

4月14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・2和室 

4月14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） 

4月14日（金）18：30～20：00 
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 

4月15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！山菜天ぷらを作ろう！ 

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 

4月15日（土） 
①10：00～12：00②14：00～16：00 

ピッツァ体験教室 

4月15日（土）10：00～12：00 
けん玉で遊ぼう！ 
参加費：1,500円 

（けん玉持参の場合は無料） 
中央公民館 401ｽﾀｼﾞｵ 

3/26 
（日） 

4/15 

（土） 

オズの魔法使い 
★ミュージック・ファンタジー★ 

前売券：2,300円 
当日券：2,500円 

   （大人1枚・ 
こども1枚セット券） 

お得な 
親子券 

 会場：前橋テルサ2階ホール（全席自由） 
  14：00～16：00（終演予定） 

  （開場：13：30 ） 

社会福祉法人 あい１０周年記念式典演奏会【入場無料】 

 ゴスペル星組コンサート       12：15（開場）  13：00（開演） 

 渋川ナタリ ピアノリサイタル  15：00（開場）  15：20（開演） 
会場：前橋テルサ  2階ホール 
問：社会福祉法人 あい ℡027-226-1966 

 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 
  ※こども券は高校生以下 
  （3才未満のお子様の入場はご遠慮ください。） 

14:00～ 

歌声喫茶 ８階 欅の間 

 会費：500円（ドリンク付） 
 問：桑町会館  
  ℡027-231-9671 

 12:30～13：00 

「弦・・・きらめく春」  

4/1 
（土） 

4/10 
（月） 

 会場：前橋テルサロビー1Ｆ 
  入場無料 

前橋テルサロビーコンサート 

満員御礼 

満員御礼 



関連イベント 

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） 

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－ 

 日時：4月9日（日）10：00～17：00 

 場所：弁天通り商店街  入場無料 

問：株）ThreeFour内 3!4!!Studio  ℡027-289-3487   

3/18（土）～5/30（火） 

 日  時：4月29日（土）14：00～18：00 
 会  場：アーツ前橋地下ギャラリー 
 参加費：無料（要観覧券） 
 定  員：先着40名（事前申込）  
 対    象：小学生以上 

学芸員によるギャラリーツアー 

 日    時：4月１日（土）14：30～ 
 会    場：アーツ前橋１階総合案内前 
 参加費：無料（要観覧券） 

担当学芸員による解説ツアー 

 日   時：4月23日（日）13：00～18：00 
          5月28日（日）13：00～18：00 
 会    場：アーツ前橋地下ギャラリー 
 参加費：無料（要観覧券） 

 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 

Art Meets 04  田幡浩一/三宅砂織 3/18（土）～5/30（火） アーツ前橋 ギャラリー1 

 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） 

サポーターとお話しながら作品を鑑賞 

こどもアート探検 

 日     時：4月1日（土） 14：00～ 
 参加費：無料（申込不要） 
 

担当学芸員による作品解説ツアー 

学芸員ギャラﾘｰツアー 

弁天通りに県内外のハンドメイド作家が多数出店。 
作家から直に作品の話が聞けます。 
また、食や音楽など幅広い年齢層が楽しめるイベントです。 
ぜひおでかけください。 

松平直克公前橋御帰城150年記念 

【初開催 前橋四公教養講座】 
しこう 

 前橋市では昨年、前橋ゆかりの名門四大名家である「酒井雅楽頭（うたのかみ）家」、「松平大和守家」、「秋本越中守（えっちゅうのかみ）家」 
「牧野駿河守（するがのかみ）家」の顕彰並びに墓所の国指定を目指すとともに「歴史都市まえばし」の発信を目的に、「前橋四公祭」を初めて 
開催しました。 
 前橋四公祭は今後も継続する予定ですが、そうしたイベントに加え、各大名家と前橋の関わりや、現在の前橋の基盤がどのように築かれ 
たのかを、より多くの方に知っていただくため、各大名家の顕彰イベントとあわせて「前橋四公教養講座」を連続開催していきます。 
 その記念すべき第1回目は、「松平大和守家」です。今後、四公教養講座を通じて、一人でも多くの方に前橋の歴史を再発見していただき、 
各大名家の歴史や遺産、逸話などをこれからの地域づくりに役立てていただきたいと考えています。 

 前橋四公教養講座 
• 時 間：11：00～12：00 
• 場 所：群馬県教育会館 大ホール 
       （前橋市大手町3-1-10） 
• テーマ ：松平大和守家について 
                        川越市立博物館 主査 宮原一郎さん 
• 定 員 ： 300名 
• 申 込：4/10（月）までに（要申込） 
   前橋市文化国際課宛 ℡027-898-6992 

 「御手杵の槍」サミット 
• 時 間：10：00～15：30 
• 場 所：東照宮（前橋市大手町3-13-19） 
• 展 示：松平直泰氏 奉納 御手杵の槍（複製） 
      結城市所蔵 御手杵の槍（複製） 
      刀匠 上林恒平 作 御手杵の槍（復刻） 
• 申 込：不要 どなたでもご見学いただけます 

 奉納演武 
• 時 間：13：30～13：50 
• 場 所：東照宮（前橋市大手町3-13-19） 
• 出 演：宝蔵院流高田派槍術  
       免許皆伝 粕井 隆さん 
       免許    西本 昌永さん 
• 申 込：不要 どなたでもご見学いただけます  

 刀匠 上林恒平「式部正宗」打ち初め式 
• 時 間：14：00～15：30 
• 場 所：前橋公園（東照宮隣接） 
• 出 演：横座 刀匠 上林 恒平さん 
        先手 刀匠 高橋 恒厳さん 
• 申 込：不要 どなたでもご見学いただけます。 

平成29年4月16日（日） 

【四公教養講座に関するお問合せ】 
前橋市役所文化スポーツ観光部文化国際課 
℡：027-898-6992 

【その他のお問合せ】 
結城松平博喩堂報恩舎事務局（東照宮内） 
℡：027-231-2031 

※お出かけの際には、極力、公共交通機関をご利用ください。 
※群馬県教育会館、東照宮へお車で来られる方は、 
     前橋市役所駐車場をご利用ください。 
※手話・通訳等の手配が必要な方は事前にご相談ください。 

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

『大地からの狼煙 吉田富久一による里山の土器』 

 会   期：～3月26日（日） 
 入館料：500円 

【シューベルトサロン前橋】 まちなかキャンパス 

春爛漫Sachi歌謡コンサートin広瀬川 

 日   時：4月22日（土） 13：30（開場） 14：00（開演） 
 入場料：前売/2,000円、当日/2,500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 

ワークショップ「加藤アキラと作る竹作品」 田中泯ダンス「物とカラダの間で」 



【開催中のイベント】 
○大地からの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） 
○「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  
○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 
○Art  Meets  04 田幡浩一/三宅砂織（～5/30（火）） 
（詳細は中面右上へ） 
○加藤アキラ（孤高のブリコルール）（～5/30（火）） 
（詳細は中面右上へ） 
 

３月 

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 5階  
入場料：3,000円 全席自由 
問：寺田氏 ℡027-233-2577 
○あーつひろば 
①みんなで”織り”をしてみよう  講師：鈴木 順子氏 
13：00～17：00 アーツ前橋1階 対象：どなたでも 
参加費：無料（材料が終わり次第終了） 申込不要 
②こどもアート探検 14：00～15：00 アーツ1階 
総合案内集合 
参加費：無料 対象：小学生以下 申込不要 
③アーツのかけら～缶バッジづくり～ 13：00～17：00 
④ウマくなくてもいいスタジオ 13：00～17：00 
①・③・④ アーツ前橋1階交流スペース 
（時間中出入り自由） 
参加費：無料（材料が終わり次第終了） 申込不要 
問：①～④アーツ前橋 ℡027-230-1144 
○前橋まちなか標識絵画展（～3/26（日）） 
13：00～20：00 弁天通り商店街 
問：NPO法人Maebashi Art Practice（マエバシ・アート・
プラクティス） 
Mail：  maebashiartpractice@gmail.com 
 

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（申込不要） 
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」 
（詳細は中面左上へ） 
○第一回文学フリマ前橋 
11：00～16：00 前橋プラザ元気21 にぎわいホール  
入場無料 
問：文学フリマ前橋事務局 maebashi@bunfree.net 
○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フェス公開コンテスト 
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：まえばしCMフェス事務局 ℡027-233-0845 

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 

○カミクボユウスケ個展「フリーダム」（～4/10（月）） 
11：00～19：00（初日のみ16：00） 入場無料 
問：ギャラリーアートスープ 027-289-3422 

４月 

1 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 
♪前橋テルサロビーコンサート  
12：30～13：00 （詳細は中面右上へ） 
①Art  Meet  04 田幡浩一/三宅砂織 学芸員ギャラリーツアー 
②加藤アキラ〔孤高のブリコルール〕 学芸員ギャラリーツアー 
（①・②詳細は中面右上へ） 
○管球アンプ視聴会（～4/2（日）） 
①11：00～②13：30～③14：30～④15：30～⑤16：30～ 
4/2（日）は①～④まで 入場無料 前橋市芸術文化れんが蔵 
問：前橋管球愛好会 イトウ商事（株）内伊藤氏 090-3006-4226 

2 日 

3 月 ○弁天ワッセ 10:00～17:00 弁天通り商店街 
 問：弁天通り商店街振興組合 ℡027-231-6751 

4 火 

5 水 

6 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 

7 金 

8 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 

9 日 ○弁天クラフトマーケット（詳細は中面右下へ） 

10 月 ♪歌声喫茶（詳細は中面左上へ） 
 

11 火 

12 水 

13 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 

14 金 

15 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 
♪社会福祉法人 あい10周年記念式典演奏会 
（詳細は中面左上へ） 
③前橋中央通り商店街「春の大千円市」（～4/16（日）） 
④中央通りスタンプラリー（～4/16（日）） 
⑤Ｑのまちポイントカード大抽選会 
⑥春の大感謝祭（～4/16（日）） 
（③～⑥は表紙特集へ） 

･･･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 

mailto:maebashiartpractice@gmail.com

