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群馬県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

各所 ③ ぐんまの文化めぐり子どもツアー
群馬県内の地域の文化資産を巡る子どもバスツアーを実施し、子どもた
ちにふるさとへの愛着と誇りを醸成するとともに、親子の触れあいの場を
提供します

8月～12月 県内各地 群馬県 http://toptour.jp/sit/gunma-bunkameguri/

前橋市 ③
第３５回県民芸術祭
【第３5回ぐんま県人物画展】

会員及び一般公募による油彩・水彩・日本画・パステル画・デッサン他、人
物画作品を展示します。

10月30日～11月6日
群馬県生涯学習セ
ンター

群馬県人物画協会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団）

無料 http://www.manabi.pref.gunma.jp/

前橋市 ③
第３５回県民芸術祭
【第48回群馬県吟剣詩舞道大会】

県内32団体の会員による吟詠・剣舞・詩舞等の発表大会です。 11月6日 前橋市民文化会館

群馬県吟剣詩舞道総連盟
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団）

無料 http://www15.wind.ne.jp/~mae-shibun/

前橋市 ③
第３５回県民芸術祭　【高校芸術
祭　　　　　　　音楽　個人演奏会】

県内高校生による文化芸術活動の総合的な発表会で個人による音楽演
奏会を行います。

11月17日 前橋市民文化会館

群馬県高等学校文化連盟
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www15.wind.ne.jp/~mae-shibun/

前橋市 ③
第３５回県民芸術祭　【高校芸術
祭　囲碁　　　　　　関東高校囲碁
選手権群馬県大会】

県内高校生による文化芸術活動の総合的な発表会で関東高校囲碁選手
権の群馬県大会を行います。

10月29日,11月6日
群馬県生涯学習セ
ンター

群馬県高等学校文化連盟
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www.manabi.pref.gunma.jp/

前橋市 ③
第３５回県民芸術祭　【第36回全
群馬民謡民舞コンクール大会】

県内全域から参加する多くの会員が集大成を競い合う民謡コンクールで
す。

11月20日 前橋テルサ

群馬県民謡連盟
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 群馬県民謡連盟　　　　　　027-253-0165

前橋市 ③
第３５回県民芸術祭
【第68回温故和楽会定期演奏会】

会員による邦楽・邦舞の定期演奏会です。 11月20日
ベイシア文化ホー
ル　　　　　(群馬県
民会館）

温故和楽会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/

前橋市 ② 学園祭「桃の木祭」 学生による研究発表、施設開放、模擬店出店、進学相談等 11月5日,6日 大学構内 群馬県立県民健康科学大学 無料 http://www.gchs.ac.jp

前橋市 ③④ 蚕糸技術センターセンター公開 研究の成果、蚕の展示、繭やシルクを使用した体験を行います。 10月28日
蚕糸技術センター
本館

蚕糸技術センター 無料 http://www.pref.gunma.jp/07/p14710007.html

前橋市 ②
第50回統計グラフ群馬県コンクー
ル優秀作品展示

平成23年度統計グラフ群馬県コンクールで入賞した作品を展示します。 10月21日～23日
群馬県庁1階県民
ホール

群馬県・群馬県統計協会 無料  群馬県企画部統計課027-226-2402

前橋市 ②
土砂災害防止に関する作品コンク
－ル展示会・表彰式

毎年６月を土砂災害防止月間と定めており、行事の一環として次代を担う
小中学生に土砂災害防止についての理解と関心を深めてもらうため実施

11月21日～24日 県庁県民ホ－ル
群馬県県土整備部
砂防課

無料 http://www.pref.gunma.jp/07/b2100157.html

前橋市 ① 金融経済講演会
経済学者．伊藤元重教授による、金融・経済等に関する知識の普及を目
的とした講演会

11月10日 群馬会館ホール 群馬県金融広報委員会 無料 電話027-226-2273

前橋市 ④ 第82回群馬県創意くふう作品展 県内の児童生徒及び一般の方から発明作品を募集し、展示公開します。 11月4日～6日
群馬産業技術セン
ター

一般社団法人群馬県発明協
会

無料 027-287-4500

前橋市 ① 資料展示「戦後のベストセラー」
県立図書館所蔵の資料を展示・紹介します。今回の資料展示では、国内
のベストセラーについて、その年の出来事などと合わせ紹介します。

10月21日～12月25
日

群馬県立図書館 群馬県立図書館 無料 http://www.library.pref.gunma.jp/

前橋市 ① 第９回群馬県図書館大会
県内の図書館員や関係者が一同に会し、図書館を取り巻く諸問題を研究
討議する。

11月17日 群馬県立図書館 群馬県立図書館 無料 http://www.library.pref.gunma.jp/

前橋市 ③
"関東の華"前橋城～ときめきの
県庁前史

前橋城の発掘資料や古代体験用具などを展示 10月7日～11月13日
県庁31階物産展示
室

群馬県教育委員会文化財保
護課

無料
文化財保護課
027-226-4694

前橋市 ③ 地区公民館文化祭 作品展示・舞台発表・特別企画展・模擬店等を開催します。 10月～11月 市内１５公民館 前橋市教育委員会 無料
生涯学習課
027-210-2198

前橋市 ① 市民講座 教育者、スポーツ選手等の有識者の講演会を毎年開催しています。 10月13日,21日,28日
前橋市総合
福祉会館

前橋市教育委員会 無料
中央公民館
027-210-2199

前橋市 ③ 市民芸術文化祭
自然趣味盆栽展・吟剣詩舞道発表会・日本舞踊のつどい・彫塑工芸絵画
展・短歌俳句川柳作品展・華道展・ダンスバレエフェスティバルを開催しま

　10月21日～11月13
日

市民文化会館 前橋市 無料
文化国際課
027-898-5825

前橋市 ①
前橋市青少年
健全育成大会

伝統芸能の継承活動の発表、標語・絵画の顕彰、少年の主張発表、実践
発表及び講演会を開催します。

10月22日 前橋テルサ 前橋市教育委員会 無料
青少年課
027-898-5874

前橋市 ③
前橋市中央公民館
文化祭

中央公民館を利用して活動する団体や、及び前橋中央公民館主催の学
習団体が一堂に会し日頃の成果を発表する文化祭です。

10月22日,23日 中央公民館 前橋市教育委員会 無料
中央公民館
027-210-2199

前橋市 ②
前橋市児童生徒
理科研究発表会

前橋市内の小中学校の児童生徒が、各会場に分かれて、授業や部活ク
ラブ活動、夏休みの自由研究で行った研究結果を発表します。

10月29日 桂萱東小学校 前橋市教育委員会 無料
学校教育課
027-898-5862

前橋市 ②
海外研修事業
帰国報告会

オーストラリアシドニーでの海外研修を経験した中学生による体験発表会
を行います。

10月29日 総合福祉会館 前橋市教育委員会 無料
青少年課
027-898-5874

前橋市 ① 明寿大学公開講座 明寿大学の講座学習を広く市民に公開します。 10月31日,11月14日 中央公民館 前橋市教育委員会 無料
中央公民館
027-210-2199

前橋市 ① おはなしの会
同じ日に行われる「ふれあい図書館まつり」にあわせて、子どもたちへ読
み聞かせをします。

11月3日 こども図書館 前橋市教育委員会 無料
市立図書館
027-230-8833

前橋市 ③ 文化の日のつどい
合唱団やジュニアオーケストラの発表をはじめ、科学教室、工作教室、ボ
ランティアによる多様な活動等、子どもたちのための事業を開催します。

11月3日
児童文化
センター

前橋市教育委員会 無料
児童文化センター
027-224-2548

前橋市 ②
若い芽のポエム
贈呈式・朗読会

詩によるまちづくりを推進している前橋市において実施する小学生・中学
生・高校生を対象にした詩のコンクールです。

11月19日 前橋テルサ 前橋市 無料
文化国際課
027-898-5825

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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前橋市 ② まえばし学校フェスタ２０１１
各学校の日頃の教育活動を学校文化と捉え、広く保護者や市民に知って
機会を作ります。絵画・書道・立体作品の展示、合唱やアンサンブルの発
表をします。

11月26日,27日
前橋プラザ
元気２１

前橋市教育委員会 無料
学校教育課
027-898-5865

高崎市 ③
第３５回県民芸術祭
【第62回群馬県華道展覧会】

県内３５流派の生け花作品を一堂に展示します。 10月27日～11月1日
高崎高島屋　6階催
場

群馬県華道協会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団）

無料 (財)群馬県教育文化事業団　　　　　　027-224-3960

高崎市 ③
第３５回県民芸術祭
【第62回群馬県美術展覧会】

日本画・洋画・彫刻・工芸の一般作品及び美術会会員の作品を展示しま
す。

11月14日～23日
群馬県立近代美術
館

群馬県美術会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団）

無料 http://www.mmag.gsn.ed.jp/

高崎市 ③
第３５回県民芸術祭　【高校芸術
祭　美術工芸・書道・写真(作品展
示会）】

県内高校生による文化芸術活動の総合的な発表会で美術・工芸・書道・
写真作品の展示会を行います。

11月3日～9日
高崎シティギャラ
リー

群馬県高等学校文化連盟
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www.takasaki-bs.jp/gallery/

高崎市 ③

第３５回県民芸術祭　【県民と創る
特別展示「映画ポスター大林コレ
クションⅡ－思い出のスクリーン
－」】

当館所蔵の映画ポスター「大林コレクション」5,819点の中から、心に残る
思い出の名作を洋画、邦画ともに選りすぐり紹介します。また、映画看板
の再現や上映会、映画音楽の鑑賞等を開催します。

10月1日～11月27日
群馬県立歴史博物
館

群馬県立歴史博物館
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

http://www.grekisi.gsn.ed.jp/

高崎市 ③
企画展示「マルク・シャガール版画
展　　　この愛しき世界　宇都宮美
術館所蔵品を中心に」

宇都宮美術館と当館所蔵の作品を中心に20世紀を代表する画家マルク・
シャガールの版画を紹介します。＊前後期展示替えあり

9月17日～11月3日
群馬県立　　近代美
術館

群馬県立　　近代美術館 http://www.mmag.gsn.ed.jp/

高崎市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放 10月28日
群馬県立　　近代美
術館

群馬県立　　近代美術館 無料 http://www.mmag.gsn.ed.jp/

高崎市 ①
県民と創る特別展示「映画ポス
ター　　　　　大林コレクションⅡ」

当館所蔵の映画ポスターコレクションの中から、心に残る思い出の名作を
洋画・邦画ともに選りすぐり紹介し、映像文化についての理解を一層深め
ていただこうとするものです。

10月1日～11月27日
群馬県立歴史博物
館

群馬県立歴史博物館 027-346-5522

高崎市 ①
制作実演会「絵看板ー時代を画く
－」

現役の映画看板絵師による懐かしい絵看板ができるまでの工程を間近で
ご覧いただけます。

10月16日
群馬県立歴史博物
館

群馬県立歴史博物館 027-346-5522

高崎市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放 10月28日
群馬県立歴史博物
館

群馬県立歴史博物館 無料 027-346-5522

高崎市 ①
ミュージアム・コンサート「ギターで
つづるスクリーンミュージック」

味わい豊かな十弦ギターが奏でる思い出の映画音楽の名曲をお楽しみ
いただく演奏会です。

10月30日
群馬県立歴史博物
館

群馬県立歴史博物館 無料 027-346-5522

高崎市 ① ギャラリー・トーク
映画ポスターの中に表された当時のくらしや映像文化についてお伝えす
る展示解説会です。

11月3日
群馬県立歴史博物
館

群馬県立歴史博物館 027-346-5522

高崎市 ①
第７4回企画展　「夭折の詩人　長
澤延子･中沢清展－17歳と22歳で
逝った若者からのメッセージ」

詩と絵の才能を期待されながら22歳で病死した中沢清（１９３２-１９５４）と
戦後の混乱期を懸命に生きながらわずか17歳で自ら命を絶った長澤延
子（１９３２-１９４９）を取り上げ、その青春の軌跡をたどります。短い生涯
の中に凝縮された思いや、その成果としての詩作や芸術を、時代背景や
風土とともに紹介します。

10月8日～12月4日
群馬県立土屋文明
記念文学館

群馬県立土屋文明記念文学
館

http://www.bungaku.pref.gunma.jp/

高崎市 ①
朗読会「見者の詩人　長澤延子－
時を越える詩の響き－」

第７４回企画展「夭折の詩人　長澤延子・中沢清展」関連行事
講師：江古田詩人会（えこし会）

10月29日
群馬県立土屋文明
記念文学館

群馬県立土屋文明記念文学
館

無料 http://www.bungaku.pref.gunma.jp/

高崎市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放 10月28日
群馬県立土屋文明
記念文学館

群馬県立土屋文明記念文学
館

無料 http://www.bungaku.pref.gunma.jp/

高崎市 ① 悪質商法被害防止講演会
心理学者．富田隆教授による、消費者被害の未然防止を目的とした講演
会

11月16日
高崎シティギャラ
リーコアホール

群馬県 無料 電話027-226-2284

高崎市 ③ 上野国分寺古代史講座
文化財保護についての理解と活用を図るため、「上野国府と国分寺」と題
した講演会を開催する。

10月16日 高崎市国府公民館
群馬県教育委員会文化財保
護課

無料
文化財保護課
027-226-4684

高崎市
①②
③

ぐんま食育フェスタｉｎ高崎 講演会、食育に取り組んでいる団体等による展示・体験・試食コーナー等 11月19日
もてなし広場
高崎市総合保健セ
ンター

群馬県・高崎市 無料

高崎市 ③
技法講習会「草木染・ろう染講習
会」

ろうで絵柄を描く手法で草木染を学び、スカーフなどを染める。
10月25日～12月6日

の6回
高崎市染料植物園 高崎市 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/senryou/index.htm

高崎市 ③
草木染ワークショップ「はじめての
草木染」

初心者を対象に草木染の基礎を学ぶ。
10月8日～11月19日

の4回
高崎市染料植物園 高崎市 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/senryou/index.htm

高崎市 ③
こどもワークショップ「親子で♪草
木で♪作って遊ぼう－ネイチャー
クラフト」

秋の木の実や草の実の特徴を調べて遊んだり、おもちゃ作りなどを楽し
む。

10月23日 高崎市染料植物園 高崎市 無料 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/senryou/index.htm

高崎市 ③
秋の自然観察会「行こう！里山た
んけん紅葉の観音山を歩く」

秋の葉、草の実や木の実、それを食べる生きものや里山の姿の変化など
を観察する。

11月3日 高崎市染料植物園 高崎市 無料 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/senryou/index.htm

高崎市 ③
特別講習会「藍染布でコサージュ
をつくる」

藍染めした布で、八重咲きのバラの花のコサージュをつくる。 11月13日 高崎市染料植物園 高崎市 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/senryou/index.htm

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

群馬県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

高崎市 ③
特別講習会「草木染・山桜の落ち
葉で染める」

山桜の落ち葉で草木染を学び、帯揚げを染める。 11月20日 高崎市染料植物園 高崎市 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/senryou/index.htm

高崎市 ③
企画展「伊勢崎の太織ー江戸の
特産品」

伊勢崎は銘仙でその名を馳せたが、江戸時代から、明治にかけて銘仙の
前身となった太織が盛んに生産されていた。太織とは草木で染められた
素朴な熨斗糸等を使って地機で織られた織物で、その丈夫さ・軽さ・温か
さ・着心地の良さから庶民にもてはやされ、江戸時代には伊勢崎の特産
品となった。本展では、江戸から明治にかけての着物や縞の見本帳、糸
作り・織りなどの道具を通じて伊勢崎の「太織」を紹介する。

10月15日～11月27
日

高崎市染料植物園 高崎市 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/senryou/index.htm

高崎市 ③
企画展関連イベント「上州の太
織ー糸の話」

芝崎重一氏を講師に、太織とはどのような織物か、また太織に使われた
糸の作り方や特徴についての講話。

10月30日 高崎市染料植物園 高崎市 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/senryou/index.htm

高崎市 ③
企画展「脇田和　心のなかの暖か
な部屋」

軽井沢の脇田美術館所蔵作品を中心に、当館所蔵作品をあわせて展示
し、ドイツ時代の習作から晩年の円熟した画域にいたる作品をとおして脇
田和の詩情あふれる世界を紹介する。

9月14日～11月10日 高崎市美術館 高崎市 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/art_museum/art/index.htm

高崎市 ③
企画展　　　　　　「トップランナー
日本画の若き力」

現在の日本画界で熱い注目を集める、福井江太郎、加藤丈史、神戸智
行、岩田壮平の作品をご紹介します。

9月10日～11月6日
高崎市タワー美術
館

高崎市タワー美術館 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/art_museum/t/index.htm

高崎市 ③
ギャラリートーク
神戸智行・岩田壮平

企画展「トップランナー　日本画の若き力」の出品作家が展覧会に来場さ
れているお客様を対象としてギャラリートークを行います。

10月23日
午後2時～

高崎市タワー美術
館

高崎市タワー美術館 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/art_museum/t/index.htm

高崎市 ③
ワークショップ　　　　「墨で描こ
う！」

企画展「トップランナー　日本画の若き力」の出品作家福井江太郎を講師
に迎えて墨を使って絵を描くワークショップを行います。

10月30日
午後2時～午後4時

高崎市タワー美術
館会議室

高崎市タワー美術館 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/art_museum/t/index.htm

高崎市 ①
第35回企画展「ようこそ、建郡
1300年の地へ　古代多胡碑展-人
びとの衣・食・住-」

多胡郡建郡1300年を迎えた高崎市吉井地域からの出土遺物を通して、
古代の人びとの暮らしをご紹介します。

10月8日～11月27日 多胡碑記念館 高崎市教育委員会 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/ky-bunkazai/tagohi/index.htm

高崎市 ①
第20回特別展
「馬と共に生きる～馬具から見た
古墳時代～」

　高崎市内出土の馬具を中心とした群馬県内出土の馬具を展示し、この
地を治めた王たちや人と馬との関わりを再確認していきます。

9月25日～11月20日
かみつけの里博物
館

高崎市教育委員会 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/kamihaku/index.htm

高崎市 ①
企画展「輝ける大刀-古墳時代の
装飾」

群馬県内から発掘された、装飾性豊かな飾り大刀を、龍や鳳凰、獅子と
いったデザインごとに紹介します。また、施された透かし模様や象嵌など
から、古墳時代の金工技術にも迫ります。

10月22日～12月11
日

観音塚考古資料館 高崎市教育委員会 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/kannonzuka/index.htm

高崎市 ①
秋季企画展「人と生きものの知恵
くらべ　歴民捕物帳」

人が生きものの生態を観察し、その習性を利用して考え出した道具を展
示します。人と生きもののかかわり方などについて、所蔵する実物の道具
３０点を使って紹介します。

9月17日～11月13日 歴史民俗資料館 高崎市教育委員会 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/rekimin/index.htm

高崎市 ③ 小企画展「押し花展」 高崎市文化協会榛名支部押し花部の作品を展示します。 11月2日～12月26日
榛名歴史民俗資料
館

高崎市教育委員会 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/harureki/index.htm

高崎市 ① 企画展「吉井の明治維新」
「①開国②横浜開港と吉井」③吉井藩の変革④騒動と戦争⑤維新と吉
井」にわけてゆれ動く吉井を展示します。

10月１日～12月４日 吉井郷土資料館 高崎市教育委員会 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/ky-bunkazai/kyoudo/index.htm

高崎市 ① 青少年健全育成大会
市内の青少年健全育成に関わる各機関・各団体の関係者が一同に会
し、市民とともに青少年の健全育成に関する共通の認識を確立し、地域
における青少年健全育成活動のより一層の推進を図ります。

11月12日
高崎シティギャラ
リー・コアホール

高崎市教育委員会 無料 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/ky-seishounen/kenzen/taikai.htm

高崎市 ② 小中連合音楽祭
小中学校の音楽学習の発表の場として、昭和２５年から始まり今年で６２
年目を迎える伝統的な行事です。市内の小学校５８校、中学校２５校が３
日間にわたり、音楽学習の発表を行います。

11月8日～10日 群馬音楽センター
教育委員会小学校長会中学
校長会

無料 高崎市教育委員会学校教育課　　０２７－３２１－１２９３

高崎市 ②
「地球市民の日２０１１」
学校環境活動展

たかさき地球市民環境会議教育部会では、市内全ての小・中・特別支援
学校の環境活動の様子をパネルや模造紙で展示します。

10月28日～11月1日
高崎シティギャラ
リー たかさき地球市民環境会議

教育部会事務局
無料 高崎市教育委員会学校教育課　　０２７－３２１－１２９３

高崎市 ③
第２２回高崎マーチングフェスティ
バル

「音楽のある街・高崎」を代表する市民参加型のイベントとして、毎年10月
に開催されている。市内のスクールバンドを中心に、国内外の有力バンド
を招聘し、マーチングの魅力を市民に紹介する。

10月22日,23日
シンフォニーロード
～城南野球場

高崎マーチングフェスティバ
ル協会

http://www.takasakimarching.com/

高崎市 ③ 第１７回高崎伝統民俗芸能祭り
伝統民俗芸能の文化的価値の再認識と保存継承活動の一助とすること
を目的に、市内各地に伝わる獅子舞や神楽などの伝統芸能を市民に広く
紹介する。

11月6日 高崎市文化会館
高崎伝統芸能民俗祭り実行
委員会

無料

高崎市 ③ 佐藤しのぶソプラノリサイタル
佐藤しのぶが演じるカルメンとミカエラ“ふたりの女”、そしてドン・ホセも登
場し「男女の愛」を歌うカルメンハイライト

11月2日 高崎市文化会館
高崎市・財団法人高崎市文
化スポーツ振興財団

http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/bunka/event/syusaijigyo.htm

高崎市 ③ 佃一浩ひとり芝居「鬼」
長机一つの舞台から創り出す様々な場面。観劇の後、あなたの中に果て
しなく広がる想像力の世界があることに気づくはず。あなたの大切なもの
を守りたくなる物語

11月5日 新町文化ホール
高崎市・財団法人高崎市文
化スポーツ振興財団

http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/bunka/event/syusaijigyo.htm

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

群馬県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

高崎市 ③
スタニスラフ・ブーニン　ピアノリサ
イタル

飛翔し続ける若き巨匠スタニスラフ・ブーニン。1985年ショパン国際ピアノ・
コンクール優勝し、プーニン現象を生み出したあのブーニンがお届けする
渾身のリサイタル

11月6日 群馬音楽センター
高崎市・財団法人高崎市文
化スポーツ振興財団

http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/bunka/event/syusaijigyo.htm

高崎市 ③ 群馬パース大学　第14回流星祭
高崎市に移転して、２回目の学園祭である。地域の方々に来学していた
だき、地域に密着した大学であることをＰＲするとともに学生の学習、調
査、研究発表の場として開催する。

10月22日, 23日 群馬パース大学 群馬パース大学学友会 無料 http://www.paz.ac.jp

高崎市 ①
親子で楽しむ
わらべうた

幼児期の人間形成において重要な
「わらべうた」を改めて見直し、
親子で楽しむ。

11月3日
育英短期大学キャ
ンパス

育英短期大学幼児教育研究
所

無料 http://www.ikuei-g.ac.jp/

高崎市 ①
公開講座
「ゴスペル講座」

初心者も、経験者も老若男女楽しめる音楽！それがＧＯＳＰＥＬです。「自
称オンチさん？この音楽においてはオンチという言葉はありません！」
「自称ウタウマさん？あなたにとって、目からウロコな音楽です！さらなる
パフォーマンスの世界が開けるでしょう！」魂の歌「ゴスペル」を、どうぞ楽
しんでください。

10月 1日, 8日, 15日 高崎商科大学
高崎商科大学　国際・地域交
流センター

http://www.tuc.ac.jp/uv/extension.html

高崎市 ①
公開講座
「笑う門には福来る」

複雑な世の中で、様々な場面でコミュニケーション力が求められていま
す。笑いはそんなコミュニケーションに役立つものですが、日本ではあまり
注目されていません。本講座では笑いの効果や取り方を学び、仕事や人
間関係に活かすテクニックを身につけます。笑いの能力はセンスではな
く、努力です。

10月15日,  29日 高崎商科大学
高崎商科大学　国際・地域交
流センター

http://www.tuc.ac.jp/uv/extension.html

高崎市 ①
地域連携講座
「外来生物　～身近なよそ者達～」

第３回　日本固有種とは～昆虫を中心に～
第４回　絶滅の危機にある身近な生き物
　　　　　～群馬県のトンボ～

10月29日
11月26日

高崎商科大学
高崎商科大学　国際・地域交
流センター

無料 http://www.tuc.ac.jp/uv/extension.html

高崎市 ①
公開講座
「ＰＣエクセル講座」

仕事などでも使用頻度の高いエクセル。みなさんはエクセルの便利な活
用はできていますか。数式やグラフ機能を学び、より早く、より正確な処理
を身につけませんか。

11月 5日, 12日 高崎商科大学
高崎商科大学　国際・地域交
流センター

http://www.tuc.ac.jp/uv/extension.html

高崎市 ①
公開講座
「脳ボケなんか吹っ飛ばせ」

人生は楽しむためにあります。しかし認知症に罹ったなら、何のための人
生か、となります。もし認知症を回避、あるいは少しでも遅らせる事が可能
なら、そのための努力はするべきです。どうするのが良いか、お伝えしま

11月19日 高崎商科大学
高崎商科大学　国際・地域交
流センター

http://www.tuc.ac.jp/uv/extension.html

高崎市 ②③ 彩霞祭（学園祭）

絆～ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ～
絆と書いて、“わ”と読みます。今年は、３月１１日に起こった震災に負け
ずに、みんなで手を繋ぎ“わ”になって頑張ろう！という思いでこのテーマ
に決めました。
記念講演やオープンキャンパスも実施します。

10月22日, 23日
高崎商科大学
高崎商科大学短期
大学部

高崎商科大学・高崎商科大
学短期大学部
彩霞祭実行委員会

無料 http://saika.shouka.info/saika/top.html

高崎市
ほか

②
第１７回群馬県高等学校総合文
化祭

県内の高等学校・特別支援学校高等部などの生徒による芸術・文化活動
（演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、郷土芸能、美術・工芸、
写真、放送、新聞など、全19部門）の発表、展示、競技、交流会などを行
います。

10月29日～11月13
日

群馬音楽センター、
高崎シティギャラ
リー、他

群馬県教育委員会、群馬県
高等学校文化連盟、他

無料
027-226-4645
（県教育委員会高校教育課）

総合開会式を11
月5日に群馬音楽
センターで開催し
ます。

桐生市 ④
県民の日記念事業繊維工業試験
場　　一般公開

繊維工業試験場の設備や各試験室及び研究成果について紹介します。 10月28日
群馬県繊維工業試
験場

群馬県繊維工業試験場 無料 http://www.pref.gunma.jp/07/p20210013.html

桐生市 ② 桐生市小学校音楽学習発表会 小学生による音楽学習発表会 11月2日
市民文化会館シル
クホール

桐生市教育委員会
桐生市教育会

無料 0277-46-1111

桐生市 ② 桐生市中学校音楽学習発表会 中学生による音楽学習発表会 11月10日
市民文化会館シル
クホール

桐生市教育委員会
桐生市教育会

無料 0277-46-1111

桐生市 ①
第7回手づくり布の絵本全国コン
クール

日本の代表的な織物産地である「桐生市」を舞台に、「布・桐生」の発信基
地として、子どものための「手づくり布の絵本」コンクールを開催することに
より、「布の絵本」の存在と意義並びに普及を図る。

11月3日～6日
ベーカリーカフェ　レ
ンガ

手づくり布の絵本全国コン
クール実行委員会

無料 0277-47-4341

桐生市 ④

電気学会東京支部 群馬支所講演
会　「Model Based Design of
Inverter Power Supply」　（イン
バータ電源のためのモデルベース

Dr. Mona Abo El-Dahb （モナ　アボ エル ダーブ博士）
Research Assistant, Electrical Engineering Dept.,
Faculty of Engineering, El-Minia University, Egyptによる講演が行われま
す。

10月24日
群馬大学工学部3
号館5階509教室

社団法人 電気学会東京支部
群馬支所

無料

群馬支所幹事群馬大学大学院工学研究科電気電子工学
専攻
佐藤守彦
E-mail:satom@el.gunma-u.ac.jp

伊勢崎市 ① 公開講座
・「気になる子」の理解と支援（子どもの問題行動のとらえ方と学習・生活
における支援）

10月19日
群馬県総合教育セ
ンター

群馬県総合教育センター 無料 0270-26-9218
教職員及び一般
県民が対象
（定員100人)

伊勢崎市 ① 埋蔵文化財パネル展
市内で調査された遺跡にあらわれた地震や噴火など自然災害の痕跡、そ
して古代の人々がどのように復興していったのかをテーマとして取り上げ
る

10月25日～11月9日
伊勢崎市役所
市民ホール

伊勢崎市　　　　　　　　　文化
財保護課

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

別会場で巡回展
示　　　　　11月18
日(水)～30日(金)
市民サービスセン
ター宮子

伊勢崎市 ① 伊勢崎藩老関重嶷とその時代
伊勢崎藩年寄（伊勢崎藩は天保４年（１８３３）から家老）関当義とその子
重嶷の、天明三年の対処のほかに、藩領各地区における郷学の設立と
八坂用水に関する資料を展示する

10月29日～11月27
日

伊勢崎市　　　　赤
堀歴史民俗
資料館

伊勢崎市
赤堀歴史民俗資料館

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

伊勢崎市 ③ 北公民館サークル文化祭 公民館で活動するサークル等の文化祭（作品展示等）。 10月22日,23日 北公民館
北公民館
サークル連絡協議会

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

伊勢崎市 ③ 殖蓮公民館文化サークル作品展 公民館で活動するサークル等の文化祭（作品展示等。 10月22日,23日 殖蓮公民館
殖蓮公民館
文化サークル連絡協議会

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

群馬県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

伊勢崎市 ③ 第7回あずま文化祭 公民館で活動するサークル等の文化祭（作品展示等及び芸能発表）。 11月3日～5日
あずま公民館・あず
ま体育館・あずま
ホール

あずま文化祭　　　　　　実行
委員会

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

伊勢崎市 ③ 三郷地区住民総合作品展 公民館で活動するサークル等の文化祭（作品展示等）。 11月5日～7日 三郷公民館
三郷地区住民総合作品展
実行委員会

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

伊勢崎市 ③ 赤堀文化祭 公民館で活動するサークル等の文化祭（作品展示等及び芸能発表）。 11月5日,6日
赤堀芸術文化プラ
ザ・赤堀公民館・赤
堀体育館

赤堀文化祭実行委員会 無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

伊勢崎市 ③ 境東地区作品展 公民館で活動するサークル等の文化祭（作品展示等）。 11月12日,13日 境東公民館 境東地区作品展実行委員会 無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

伊勢崎市 ③ 殖蓮公民館文化サークル発表会 公民館で活動するサークル等の文化祭（芸能発表）。 11月12日 文化会館
殖蓮公民館
文化サークル連絡協議会

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

伊勢崎市 ③ 境島村地区文化祭 公民館で活動するサークル等の文化祭（作品展示等）。 11月19日,20日 境島村公民館
境島村地区文化祭実行委員
会

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp/

太田市 ③ 太田市民文化祭 芸能、展示、文化の３部門により１８の発表会等を開催 10月1日～23日
太田市社会教育総
合センター

太田市民文化祭運営委員会 無料  太田市教育委員会生涯学習課0276-22-3442

太田市 ① 関東学園大学公開講座

地域貢献事業の一環として、一般市民を対象とした公開講座。三者共催
で実施している。
今年で２７回目。
大学専任教員が、１つのテーマについて、様々な視点から５回にわたって
講義する。

10月13日,20日,27
日,11月10日,17日

関東学園大学
・関東学園大学
・太田市教育委員会
・太田商工会議所

無料
関東学園大学：0276-32-7906
太田商工会議所：0276-45-2121
太田市教育委員会生涯学習課：0276-22-3442

「群馬県民カレッ
ジ」対象講座
・要申込
・定員100名

太田市 ① アトリエ・ファンタジー通り表彰式
キャンパス（90×180㎝）に描かれた１００点の絵画から、選ばれた優秀作
品の表彰式を行う。今年のテーマ「大好きな街おおた」

10月23日 太田市運動公園
太田市文化スポーツ振興財
団

無料  財団総務文化課・駅なか文化館係0276-46-4884

太田市 ③ 新田総合文化祭
太田市新田地区の地域文化祭で、芸術文化活動の成果発表会。式典・
作品展示会・芸能発表会・俳句会・茶会

10月28日～30日
太田市新田文化会
館・総合体育館

新田総合文化祭実行委員会 無料  財団総務文化課・事業係0276-57-2222

太田市 ③
宝くじ文化公演
「東京名人会」

宝くじの社会貢献広報事業として行う宝くじ文化公演「東京名人会」。落
語・漫才・マジック・ものまねの著名人を招き一流の芸に触れることによ
り、明るいまちづくりなどコミュニティ活動の充実を図る

10月30日
太田市薮塚本町文
化ホール

太田市・太田市教育委員会・
財団法人太田市文化スポー
ツ振興財団・群馬県・財団法
人自治総合センター

 財団総務文化課・事業係太田市薮塚本町文化ホール　0277-78-0511

太田市 ③
おおたアカデミーオーケストラ演奏
会

本格的なクラシック音楽を、楽しく親しみやすく紹介する演奏会です。 11月5日
太田市新田文化会
館
エアリスホール

財団法人太田市文化スポー
ツ振興財団

http://www.oaas.jp/

太田市 ② 太商百貨市

　本行事は、商業高校の特色を前面に出した全校生徒による大規模販売
実習行事であり、商業高校で学ぶ学習内容の実践活動を通して、生徒一
人一人が働くことの意義や尊さを自覚し、望ましい勤労感を確立すること
を目的として、企画・店舗づくり・宣伝・仕入・決算にいたるまで、生徒たち
が主体となって取り組む実践的な教育活動として平成8年から実施してい

11月5日,6日 太田市立商業高校 太田市立商業高校 無料 http://www.tasyo.com/

太田市 ③ 人間国宝飯塚小玕齋回顧展
父　琅玕齋氏から小玕齋氏そしてお弟子さんへと受け継がれ、その功績
を称え作品を広く市民に公開展示する。

11月12日～27日
太田市学習文化セ
ンター

・太田市
・太田市教育委員会
・人間国宝飯塚小玕齋回顧
展実行委員会

無料  太田市教育委員会生涯学習課0276-22-3442

太田市 ① 三松祭(学園祭)
広く一般市民や高校生、保護者に向け実施します。学生による各種イベ
ント、模擬店等を行います。

10月29日, 30日 関東学園大学 関東学園大学 無料 http://www.kanto-gakuen.ac.jp

太田市 ①
第27回　関東学園大学公開講座
「これからの日本を考える」

地域貢献事業の一環として、一般市民を対象に、「これからの日本を考え
る」をテーマに本学専任教員が5回にわたって講義します。

10月13日, 20日, 27
日

11月10日 17日
関東学園大学

関東学園大学、太田市教育
委員会、太田商工会議所

無料 http://www.kanto-gakuen.ac.jp

沼田市 ③
第３５回県民芸術祭
【第58回沼田市文化祭】

沼田市文化協会加盟団体会員及び市内に事務所を有する団体の会員等
による作品展示と舞台発表を行います。

11月3日～5日
沼田市中央公民
館・沼田小学校屋
内運動場　他

沼田市・沼田市教育委員会
主管/沼田市文化協会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www.city.numata.gunma.jp/life/koumin.html

沼田市 ①③ 沼田市文化祭
沼田市文化協会所属団体をはじめとする活動グループが、作品展示や
舞台発表等により日頃の成果を披露。

11月3日～5日
沼田小学校屋内運
動場、沼田市中央
公民館

沼田市、沼田市教育委員会 無料 沼田市教育員会社会教育課　　　0278(23)2111　　内線3334

沼田市 ③ 伝統芸能発表会
子どもたちによる各種伝統芸能(和太鼓演奏、日本舞踊、歌舞伎、生け
花、祇園囃子、人形芝居)の発表。

11月27日 沼田市中央公民館 沼田市教育委員会 無料 沼田市教育委員会社会教育課　0278(23)2111　　内線3334

沼田市 ①③ 白沢町文化祭
白沢中学校体育館をメイン会場として、幼児から高齢者までの参加・出品
により、開催されます。

11月2日,3日
白沢中学校体育館
ほか

沼田市教育委員会 無料 0278(53)2291

沼田市 ① 利根町文化祭 作品展示・体験教室等 11月5日,6日 利根健康増進施設 沼田市 無料 利根町教育支所0278-56-2111

館林市 ①③
開館１０周年記念「日本近代洋画
にみる“自然と人間”展」

明治から大正・昭和初期までの、わが国近代洋画の中から風景画と人物
画に焦点をあてた展覧会です。

9月17日～11月27日
群馬県立館林美術
館

群馬県立館林美術館 http://www.gmat.gsn.ed.jp/

館林市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放 10月28日
群馬県立館林美術
館

群馬県立館林美術館 無料 http://www.gmat.gsn.ed.jp/

館林市 ①
群馬県民の日
(無料開放)

施設の無料開放（プラネタリウム観覧は別途観覧料が必要です) 10月28日
向井千秋記念子ど
も科学館

向井千秋記念子ども科学館 無料 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/kagakukan/

館林市 ① 群馬県民の日（施設無料開放）
城沼総合体育館・城沼野球場・城沼陸上競技場・城沼庭球場の施設使用
料を無料開放します。ただし、照明使用料を除きます。

10月28日
館林市教育委員会スポーツ
振興課

0276-74-2611

館林市 ① 家庭の日（施設無料開放）
城沼総合体育館・城沼野球場・城沼陸上競技場・城沼庭球場の施設使用
料を無料開放します。ただし、照明使用料を除きます。

11月6日
館林市教育委員会スポーツ
振興課

0276-74-2611

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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館林市 ① 大人のための朗読教室 秋の読書週間にちなんで大人向けの朗読教室を開催します。
10月19日,26日,11月

2日
館林市立図書館 館林市立図書館 無料 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/library/news/news.html

館林市 ③
第34回館林市芸術文化祭
「市民民謡民舞まつり」

館林市内で活動する民謡・民舞愛好団体による発表をします。 10月16日 館林市文化会館
館林市芸術文化祭運営委員
会

無料 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bunka/14_geij/14_geij.htm

館林市 ③
第34回館林市芸術文化祭
「市民邦楽邦舞のつどい」

館林市内で活動する筝曲・尺八・大正琴・日本舞踊愛好団体による発表
をします。

10月23日
館林市三の丸芸術
ホール

館林市芸術文化祭運営委員
会

無料 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bunka/14_geij/14_geij.htm

館林市 ③
第34回館林市芸術文化祭
「市民園芸展」

館林市内で活動する盆栽・草花愛好団体による展示をします。 10月28日～30日
館林市三の丸芸術
ホール

館林市芸術文化祭運営委員
会

無料 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bunka/14_geij/14_geij.htm

館林市 ③
第34回館林市芸術文化祭
「館林菊花大会」

館林市内で活動する菊愛好団体による展示及び菊苗の販売をします。 11月1日～16日
茂林寺境内とその
周辺

館林市芸術文化祭運営委員
会

無料 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bunka/14_geij/14_geij.htm

館林市 ③
第34回館林市芸術文化祭
「市民古典芸能のつどい」

館林市内で活動する詩吟・謡曲・仕舞・剣詩舞愛好団体による発表をしま
す。

11月3日
館林市三の丸芸術
ホール

館林市芸術文化祭運営委員
会

無料 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bunka/14_geij/14_geij.htm

館林市 ③
第34回館林市芸術文化祭
「市民茶華道展」

館林市内で活動する華道・茶道愛好団体による展示及び茶会を催しま
す。

11月4日～6日
館林市三の丸芸術
ホール

館林市芸術文化祭運営委員
会

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bunka/14_geij/14_geij.htm

館林市 ①
館林青少年育成運動推進大会及
び青少年育成4団体合同講演会

館林市青少年表彰式及び講演会を開催します。 11月5日 館林市文化会館
館林市・市教育委員会・市青
少年問題協議会

無料  http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/shogaku/

館林市 ④ 平成23年度市民大学講座

全5回講座
9月14日田中優子
9月26日梅原司平
10月12日片田敏孝
11月9日鎌田實
11月25日小泉武夫

11月9日
館林市三の丸芸術
ホール

市民大学講座実行委員会、
館林市教育委員会

 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/shogaku/
8月24日から募集
開始（先着512
名）

館林市 ① 西公民館まつり 各種サークルの活動発表、展示等をします。 10月29日,30日 西公民館 西公民館 無料 西公民館　電話0276-75-3739

館林市 ① 郷谷公民館まつり 各種サークルの活動発表、展示等をします。 11月5日,6日 郷谷公民館 郷谷公民館 無料 郷谷公民館　電話0276-72-4075

館林市 ① 城沼公民館まつり 各種サークルの活動発表、展示等をします。 11月5日,6日 城沼公民館 城沼公民館 無料 城沼公民館　電話0276-71-0380

館林市 ① 六郷公民館まつり 各種サークルの活動発表、展示等をします。 11月11日～13日 六郷公民館 六郷公民館 無料 六郷公民館　電話0276-74-7771

館林市 ① アザリア祭（学園祭）
近隣の幼稚園、保育所の幼児及び保護者に向け公開し、子どもたちや地
域の方との交流を深めます。

10月29日, 30日 関東短期大学 関東短期大学 無料 http://www.kanto-gakuen.ac.jp

渋川市 ③
第３５回県民芸術祭　【第18回全
国創作こけし美術展ｉｎ渋川】

国内で活躍中の創作こけし作家の作品約100点を展示します。 11月2日～8日 渋川市民会館

渋川市・渋川市教育委員会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

http://www4.ocn.ne.jp/~s-c.hall/

渋川市 ③
第３５回県民芸術祭　【第33回渋
川・北群馬小中学校児童生徒音
楽会】

渋川・北群馬全小中学校（３３校）による合唱または合奏による音楽会で
す。

11月9日,10日 渋川市民会館

渋川・北群馬教育研究会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www4.ocn.ne.jp/~s-c.hall/

渋川市 ③
第３５回県民芸術祭
【平成23年度渋川市民総合文化
祭】

各演技部門の発表会（歌舞伎、舞踊、日本舞踊、ダンス、邦楽、合唱、器
楽、歌謡、民謡、民舞、詩吟、新舞踊、郷土芸能）と展示作品が一堂に会
する総合作品展(文学、書道、手工芸、美術、写真、華道、盆栽、園芸、囲
碁将棋、茶道）を開催します。

10月8日～11月27日
渋川市民会館、北
橘公民館、子持社
会体育館

渋川市・渋川市教育委員会、
主管／渋川市文化協会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www4.ocn.ne.jp/~s-c.hall/

渋川市 ② 第１８回群馬県産業教育フェア

専門高校・特別支援学校高等部の生徒による学習成果の発表や作品展
示、野菜・草花の販売、ぐんまトライワーク推進フォーラム、ものづくり体
験、ロボット競技大会、マイコンカーラリー、税金クイズ、中学生によるワー
プロ・珠算競技大会、中学校・高校の教員による進路フォーラムなどを行

11月2日,3日
渋川市子持社会体
育館、金島ふれあ
いセンター

群馬県教育委員会、群馬県
産業教育振興会、他

無料
027-226-4649
（県教育委員会高校教育課）

渋川市 ①
県民参加の森づくり「森林ボラン
ティア」の集い

基調講演（森林ボランティア先進事例）、活動報告会、団体紹介パネルの
展示

11月12日
憩の森・森林学習
センター

群馬県 無料 http://www.pref.gunma.jp/04/e4810005.html

渋川市 ① 森であそぼう森で学ぼう教室 バームクーヘン作りを通じて樹木の年輪について認識を深める。 11月5日
憩の森・森林学習
センター

森林学習センター 無料 http://www.pref.gunma.jp/01/e6100022.html

渋川市 ① 憩の森自然講座 和紙の製作について原料工程を学習し、和紙づくりを体験する。 11月6日
憩の森・森林学習
センター

森林学習センター 無料 http://www.pref.gunma.jp/01/e6100028.html

渋川市 ① 憩の森森林観察会 森林内を解説者とともに散策し、生物の多様性について学ぶ。 11月12日
憩の森・森林学習
センター

森林学習センター 無料 http://www.pref.gunma.jp/01/e6100019.html

渋川市 ① 渋川市民総合文化祭 演技部門の各発表と展示部門の総合作品展 10月8日～11月27日 渋川市民会館他 渋川市教育委員会 無料 0279-22-2500

渋川市 ① 全国創作こけし美術展in渋川 全国の創作こけし作家の作品を一堂に展示 11月2日～8日
渋川市民会館小
ホール

渋川市・渋川市教育委員会 無料 0279-22-2500

渋川市 ① しぶかわ市民教育の日事業 式典、表彰式および発表会、トーク＆コンサートを実施する 11月6日
渋川市民会館大
ホール

渋川市・渋川市教育委員会 無料 0279-22-2500

渋川市 ③
平成23年度渋川市歴史資料館企
画展「旧ハワイ王国駐日代理公使
ロバート・Ｗ・アルウィン展」（後期）

渋川市指定史跡「旧ハワイ公使別邸」を今年度、解体移築するにあたり、
普段館内で展示しているアルウィン関連資料を市歴史資料館で展示し、
広く紹介する企画展

10月8日～12月4日
渋川市赤城歴史資
料館

渋川市教育委員会文化財保
護課

渋川市教育委員会文化財保護課   0279-52-2102

渋川市 ①③ 古代米づくり体験教室「稲刈り」 7月に行った古代米を収穫 11月5日
半田早尾神社西側
水田

渋川市教育委員会文化財保
護課

無料 渋川市教育委員会文化財保護課   0279-52-2102

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

群馬県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

渋川市 ①③ 子持生涯学習フェスティバル 作品展示、演技発表、囲碁将棋大会、茶席等 10月22日 子持社会体育館
渋川市教育委員会子持公民
館

無料 0279-22-7780

渋川市 ①③ 渋川市子持公民館文化講演会
阿藤快の講演会
演題：「旅で出会ったあったかい人々」

10月22日 子持社会体育館
渋川市教育委員会子持公民
館

無料 0279-22-7780

渋川市 ③ 石野安親展 渋川ゆかりの作家の油彩画展 10月8日～11月6日
渋川市美術館・桑
原巨守彫刻美術館

渋川市美術館・桑原巨守美
術館

0279-25-3215

渋川市 ②
渋川北群馬郡小中学校児童生徒
音楽会

渋川市・北群馬郡の各小中学校の児童生徒の代表による音楽（合唱等）
発表会

11月9日,10日 渋川市民会館
渋川北群馬教育研究会音楽
科研究部

無料 0279-56-2320

渋川市 ② 中学生海外派遣報告会
今年度、夏期休業中に海外に派遣した27名の中学生及び引率者による
体験発表等

11月19日
金島ふれあいセン
ター

渋川市教育委員会 無料 0279-22-2517

渋川市 ① 児童文学作家講演会 作家による講演会（講師：あんびるやすこ） 11月5日
渋川市福祉庁舎（し
ぶかわほっとプラ

渋川市立図書館 無料 0279-22-0644

渋川市 ① 著者を囲む会 著者をによる講演会（講師：川渕圭一） 10月23日
渋川市福祉庁舎（し
ぶかわほっとプラ

渋川市立図書館 無料 0279-22-0644

渋川市 ① 郷土史講座 演題「上州唯一の渋川馬市」（講師：郷土史研究会　大島史郎） 11月6日
渋川市立図書館
大会議室

渋川市立図書館 無料 0279-22-0644

藤岡市 ③
第３５回県民芸術祭　【チャリ
ティーコンサート】

市民に気軽に音楽を楽しんでいただく合唱・ピアノ・指笛・マリンバ・クラリ
ネット等のコンサートです。

11月6日
藤岡市みかぼみら
い館

藤岡市民音楽連盟
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

http://www15.wind.ne.jp/~mikabomirai/

藤岡市 ② 企業見学 1年生が学科別に企業の見学をします。 10月18日 学校 藤岡工業 無料 http://www.fujikou-hs.gsn.ed.jp/

藤岡市 ② 就業体験 2年生全員が求人企業を中心に4日間就業体験をします 10月18日～21日 各企業 藤岡工業 無料 http://www.fujikou-hs.gsn.ed.jp/

藤岡市 ② 長距離走大会 校内周辺(8.2キロ)で実施します。 11月9日 学校 藤岡工業 無料 http://www.fujikou-hs.gsn.ed.jp/

藤岡市 ② 修学旅行 2年生が３泊４日で広島・神戸方面へ旅行します。 11月15日～18日 学校 藤岡工業 無料 http://www.fujikou-hs.gsn.ed.jp/

藤岡市 ② 藤岡ロボチャレンジ２０１１ 中学生が自前のロボットで空き缶、ボール搬送を競う競技大会です。 11月26日 学校 藤岡工業 無料 http://www.fujikou-hs.gsn.ed.jp/

藤岡市 ④
秋季企画展
「縄文土器の造形」

市内遺跡から発掘された縄文土器について、展示と紋様の解説を行いま
す。

10月22日～12月11
日

藤岡歴史館
教育委員会
文化財保護課

無料  藤岡歴史館0274-22-6999

藤岡市 ①
関孝和先生顕彰第62回全日本珠
算競技大会

藤岡市に生まれ江戸に出て大成した和算の大家関孝和の偉業をしのび、
業績を顕彰する珠算競技大会。団体・個人それぞれで珠算のスピードと
正確性を競うものです。

11月3日 総合学習センター
教育委員会
生涯学習課

 生涯学習課0274-22-6888

藤岡市 ① 古本市 図書館で不要となった本などを無料で配布します。
11月5日

午前
市立図書館

教育委員会
図書館

 市立図書館0274-22-1669
協力金（募金）の
お願いがあります

富岡市 ③
第３５回県民芸術祭
【第13回妙義山写真コンテスト】

妙義山の自然、周辺の風土、行事等を題材にした公募の写真展覧会で
す。

10月26日～11月6日
富岡市妙義中央公
民館

富岡市・富岡市教育委員会・
妙義山写真コンテスト実行委
員会　　　　　　　　　　　　　（第
35回県民芸術祭運営委員
会、群馬県、群馬県教育文化

無料 http://www.city.tomioka.lg.jp/facility/014/011/

富岡市 ①
企画展
「よみがえる！謎の巨大恐竜スピ
ノサウルス」

全長17ｍ全高６ｍの巨大全身骨格と生態モデルを中心に、スピノサウル
スの特徴やくらしていた環境、そして肉食恐竜の進化などについて展示し
ます

7月16日～20日
群馬県立自然史博
物館

群馬県立自然史博物館 http://www.gmnh.pref.gunma.jp

富岡市 ①
講演会
「群馬の水草 前線」

この講演会では明らかになりつつある群馬の水草（水生の種子植物・シダ
植物）の分布と、絶滅危惧種や外来種の現状を、 新情報をまじえてわ
かりやすく解説します

10月30日
群馬県立自然史博
物館

群馬県立自然史博物館 無料 http://www.gmnh.pref.gunma.jp

富岡市 ①
天体観望会
「昼間の星野観望会」

夜ではなく、昼間に星の観察会を行います。太陽、月、金星、こと座のベ
ガなど、いろいろな天体を観察します

11月3日
群馬県立自然史博
物館

群馬県立自然史博物館 http://www.gmnh.pref.gunma.jp

富岡市 ①
真鍋真講演会
「 新恐竜学：ティランノサウルス
VSトリケラトプス」

ティランノサウルスとトリケラトプスは 後の恐竜です。この２種の恐竜に
関する 新の研究成果と、この２種に至る竜盤類と鳥盤類の進化を解説
します

11月5日
群馬県立自然史博
物館

群馬県立自然史博物館 無料 http://www.gmnh.pref.gunma.jp

富岡市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放 10月28日
群馬県立自然史博
物館

群馬県立自然史博物館 無料 http://www.gmnh.pref.gunma.jp

安中市 ③
第３５回県民芸術祭　【高校芸術
祭　　　　　　　演劇　群馬県大会】

県内高校生による文化芸術活動の総合的な発表会で演劇発表会の群馬
県大会を行います。

11月12日,13日
安中市文化セン
ター

群馬県高等学校文化連盟
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www.city.annaka.gunma.jp/kyouiku_shougaigakushu/moyoshi.html

安中市 ①
市民フェスティバル第２３回碓氷の
つどい（前期）

市内の学習団体が行う作品展・ステージ発表など 10月14日～１6日
安中市松井田文化
会館

安中市文化協会 無料 027-382-1111

安中市 ①
市民フェスティバル第２３回碓氷の
つどい（後期）

市内の学習団体が行う作品展・ステージ発表など 10月21日～23日
安中市松井田文化
会館

安中市文化協会 無料 027-382-1111

安中市 ① 市民フェスティバル第３５回市民展 市内の学習団体が行う作品展・ステージ発表など 11月18日～23日 安中体育館 安中市市民展実行委員会 無料 027-382-1111

安中市 ① 第２１回童謡フェスティバル 市内の学習団体が行うステージ発表 11月6日
安中市文化セン
ター

安中市教育委員会 無料 027-382-1111

安中市 ③
木の実人形講座（森でどんぐりを
拾って人形を作ろう！）

学習の森の雑木林内でどんぐりを拾い、それらを組み合わせて人形を制
作する。

11月6日,12日
安中市学習の森 生
涯学習施設 つどい
の間

安中市教育委員会 学習の森 無料 http://www.city.annaka.gunma.jp/gakushuunomori/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

群馬県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

安中市 ③
巣箱作り講座（巣箱を作って森に
かけよう！）

木工作として巣箱を制作し、学習の森の木にかける。 11月6日,12日
安中市学習の森 生
涯学習施設 つどい
の間

安中市教育委員会 学習の森 無料 http://www.city.annaka.gunma.jp/gakushuunomori/

みどり市 ①
第５２回企画展「岩宿時代の東西
交流」

２万年前の岩宿遺跡に暮らした人々の文化の起源と、岩宿時代（旧石器
時代）文化の東西の交流を探ります。

10月1日～11月23日 岩宿博物館 岩宿博物館 http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/

みどり市 ① 岩宿フォーラム/シンポジウム
旧石器時代の東西交流について、専門的な内容でシンポジウムを行いま
す。

11月5日,6日 岩宿博物館 岩宿博物館 無料 http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/

みどり市 ③ 第20回岩宿文化賞授賞式
岩宿時代（日本の旧石器時代）の研究に貢献した研究者を表彰します。
本年度は学生部門賞のみ。

11月5日
みどり市笠懸公民
館

みどり市教育委員会 無料 http://www.city.midori.gunma.jp/

みどり市 ①
第69回企画展
「足尾鉄道開業100年（仮題）」

　今年は、足尾鉄道（現わたらせ渓谷鐵道）が開業して100年になることか
ら、鉄道と沿線住民のくらしをテーマにした企画展を開催します。

10月22日～11月27
日

みどり市大間々博
物館（コノドント館）

みどり市大間々博物館
（コノドント館）

http://www.city.midori.gunma.jp/conodont/

みどり市 ③ 桐生大学大学祭
研究や課外活動などの日頃の成果を発表や豊富な模擬店、楽しいス
テージなどを用意しております。

11月12日, 13日 桐生大学 桐生大学 無料 http://www.kiryu-u.ac.jp

榛東村 ①④
高塚の森紅葉まつり（併 林業試
験場公開）

試験研究内容成果・森林ボランテア活動・自然学習などの紹介、小学生
の吹奏楽演奏、森の宝さがし、きのこ等の販売等

11月3日 群馬県林業試験場
高塚の森紅葉まつり実行委
員会（群馬県林業試験場
他）

無料 http://www.pref.gunma.jp/07/p13710024.html

吉岡町 ③ 第36回吉岡町町民文化祭
芸能発表会や作品展、囲碁将棋大会など、各団体の日頃の成果を皆さ
んに披露する場です。

11月3日～20日
吉岡町文化セン
ター

吉岡町文化協会 無料 吉岡町文化協会事務局　　0279-54-3111（597）

下仁田町 ③ 町民文化祭（音楽芸能部門） 下仁田町文化協会に所属している芸能団体の発表会 10月23日
下仁田町文化ホー
ル

下仁田町文化協会・下仁田
町教育委員会

無料 http://www.town.shimonita.lg.jp/

下仁田町 ③ 町民文化祭（展示部門） 下仁田町文化協会に所属している文学・美術団体の展示会 11月19日～21日
下仁田町文化ホー
ル

下仁田町文化協会・下仁田
町教育委員会

無料 http://www.town.shimonita.lg.jp/

甘楽町 ③ 歴史民俗資料館無料開放 歴史民俗資料館を無料開放します。 10月28日
甘楽町歴史民俗資
料館

甘楽町 無料 http://www.town.kanra.gunma.jp

甘楽町 ①③ 産業文化祭 作品の展示や物品販売等の催し物が行なわれます。 11月1日～3日 甘楽ふれあいの丘 甘楽町 無料 http://www.town.kanra.gunma.jp

甘楽町 ③ 甘楽町民俗芸能大会 地域ごとの民俗芸能発表を行います。 11月3日 甘楽ふれあいの丘 甘楽町 無料 http://www.town.kanra.gunma.jp
雨天の場合は、
甘楽町文化会館
ホールで開催

甘楽町 ① 町民文化講座 障害者の人権について講演会を開催します。 11月5日 ららかんら 甘楽町生涯学習推進協議会 無料 甘楽町教育委員会社会教育係　　　　0274-74-3131（内線521)

中之条町
①②
③

第24回中之条町産業･文化祭
作品の展示や舞台発表、物品販売、バザー、体験教室など約５０の催し
物が行われます。

11月3日～6日
吾妻郡文化会館
ツインプラザ
六合体育館

中之条町産業文化祭実行委
員会

無料 http://www.town.nakanojo.gunma.jp

中之条町 ① おはなしフェスティバル
子どもたちの読書離れが進まないよう、吾妻郡内の読み聞かせ団体２０
のうち、４団体が読み聞かせや朗読などを行います。

10月22日
ツインプラザ
交流ホール

中之条大学 無料
吾妻郡図書館
0279-76-3115

中之条町 ①
中之条大学 公開講座
田中仁 講演会

著名な方を講師に招き講演会を開催することで、教養の向上を図るため
の公開講座です。
今回は、株式会社 ジェイアイエヌ代表取締役社長 田中仁 氏による講演
会を開催します。

10月23日
ツインプラザ
交流ホール

中之条大学 無料
中之条大学事務局
0279-76-3113

長野原町 ③ 第４４回　長野原町文化祭
各種団体の芸能発表や、商工会等参加団体による展示物即売会、管内
学校の　児童生徒の絵画、書道など多数の展示　を行う。

11月3日
長野原町　総合運
動場

長野原町 無料 0279-82-4517

草津町 ③
平成23年度第39回草津町文化祭
芸能発表会

10月22日
草津音楽の森国際
コンサートホール

草津町
草津町教育委員会
草津町文化団体協議会

無料
0279-88-0005
0279-88-3619

草津町 ③
平成23年度第39回草津町文化祭
芸能作品展示会

11月2日～4日 草津町総合体育館
草津町
草津町教育委員会
草津町文化団体協議会

無料
0279-88-0005
0279-88-3619

高山村 ③ 高山村文化祭 作品展示、舞台発表等 11月12日～14日 いぶき会館 高山村教育委員会 無料 t-kyouiku@vill.takayama.gunma.jp

高山村 ③ 尻高人形芝居定期公演
高山村の尻高人形芝居の上演、三味線、義太夫の演奏による定期公演
です。

11月23日
西地区屋内ゲート
ボール場併設舞台

尻高人形錦松会 無料 t-kyouiku@vill.takayama.gunma.jp

高山村 ①
平成23年度群馬パース大学公開
講座

本学及び関係機関で行なっている研究について、広く一般の方に公開し、
学習の機会の提供と生活に役立てていただくことを目的に開催。今回は、
心臓の病気と心肺蘇生について講演する。

11月12日 高山村いぶき会館 群馬パース大学研究委員会 無料 http://www.paz.ac.jp

片品村 ③ 第４５回総合産業文化展 美術工芸品や特産品の展示 11月2日,3日 片品村役場 片品村・片品村教育委員会 無料 0278-58-2144

川場村 ③ 川場村文化祭
保育園・幼稚園・小中学校作品展示、文化協会会員作品展示、バザー及
びイベントの開催

11月2日,3日
川場村体育館及び
文化会館

川場村文化祭実行委員会 無料  川場村教育委員会0278-52-3458

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

群馬県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

みなかみ
町

③ みなかみ町文化祭
保育園児、幼稚園児、小学校の児童生徒の作品や町民の作品を展示し
ます。また、カルチャーセンターホールで、音楽発表や芸能発表を行いま
す。

11月3日,4日

みなかみ町カル
チャーセンター・北
部体育館・水上社
会体育館・新治
B&G海洋センター

みなかみ町文化協会 無料 0278-25-5025

玉村町 ①
玉村町文化協会　　　　　総合芸術
展

　玉村町文化協会会員の芸術作品を中心に展示します。 10月28日,29日,30日
玉村町文化セン
ター

玉村町　　　文化協会 無料

玉村町 ①③
町歴史資料館特別展「幕末の文
人画家　千輝玉斎展」

　幕末に、玉村町で文人画家として活躍した千輝玉斎とその作品を紹介し
ます。

10月27日～12月11
日

玉村町歴史資料館 玉村町歴史資料館 無料 http://www.town.tamamura.lg.jp/rekishi_bunka/rekishi_shiryoukan/

板倉町 ①
消費生活タウンミーティングｉｎ板
倉・明和

消費生活センターの認知度を広げ、利用を促進するために、基調講演及
び住民との意見交換を行う。

11月20日 板倉町中央公民館 群馬県・板倉町・明和町 無料 電話027-226-2281

板倉町  ⑤

東洋大学板倉キャンパス市民大
学講座「シニア世代の健康体力づ
くり講座」

この講座はシニア世代の健康体力づくりを行うための理論を学び、あわ
せて実技を体験してもらいます。

10月15日,22日
東洋大学
板倉キャンパス

東洋大学・板倉町・館林市の
共催

無料 作成中
申込締切は
9月16日

板倉町 ① 板倉まつり及び商工祭
民俗芸能披露、神輿の練り歩き、模擬店出店などを行い、地域振興の活
性化を図る

10月29日
海洋センター及び
中央公民館

板倉まつり運営委員会及び
商工会

無料 www.town.itakura.gunma.jp

板倉町 ①
群馬の水郷　秋の揚舟　谷田川め
ぐり

板倉町の水文化の象徴の一つの揚舟を活用し、船頭が竹竿一本であや
つり、谷田川の静かな自然を周遊するイベント

9月、10月の土日祝
日のみ

群馬の水郷公園 板倉町 www.town.itakura.gunma.jp

板倉町 ③ 町民文化祭
文化功労者表彰等の式典をはじめ、文化団体等による芸能発表や展示
を行うことで、文化芸術活動の促進と進行を図る。

10月29日,30日
板倉町
中央公民館

板倉町
板倉町文化協会

無料 http://www.town.itakura.gunma.jp/

板倉町 ①
「板倉キャンパス市民大学講演
会」
シニア世代の健康体力づくり講座

シニア世代の健康体力づくりを行うための理論を学び、あわせて実技を体
験してもらう講座です。

10月15日, 22日
（全2回）

東洋大学
板倉キャンパス

東洋大学生涯学習センター 無料 http://www.toyo.ac.jp/manabi/koza/
申込締切は
10月4日必着

明和町 ③ 第14回明和町文化祭
町文化協会加入団体等による作品の展示発表や芸能発表、カラオケ発
表会、菊花展等を通じて町の芸術文化の振興に寄与するイベントとなって
おります

11月5日,6日
ふるさと産業文化
館

明和町文化協会 無料 http://www.town.meiwa.gunma.jp

千代田町 ③ 千代田町文化祭
文化協会加入団体が一堂に会し、各種作品展示、芸能発表、茶会、句会
等を行い、芸術分化振興を図る。

11月12日,13日 千代田町民プラザ 千代田町文化協会 無料 http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kyouiku/syakyou.htm

邑楽町 ③
第３５回県民芸術祭　【邑楽町民
文化祭】

邑楽町文化協会加盟団体会員による作品展示と舞台発表 11月12日,13日 邑楽町公民館

邑楽町文化協会
（第35回県民芸術祭運営委
員会、群馬県、群馬県教育文
化事業団、）

無料 http://www.town.ora.gunma.jp/kurashi/kyoiku/kominkan.html

邑楽町 ①
森林楽習講座「木はともだち、どん
ぐりをひろって遊ぼう」

親子でどんぐりをひろい、ひろったどんぐりで動物などを作ります。 10月23日
群馬県緑化セン
ター

群馬県緑化センター 無料 http://www.pref.gunma.jp/01/e5500038.html

邑楽町 ①
森林楽習講座「デジタルカメラで撮
る森の秋」

デジタルカメラで森の秋を撮影し、楽しむコツを学びます。 11月10日
群馬県緑化セン
ター

群馬県緑化センター 無料 http://www.pref.gunma.jp/01/e5500038.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


