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群馬県
吾妻郡高

山村
①

「宇宙・私の夢」児童絵
画展

県内の小学3年～6年生が描いた、宇宙に関連した絵画の入
選作品を展示します。

10月6日〜11月25
日

ぐんま天文台 ぐんま天文台
http://www.astron.pr
ef.gunma.jp

群馬県
吾妻郡高

山村
① 天文講話

ぐんま天文台名誉台長の古在由秀先生が宇宙に関するお話
をします。

11月10日 ぐんま天文台 ぐんま天文台
http://www.astron.pr
ef.gunma.jp

群馬県 安中市 ①
旧丸山変電所内部公
開

重要文化財「旧丸山変電所」の内部を、この期間中のみ特別
公開します。

11月2～8日
旧丸山変電所（安中市
松井田町横川）

安中市教育委員会　学習の
森　文化財係

無料
http://www.city.anna
ka.gunma.jp/gakushu
unomori/index.html

10:00～15:00
ＪＲ横川駅から遊歩

道を歩いて30分(車で
は行けませんのでご

注意ください)。

群馬県 伊勢崎市 ①
水、よみがえれ！キャ
ンペーン

下水道や農業集落排水、浄化槽などの役割と必要性、水環境
を守ることの大切さを伝えます。

11月3日 スマーク伊勢崎 群馬県 無料
gesui@pref.gunma.lg.j
p

群馬県 板倉町 ③ 町民文化祭

芸術文化や郷土文化の伝承及び振興発展を期すると共に、文
化関係諸団体の日常における研鑽成果を発表し、益々の志気
を高める。さらに、町民の文化との触れ合いや意識の高揚、享
受により文化の香り高い町づくりに寄与する。

10月27, 28日 板倉町中央公民館 板倉町・板倉町文化協会 無料
板倉町中央公民館
ＴＥＬ0276-82-2435

群馬県 板倉町 ③ 町民教養講座
著名な講師（今年度は渡部陽一氏）を招き、わかりやすく親し
みやすい講座を開催し、文化活動の浸透を図る。

10月21日 板倉町中央公民館 板倉町・板倉町教育委員会 無料
0276-82-1111（内線
622）

板倉町民以外の方も
チケットをお買い求め
いただけます。

群馬県 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－いつでも、
どこでも、ひとりでも－

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20, 27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5日必着

群馬県 邑楽町 ①

日曜緑化講座「落葉期
にやっておきたい庭木
の剪定とマツのもみ上
げ」

秋から冬にかけて行う庭木の剪定やマツの手入れ「もみ上げ」
の方法について学びます。

11月11日 群馬県緑化センター 群馬県緑化センター 無料
http://www.pref.gun
ma.jp/01/e5510004.h
tml

群馬県 邑楽町 ①
緑化講座「そこが知り
たい盆栽の育て方」

樹種の選び方や育て方など、盆栽づくりの基礎を学びます。 11月22日 群馬県緑化センター 群馬県緑化センター 無料
http://www.pref.gun
ma.jp/01/e5510004.h
tml
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群馬県 太田市 ③
第３６回県民芸術祭
【第58回群馬県大茶
会】

県内茶道各流派が一堂に会し、お手前や呈茶を披露します。
高校生のお手前も披露されます。

11月4日
太田市社会教育総合セ
ンター

群馬県華道協会
（第36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.ota.g
unma.jp/005gyosei/0
170-010kyoiku-
shogai/annaizu.html

群馬県 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の発表会等を開催します。

10月6～28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
市民生活部生涯学習
課
0276-22-3442

群馬県 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・茶会が行われま
す。

10月6～28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
太田市新田文化会館
0276-57-2222

群馬県 太田市 ①
アトリエ・ファンタジー通
り表彰式

市民公募した絵画の優秀作品の表彰式です。大きなキャンパ
ス（90×180㎝）に描かれた100点の中から１５点が選ばれま
す。今年のテーマは「ＫＩＺUNA～絆～の街おおた」です。

10月28日 太田市運動公園
太田市文化スポーツ振興財
団

無料
太田市駅なか文化館
0276-46-4884

群馬県 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3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/

群馬県 太田市 ② 太商百貨市
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。企画、宣伝、運営、決算に至るまで生徒自身が授
業で学んだ内容を実践し約40店舗を展開する。

11月3, 4日 太田市立商業高校 太田市立商業高校 無料
http://www.tasyo.co
m/

群馬県 片品村 ③
第46回片品村総合産
業文化展

・作品展（文化協会員、保育園児及び小中学生等による書道、
美術、写真、文芸、華道、手芸、切り絵、文化財、民芸などの
作品を展示）を開催します。
・芸能発表会（大正琴・舞踊・詩吟・フラダンス等）を開催しま
す。

作品展：11月2, 3
日

芸能発表会：11月
2日

作品展：片品村役場
芸能発表会：片品村文
化センター

片品村・片品村教育委員会 無料
片品村教育委員会事
務局
0278-58-2144

群馬県 川場村 ③ 川場村文化祭
特色ある地域文化の醸成を図り、豊かでゆとりある文化的生
活を目指して、村民一人ひとりの創意工夫により豊かな心をは
ぐくむとともに文化的な資質の向上を図ります。

11月2, 3日
川場村文化会館及び体
育館

川場村文化祭実行委員会、
川場村文化協会、川場村

無料
http://www.vill.kawab
a.gunma.jp

群馬県 川場村 ③
川場村歴史民俗資料
館　特別展

上記の文化祭開催に併せて実施し多くの村民及び来村者に鑑
賞の機会を提供します。

11月2, 4日 川場村文化会館 川場村 無料
http://www.vill.kawab
a.gunma.jp

群馬県 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.kan
ra.gunma.jp
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群馬県 甘楽町 ③
国指定名勝楽山園無
料開放

楽山園を無料開放します。 10月28日 国指定名勝楽山園 甘楽町 無料
http://www.town.kan
ra.gunma.jp

群馬県 甘楽町 ①③ 産業文化祭 作品の展示や物品売買等の催し物がおこなわれます 11月1～3日 甘楽ふれあいの丘 甘楽町 無料
http://www.town.kan
ra.gunma.jp

群馬県 甘楽町 ③ 甘楽町民族芸能大会 地域ごとの民俗芸能発表をおこないます 11月3日 甘楽ふれあいの丘 甘楽町 無料
http://www.town.kan
ra.gunma.jp

群馬県 甘楽町 ③ 町民文化講座（予定） 未定 未定 未定 甘楽町
http://www.town.kan
ra.gunma.jp

現段階は未定となっ
ております。

群馬県 桐生市 ①
第１１回わたらせ森と
木のまつり

秋の実り：きのこ展示即売、森のめぐみ：木材、木の実を使っ
た工作、リースづくり等

11月4日 群馬県桐生市新川公園 森と木のまつり実行委員会 無料
群馬県桐生森林事務
所　0277-52-7373

群馬県 桐生市 ①
県民の日特別イベント
（施設無料開放）

里山の生活体験を通して自然と親しむ、さまざまなプログラム
（ハチミツしぼり体験、さつまいも掘り体験、ひょうたん絵付け
教室、菜種油しぼり脱穀体験等々）開催します。

10月28日
群馬県立ぐんま昆虫の
森

群馬県 無料
http://www.giw.pref.g
unma.jp/

一部プログラムは有
料となります。

群馬県 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を開催します。 11月15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

群馬県 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を開催します。 11月16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

群馬県 桐生市 ③ 無料観覧日 常設展示室を無料でご覧いただけます。 11月1～4, 7日 桐生明治館 桐生明治館 無料
http://www.city.kiryu.
gunma.jp

「文化財保護強調週
間」関連行事

群馬県 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.gun
ma.jp/07/p20210013.
htm

群馬県 草津町 ③
平成23年度第39回草
津町文化祭芸能発表
会

町民の日頃の生涯学習・文化活動に取り組んだ練習の成果を
発表します。

10月27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

　群馬県 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

町民が取り組んだ作品の展示発表を行います。 11月3～5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
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群馬県 渋川市 ③

第３６回県民芸術祭
【第34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7～8日 渋川市民会館

渋川・北群馬教育研究会
（第36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.j
p/~s-c.hall/

群馬県 渋川市 ①
みんなでぐんまの森づ
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
介等を行います。

11月10日
憩の森・森林学習セン
ター

群馬県 無料
http://www.pref.gun
ma.jp/04/e4810005.h
tml

群馬県 渋川市 ①
森であそぼう森で学ぼ
う教室

間伐体験、バームクーヘン作りを通じて樹木の年輪について
認識を深めます。

11月17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.gun
ma.jp/01/e6100066.h
tml

群馬県 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、和紙づくりを体験しま
す。

11月3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.gun
ma.jp/01/e6100067.h
tml

群馬県 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、落葉、紅葉の仕組み、植物の
冬支度について学びます。

11月10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.gun
ma.jp/01/e6100068.h
tml

群馬県 下仁田町 ③
第33回町民文化祭
「音楽芸能発表会」

文化協会に加入している団体が43団体いますが、そのうちの
23団体（民謡・詩吟・舞踊・和太鼓・大正琴等）が、日頃の練習
の成果を発表して、更なる発展を図ります。

10月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
下仁田町公民館0274
（82）3535

群馬県 下仁田町 ③
第33回町民文化祭
「作品展示会」

文化協会に加入している団体が43団体いますが、そのうちの
19団体（俳句・絵画・書道・編み物・押し花等）が、一年を通して
手掛けた作品を展示して、更なる発展を図ります。又、団体に
加入していない町民からの作品も募集します。

11月17～19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
下仁田町公民館0274
（82）3535

群馬県 下仁田町 ①④ 体験教室
下仁田ジオパークのジオサイト荒船山の生い立ちを考えなが
ら紅葉を楽しむハイキングです。

10月27日 荒船山 下仁田自然学校 無料
http://www.shimonita
-geopark.jp/

群馬県 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.gun
ma.jp/07/p13710024.
html

群馬県 高崎市 ① 県連携展
群馬県が東日本で 大の古墳県であり、古代東国の文化の
中心であったことや、歴史文化遺産である古墳の価値を多くの
人に再認識していただくものです。

10月20日～11月
30日

かみつけの里博物館 高崎市教育委員会
http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/kamihaku/index.htm
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群馬県 高崎市 ③

第３６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1～7日 高崎シティギャラリー

群馬県高等学校文化連盟
（第36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/

群馬県 高崎市 ③
企画展「江戸の風雅－
旧きを知り　新しきを
創った絵師たち」

近年人気の江戸絵画を四つの視点から特集。洗練された、軽
妙で斬新な江戸絵画の魅力を１００点あまりの作品によって紹
介します。

9月15日～　11月4
日

群馬県立　　近代美術
館

群馬県立　　近代美術館
http://mmag.pref.gun
ma.jp/

群馬県 高崎市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放を行います。 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://mmag.pref.gun
ma.jp/

群馬県 高崎市 ①
コレクション展示Ⅱ子ど
ものための「むかしのく
らし」

小学校の社会科学習内容に合わせ、生活道具の展示を通し
て私たちの暮らしの移り変わりを紹介

9月22日～3月17
日

群馬県立歴史博物館 群馬県立歴史博物館
http://www.grekisi.gs
n.ed.jp/

群馬県 高崎市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放を行います。 10月28日 群馬県立歴史博物館 群馬県立歴史博物館 無料
http://www.grekisi.gs
n.ed.jp/

群馬県 高崎市 ①②③

第78回企画展
「忘れた秋－おもいで
は永遠（とわ）に　岸田
衿子展－」

劇作家・岸田國士を父に、女優・岸田今日子を妹に持つ岸田
衿子（きしだえりこ、1929-2011）は、自然を愛し、生涯を通じ多
くの時を群馬県北軽井沢で過ごしました。詩人であり、童話作
家でもある岸田の足跡を、自筆原稿、絵本原画などを通じて辿
る、没後初の追悼展です。

10月6日～12月2
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

休館日：毎週火曜日

群馬県 高崎市 ①②③
ワークショップ「ありた
ろうのはこをつくろう」

古矢一穂氏（植物画家）を講師として、ハサミと厚紙を使った工
作を行います。子どもを対象としたワークショップですが、大人
の方も参加できます。

10月21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

群馬県 高崎市 ①②③
県民の日　おはなしの
へや（仮）

県立文学館「おはなしのへや」ボランティアが、紙芝居の上演
や絵本の読み聞かせ等を行います。

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

群馬県 高崎市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放を行います。 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

群馬県 高崎市
①, ②,

③
記念対談「詩人・岸田
衿子」

岸田衿子展関連行事として記念対談を開催します。幼少期か
ら親交のある谷川俊太郎氏（詩人）と生前交流の深かった高橋
順子氏（詩人）の講師２人が、詩人としての岸田衿子について
語ります。

11月3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

群馬県 高崎市 ② 榛高祭
授業で作成した作品の展示、部活動生徒による作品、演奏の
発表等を行う。

11月9, 10日 榛名高等学校 群馬県立榛名高等学校 無料 027-374-0053
一般公開日は10日の

み

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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群馬県 高崎市 ③
第２４回企画展「ちりめ
ん創作人形展～美しき
日本の女(ひと)～」

昭和のレトロな日常生活をモチーフとして、ちりめんの古裂等
を使った人形制作を続けている竹本京さんの作品展

10月27日～12月
10日

群馬県立日本絹の里 群馬県立日本絹の里
(URL)http://www.nip
pon-kinunosato.or.jp/
(電話)027-360-6300

群馬県 高崎市 ④
第83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2～4日 ビエント高崎
一般社団法人群馬県発明
協会

無料 027-287-4500

群馬県 高崎市 ③
第1回毛の国古墳サ
ミット・第3回かみつけ
の里古墳祭り

古墳の持つ歴史的価値や魅力に多くの方に触れてもらうた
め、「毛の国古墳サミット」を開催します。今年は、高崎市の保
渡田古墳群で、「かみつけの里古墳祭り」と共同で開催しま
す。ステージでのセレモニーや、「王の儀式再現劇」の上演が
行われます。勾玉づくりや埴輪作りなどの古代体験広場や、古
墳にゆかりのある食品を販売するコーナーもあります。博物館
では、出土品やパネルを展示し、群馬の古墳を分かりやすく紹
介します。

10月20日
上毛野はにわの里公
園・かみつけの里博物
館

群馬県・群馬県教育委員
会・かみつけの里古墳祭り
実行委員会・群馬県埋蔵文
化財調査事業団・群馬歴史
文化遺産発掘・活用・発信
実行委員会

http://www.pref.gun
ma.jp/03/x4500002.h
tml

群馬県 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びます。
10月11日～11月

15日の4回
高崎市染料植物園 高崎市

http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/senryou/index.htm

群馬県 高崎市 ③
特別講習会「草木染・
小鮒草で絹糸を染め
る」

小鮒草と椿灰汁を使い、座繰り引きの絹糸を染めます。 10月21日 高崎市染料植物園 高崎市
http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/senryou/index.htm

群馬県 高崎市 ③
秋の里山たんけん「行
こう！里山たんけん-
紅葉の観音山を歩く」

秋の葉っぱ・草の実や木の実それを食べる生きものや里山の
姿の変化などを観ます。

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

群馬県 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」

実を付けた植物の特徴や仕組みを学びながら、「葉っぱとどん
ぐりの図鑑」を作ったり、手作りゲームで遊びます。

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

群馬県 高崎市 ③
自然観察会「紅葉と種
子の観察をしよう」

年間を通じて様々な表情を見せる園内を歩き、植物観察を楽
しみます。

11月17日 高崎市染料植物園 高崎市 無料
http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/senryou/index.htm

群馬県 高崎市 ③
特別講習会「草木染・
シラカシで絹糸を染め
る」

シラカシの枝葉を使い鉄で発色させ、座繰り引きの絹糸を染め
ます。

11月18日 高崎市染料植物園 高崎市
http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/senryou/index.htm

群馬県 高崎市 ③
企画展「和の布あれこ
れ-染織品でたどる
にっぽんのこころ」

生活には欠かせない身近な存在である布。北は北海道から南
は沖縄まで、日本で生まれて受け継がれてきた各地の個性あ
る染織品を高崎市染料植物園の所蔵品から紹介します。

9月28日～12月2
日

高崎市染料植物園 高崎市
http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/senryou/index.htm
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群馬県 高崎市 ①
第24回企画展「祈りの
音色」

音楽に興じる埴輪や古代楽器の展示を通して、人と音との関
係を考察します。「音楽考古学の世界」「権威の音」「仏の音」
「神の音」「はにわの宴」といった展示構成とします。

10月6日～12月9
日

観音塚考古資料館 高崎市教育委員会

http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/kannonzuka/index.h
tm

群馬県 高崎市 ①
平成２４年度企画展Ⅱ
「福原知栄子の世界」

伝統的機織を継承し、一枚の布の尊さを知り尽くした福原知栄
子さんの手によって仕立て直され、艶やかに蘇ったミニチュア
着物１００枚を展示する。古布再生を呼びかけると供に新たな
デザインのインスピレーションやヒントの資料として提示しま
す。

9月15日～11月9
日

歴史民俗資料館 高崎市教育委員会
http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/rekimin/index.htm

群馬県 高崎市 ①
第39回特別展「多胡石
のすべて」

かつて装飾用建築石材や石灯籠として利用された多胡石につ
いて、その生成から採掘、加工、運搬、販売までを展示・紹介
します。

10月27日～12月
24日

吉井郷土資料館 高崎市教育委員会

http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/ky-
bunkazai/kyoudo/ind
ex.htm

群馬県 高崎市 ① 地域連携講座
第４回
「花と蝶の撮影　コンデジで撮ろう」

10月20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

群馬県 高崎市 ①
公開講座
「知って納得！！葬儀
のアレコレ」

　葬儀は複雑、難解という受け止め方が一般的ですが、決して
そうではないことを解き明かします。法律によって決められて
いる箇所は数項目のみ。後は自由に弔い、お葬式ができると
いうことをお話しします。

10月6日,
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

定員50名

群馬県 高崎市 ①
公開講座
「笑う門には福来る」

　この講座では受講者のみなさんと一緒に「笑い」について
様々な視点からじっくり考えてみます。特に現代社会は、コミュ
ニケーションが重視される時代です。私たちが日常生活の中で
もっと笑うための工夫と、笑いで他者を楽しませるためのテク
ニックについてお話しします。
第1回　毎日できる「笑いの会話術」の練習方法
第2回　状況に応じた笑い　―初対面、家族、友人、スピーチ

10月13, 20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

定員50名

群馬県 高崎市 ①
公開講座
「あなたもストレスに強
くなれる」

　メンタルヘルス（心の健康）を良好な状態に保つためには、ス
トレスとうまく付き合う必要があります。本講座では、ストレス発
生の仕組みに対する理解を深め、生活習慣、楽観的思考、
コーピング、ソーシャル・サポートなど、私たち個々人がストレ
スに強くなるための着眼点について学びます。

11月10日, 17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

定員50名

群馬県 高崎市 ①
公開講座
「PC講座　中級　ワード
の技」

　ワードは日常生活において一番使うソフトではないでしょう
か。みなさんの持っている知識と技をワンステップ上げてみま
せんか。普通に文字入力ができる方を対象としています。
第1回　文字の装飾・フォーマット
第2回　図や表の差し込み　ほか

11月10日, 17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

定員50名
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群馬県 高崎市 ②③
学園祭
「彩霞祭2012」

REBORN!!!　リボーン!!!
　昨年の大震災で失ったものも多いけれど失ったものから生ま
れる何かもあると思います!
そこで今年は「再生」の一年にしたいと思いこのテーマを設定し
ました。
老若男女関係なく、彩霞祭に関わった人たちが楽しめることを
願っております。

10月27, 28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.in
fo/saika/top.html

群馬県 高崎市 ④

第31回社団法人全日
本鍼灸学会関東支部
学術集会市民公開講
座
「糖尿病から癌に至る
まで非常に有効な糖質
制限食」

医学の進歩とその恩恵を社会一般の方々へ還元するための
事業の一環として
「市民公開講座」を開催します。

11月11日
群馬パース大学8階
大講義室
（ＰＡＺ　Ｈall）

社団法人全日本鍼灸学会
関東支部

無料 http://www.jsam.jp/

群馬県 高崎市 ①
「文字資料から見た多
胡碑」

　本年は、和銅５年（７１２年）の古事記成立から１３００年を迎
えます。当時のわが国では、漢字による公文書でのやり取りや
戸籍の作成など文字による政治が本格化しました。高崎市に
は同じころ建立された山上碑・多胡碑・金井沢碑が現存してい
ます。本展では古代文字資料として、遺跡から出土する墨書
土器、印、文字瓦などを展示し、上野三碑を生んだ当地域の
文字文化を知る手がかりを探ります。

11月6日～1月20
日

多胡碑記念館 高崎市教育委員会

http://www.city.taka
saki.gunma.jp/soshiki
/ky-
bunkazai/tagohi/inde
x.htm

群馬県
高崎市、

他
②

第１８回群馬県高等学
校総合文化祭

高等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部
の文化部等で活動する生徒が、発表・展示・競技・交流会等を
行います。

10月27日～11月
11日

群馬音楽センター、高崎
シティーギャラリー、群
馬シンフォニーホール、
高崎市文化会館など

第18回群馬県高等学校総
合文化祭実行委員会、群馬
県教育委員会、群馬県教育
文化事業団、群馬県高等学
校文化連盟

無料
高校教育課
指導係
027-226-4649

総合開会式は、11月
4日に群馬音楽セン
ター・ホールで行われ
ます。

群馬県 高山村 ① 親と子の紅葉登山

紅葉登山、料理づくりを開催します。
＊対象：小学生とその保護者
＊人数：４０名（先着順）
＊申込：1ヶ月前より受付

11月3, 4日
1泊2日

北毛青少年自然の家 北毛青少年自然の家
http://www.kihokumo
.gsn.ed.jp

群馬県 高山村 ① 親と子の星空の夕べ

星空観察、クラフト制作（希望者）を開催します。
＊対象：小学生とその保護者
＊人数：６０名（先着順）
＊申込：1ヶ月前より受付

11月17, 18日
1泊2日

北毛青少年自然の家 北毛青少年自然の家
http://www.kihokumo
.gsn.ed.jp

群馬県 高山村 ③ 高山村文化祭 作品展示、舞台発表等です。 11月10～12日 いぶき会館 高山村教育委員会 無料
t-
kyouiku@vill.takayam
a.gunma.jp
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群馬県 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.takayam
a.gunma.jp

群馬県 館林市 ①,③
企画展示「色めく彫刻
－よみがえる美意識」

近現代彫刻の「色」に注目し、彫刻の特性と表現の多様性を紹
介します。

9月22日
～12月2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/

群馬県 館林市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放を行います。 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/

群馬県 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

群馬県 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

群馬県 館林市 ③

館林市立資料館特別
展「館林藩を支えた領
地―越智松平家と播州
三木の歴史―」

越智松平家の藩政と、館林藩の領地についての歴史を紹介
し、兵庫県三木市などの、領地経営の概要を紹介いたします。

9月22日～11月11
日

館林市立資料館 館林市教育委員会 無料
0276-74-4111（館林
市文化振興課）

群馬県 館林市 ③

田山花袋記念文学館
収蔵資料展「田山家に
のこされた花袋の遺
品」

収蔵資料の中から花袋の愛用品や友人からの書簡を紹介し
ます。

9月11日～11月25
日

田山花袋記念文学館 館林市教育委員会
0276-74-4111（館林
市文化振興課）

群馬県 館林市 ③
家庭の日　入館無料及
び展示解説会

田山花袋記念文学館の入館料が家庭の日にちなんで無料に
なります。また、午後１時30分より展示解説会を行います。

11月4日 田山花袋記念文学館 館林市教育委員会 無料
0276-74-4111（館林
市文化振興課）

群馬県 館林市 ① 著者を囲む会
絵本作家・翻訳家のなかがわ ちひろ（中川 千尋）さんを迎え、
講演会を開催します。

11月25日 館林市立図書館 館林市立図書館 無料 0276-74-2346

群馬県 館林市 ③

第35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21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.tateb
ayashi.gunma.jp/bunk
a/14_geij/14_geij.htm

群馬県 館林市 ③
第35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26～28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.tateb
ayashi.gunma.jp/bunk
a/14_geij/14_geij.htm

群馬県 館林市 ③
第35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1～18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.tateb
ayashi.gunma.jp/bunk
a/14_geij/14_geij.htm
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群馬県 館林市 ③
第35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2～4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.tateb
ayashi.gunma.jp/bunk
a/14_geij/14_geij.htm

群馬県 館林市 ③

第35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.tateb
ayashi.gunma.jp/bunk
a/14_geij/14_geij.htm

群馬県 館林市 ③
第19回両毛五市民謡
民舞交流大会

両毛五地域（桐生・太田・足利・佐野・館林）で活動する民謡・
民舞愛好団体による発表をします。

11月11日
館林市文化会館大ホー
ル

館林市文化協会 無料
三の丸芸術ホール
電話0276-75-3030

群馬県 館林市 ④
平成24年度市民大学
講座

「生きるということ」をテーマに全5回の市民大学講座を開催し
ます。
9月3日(月)畠山　重篤
9月19日(水)奥田　政行
9月25日(火)福岡伸一
10月12日(金)佐野　有美
10月23日(火) 高石　ともや
19:00～20：30初回のみ18：50～

9月3日
～

10月23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.tateb
ayashi.gunma.jp/shog
aku/
電話0276－72－4111
内線224

8月10日から募集開
始（先着512名）

群馬県 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27, 28日 西公民館 西公民館 無料
西公民館　電話
0276-75-3739

群馬県 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3, 4日 郷谷公民館 郷谷公民館 無料
郷谷公民館　電話
0276-72-4075

群馬県 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3, 4日 城沼公民館 城沼公民館 無料
城沼公民館　電話
0276-71-0380

群馬県 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9～11日 六郷公民館 六郷公民館 無料
六郷公民館　電話
0276-74-7771

群馬県 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4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.tateb
ayashi.gunma.jp/shog
aku/
電話0276－72－4111
内線229
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群馬県 玉村町 ①、③
群馬県立女子大学公
開講座「ヴィクトリア朝
人の読んだ中世」

19世紀後半、ヴィクトリア朝のイギリスは「大英帝国」として、か
つてない繁栄を遂げますが、一方では、急速な社会の変貌に
より様々な矛盾も生み出します。この時代の作家達にとって、
中世という遠い過去の世界は失われた理想郷であり、また、み
ずからの生きる時代を省みる鏡でもありました。イギリス中世
を舞台にした「アーサー王伝説」などがヴィクトリア朝人の心を
どのように捉え、また、読み替えられたのかを考えます。

11月12日
群馬県立女子大学
新館第2講義室

群馬県立女子大学 無料

URL：
http://www.gpwu.ac.j
p/
TEL：0270-65-8511

「群馬県民カレッジ」
対象講座
申込不要

直接会場へお越し下
さい。

群馬県 玉村町 ①、③
群馬県立女子大学公
開講座「『方丈記』を考
える」

ストイックな草庵生活、無常観・・・そういった堅苦しいイメージ
で捉えられがちな『方丈記』。奇しくも今年成立後８００年を迎え
るこの作品を、作者鴨長明の人生や作品の成立時期を踏まえ
ながら捉え直すとどうなるのか。超越的な人間ではなく、凡俗
の人間の手による作品として、『方丈記』を考えてみます。

11月12日
群馬県立女子大学
新館第2講義室

群馬県立女子大学 無料

URL：
http://www.gpwu.ac.j
p/
TEL：0270-65-8511

「群馬県民カレッジ」
対象講座
申込不要

直接会場へお越し下
さい。

群馬県 玉村町 ①, ③

群馬県立女子大学公
開授業「国際理解と平
和～平和について考え
る大使リレー講座～」

本講座は異文化理解を深めるとともに世界平和実現のための
課題を考えようと、平成17年度から開講しているもので、毎
年、国際舞台の第一線で活躍する外交官や駐日大使、国際
NPO団体職員の皆様を講師としてお招きしています。
11月20日は元国連事務次長明石康氏をお招きし、今までの経
験談など貴重なお話を伺います。

11月20日
群馬県立女子大学
新館第1講義室

群馬県立女子大学 無料

URL：
http://www.gpwu.ac.j
p/
TEL：0270-65-8511

「群馬県民カレッジ」
対象講座
申込不要

直接会場へお越し下
さい。

群馬県 玉村町 ③
群馬県立女子大学
第31回錦野祭

第31回を迎える錦野祭の今年のテーマは「彩る」です。人々の
感情を色に例え、表現し、来校者一人ひとりが笑顔になれるよ
うな各種イベントを用意しております。

11月3, 4日
群馬県立女子大学 群馬県立女子大学

無料

URL：
http://www.gpwu.ac.j
p/
TEL：0270-65-8511

申込不要
直接会場へお越し下
さい。

群馬県 富岡市 ③
第３６回県民芸術祭
【第14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31日～11月
11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36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.tomi
oka.lg.jp/facility/014/
011/

群馬県 富岡市 ①
企画展
「キノコとカビのミラクル
ワールド」

森をつくったり、森のそうじをしたり、森の生物をはぐくんだ
り・・・。そこでは、私たちの目には見えない、ありとあらゆるとこ
ろにいるキノコとカビの仲間たち「菌類」が大活躍しています。
「菌類」は味噌や醤油などの食料、薬など私たちの生活にも欠
かせません。地球上の生物にとってなくてはならないかけがい
のない「菌類」の摩訶不思議な世界を紹介します。

9月22日～11月18
日

自然史博物館企画展示
室

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

群馬県 富岡市 ①
講演会
「ウンコはご馳走」

撮影を通して、キノコ・粘菌・コケなどを深く見つめてきた自然
写真職人が、糞土師（ふんどし）として、「くう・ねる・のぐそ」を
テーマに、命の循環について熱く語ります。

11月11日 自然史博物館学習室 群馬県立自然史博物館 無料
http://www.gmnh.pre
f.gunma.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
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群馬県 富岡市 ①
天体観望会
「夏・秋の星を観察しよ
う」

ぐんま天文台の職員が講師となり、夏・秋の星座をわかりやす
く紹介します。また、望遠鏡をつかって星雲や星団も観察しま
す。

11月3日
自然史博物館天体ドー
ム

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

群馬県 富岡市 ①
自然教室
「食育プログラム－お
だしのことなら－」

いま、世界的に注目を集めている日本の「だし」。なかでも、世
界一硬い食品「鰹節」の出し汁は、和食に欠かすことができま
せん。鰹節ができるまで、鰹節の削り方、おいしい出し汁の取
り方を、鰹節のプロが紹介します

11月4日 自然史博物館実験室 群馬県立自然史博物館 無料
http://www.gmnh.pre
f.gunma.jp

群馬県 富岡市 ①
自然教室
「家庭で楽しむキノコ栽
培」

育てて楽しい、食べて美味いキノコ栽培。栽培した人しか味わ
えない、新鮮な取れたてをご家庭で。プロがノウハウを伝授し
ます。

11月18日 自然史博物館実験室 群馬県立自然史博物館 無料
http://www.gmnh.pre
f.gunma.jp

群馬県 富岡市 ① 群馬県民の日 県有施設の無料開放を行います。 10月28日 自然史博物館展示室 群馬県立自然史博物館 無料
http://www.gmnh.pre
f.gunma.jp

群馬県 富岡市 ③ 富岡市民文化祭
　書画・芸道の文化団体等の発表の機会として、総合展示と音
楽芸能発表会を開催し、相互の交流・文化意識の高揚を図り
ます。

11月3, 4日
富岡市生涯学習セン
ター
富岡市美術博物館

富岡市・富岡市教育委員会 無料
http://www.city.tomi
oka.lg.jp/facility/002/

群馬県 富岡市 ③
第３６回県民芸術祭
【第1４回妙義山写真コ
ンテスト】

妙義山の自然、周辺の風景、風俗、習慣、行事等を題材にし
た公募の写真展覧会で
す。

10月31日～11月
11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

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

群馬県 富岡市 ③ 富岡製糸場資料展
富岡製糸場が所蔵する資料の中から、かつての工女の労働
や生活に関連する資料を展示します。

10月12日～11月
11日

富岡製糸場 富岡市
http://www.tomioka-
silk.jp/hp/index.html

群馬県 中之条町 ①②③
第25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, 4日

中之条町文化会館
ツインプラザ
つむじ
六合体育館

中之条町産業文化祭実行
委員会

無料
http://www.town.nak
anojo.gunma.jp

群馬県 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20日
ツインプラザ
交流ホール

中之条大学 無料
中之条町図書館
0279-76-3115

群馬県 中之条町 ①
中之条大学 公開講座
吉村作治 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、早稲田大学教授 吉村作治 氏による講演会を開催し
ます。

10月28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

群馬県 長野原町 ③
第４５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
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群馬県 沼田市 ③
第３６回県民芸術祭
【第59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2～4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36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.numa
ta.gunma.jp/life/kou
min.html

群馬県 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します。

11月2～4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

群馬県 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、祇園囃子、人形芝居)の発表を行います。

11月23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

群馬県 沼田市 ①・③ 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3, 4日 白沢中学校体育館ほか 沼田市教育委員会 無料 0278(53)2291

群馬県 沼田市 ③ 利根町文化祭 作品展示・体験教室等を開催します。 11月2, 3日 利根健康増進施設 沼田市 無料 0278-56-2111

群馬県 藤岡市 ②
第１９回群馬県産業教
育フェア

高等学校及び特別支援学校高等部の生徒による作品展示、
研究発表、各種コンテスト、小中学生向けの職業教育体験を
行います。

11月9, 10日
藤岡市市民体育館、庚
申山第２体育館

群馬県教育委員会・群馬県
産業教育振興会・他

無料
高校教育課
指導係
027-226-4645

群馬県 藤岡市 ④ 秋季企画展 未定（8月下旬決定予定）
10月27日～12月9

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

群馬県 藤岡市 ①
関孝和先生顕彰第63
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

群馬県 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3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

群馬県 前橋市 ③
群響特別演奏会
～珠玉の二大コンチェ
ルト～

群馬交響楽団と著名なゲストを迎えての演奏会です。 11月4日
ベイシア文化ホール（群
馬県民会館）

群馬県、群馬県教育文化事
業団

http://www.gunmabu
nkazigyodan.or.jp/ken
min/index.html

群馬県 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.gun
ma.jp/07/p14710007.
html

群馬県 前橋市 ①
男女共同参画基礎講
座

東京家政大学との共催で、男女共同参画について基礎からや
さしく学ぶ講座（全６回）を開催します。

11月3, 10,  24日,
12月8, 11, 15日

群馬県ぐんま男女共同
参画センター

群馬県ぐんま男女共同参画
センター

無料
http://www.pref.gun
ma.jp/index.html
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群馬県 前橋市 ①
土砂災害防止に関する
絵画・作文
コンク－ル展示会

土砂災害防止月間行事の一環として県内の小中学校生徒か
ら募集した絵画・作文の展示を行います。

11月8～11日 県庁県民ホ－ル（１階）
群馬県
群馬県治水砂防協会

無料
砂防課砂防管理係
直通027-226-3631

群馬県 前橋市 ④ こども科学教室
群馬県民の日記念行事として、「こども科学教室、一般公開」
を開催します。

10月28日 群馬産業技術センター 群馬県立産業技術センター 無料
http://www.tec-
lab.pref.gunma.jp/

群馬県 前橋市 ④ 畜産試験場公開
施設を公開し、研究成果のパネル展示と解説、小学生向けの
「知って得する畜産講座」などを開催します。

10月27, 28日 群馬県畜産試験場 群馬県畜産試験場 無料
群馬県畜産試験場
027-288-2222

群馬県 前橋市 ①

児童虐待防止推進月
間　県民講座　ドキュメ
ンタリー映画『隣る人』
上映会

児童相談所職員による児童虐待についてのミニ講座と、ある
児童養護施設の８年間を追ったドキュメンタリー映画『隣る人』
上映を行います。

11月10日
群馬県立県民健康科学
大学
大講義堂

群馬県中央児童相談所 無料
http://www.pref.gun
ma.jp/event/ev08600
003.html

群馬県 前橋市 ③
群馬県立文書館　開館
30周年記念式典・講演
会・シンポジウム

群馬県立文書館は、昭和57年に開館し、今年で30周年を迎え
ます。そこで、記念式典・講演会・シンポジウムを開催し、公文
書や地域史料の保存・活用のあり方を議論し、よりよい地域社
会の創造を展望します。

11月2日
群馬県立文書館３F研修
室

群馬県立文書館 無料

群馬県立文書館
027-221-2346
http://www.archives.
pref.gunma.jp/

群馬県 前橋市 ③
群馬県立文書館　開館
30周年記念　特別展

文書館30周年記念特別展「絵図でたどるふるさと群馬-城・関
所・村の風景-」と題して展示会を開催します。

10月27日～1月30
日

文書館展示室 群馬県立文書館 無料

群馬県立文書館
027-221-2346
http://www.archives.
pref.gunma.jp/

群馬県 前橋市 ①③ 地区公民館文化祭
日頃の公民館活動の成果や地域住民の学習成果の発表の場
です。

10月～11月 市内１５地区公民館 前橋市教育委員会 無料
生涯学習課
027-210-2198

群馬県 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22日,11月12

日
中央公民館 前橋市教育委員会 無料

中央公民館
027-210-2199

群馬県 前橋市 ②
前橋市児童生徒音楽
会

前橋市内の小中学校の児童生徒が、合唱や吹奏楽の発表を
行います。

10月24, 25, 26日 前橋市民文化会館 前橋市教育委員会 無料
学校教育課
027-898-5864

群馬県 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27日 前橋市立原小学校 前橋市教育委員会 無料
学校教育課
027-898-5862

群馬県 前橋市 ②
海外研修事業・帰国報
告会

オーストラリア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27日 総合福祉会館 前橋市教育委員会 無料
青少年課
027-898-5874

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54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

群馬県 前橋市 ①③
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、及び前橋市中央公民館
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27, 28日 中央公民館 前橋市教育委員会 無料
中央公民館
027-210-2199

群馬県 前橋市 ① ふれあい図書館まつり
秋の読書週間にあわせ、身近で親しみやすい図書館をめざす
とともに、図書館の利用促進を図るため、ふれあい図書館まつ
りを実施します。

10月28日～11月
18日

前橋市立図書館 前橋市教育委員会 無料
前橋市立図書館
027-224-4311

群馬県 前橋市 ①③ 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
前橋市児童文化セン
ター

前橋市教育委員会 無料
前橋市児童文化セン
ター
027-224-2548

群馬県 前橋市 ① おはなし会
読書週間の期間中、親子で読書に親しみ、本を通じたふれあ
いや図書館の利用普及を図るため、読み聞かせを行います。

11月3日
前橋プラザ元気２１
前橋こども図書館

前橋市教育委員会 無料
前橋こども図書館
027-230-8833

群馬県 前橋市 ③ あんびるやすこ講演会
子どもたちに良く読まれ、人気作家でもある前橋市出身児童文
学者あんびるやすこ先生の講演会と原画展を開催します。

11月4日
前橋プラザ元気２１
中央公民館ホール

前橋市教育委員会 無料
前橋こども図書館
027-230-8833

群馬県 前橋市 ①②
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
発表及び講演会等を開催します。

11月10日 前橋テルサ 前橋市教育委員会 無料
青少年課
027-898-5874

群馬県 前橋市 ① 市民講座
市民の文化・教養に関する幅広い要望に応え、各界の第一線
で活躍する人物を講師として招聘し、講演を行います。

11月3, 17日 中央公民館 前橋市教育委員会
中央公民館
027-210-2199

群馬県 前橋市 ③
第16回詩のまち前橋
若い芽のポエム贈呈
式・朗読会

小学生、中学生、高校生を対象にした詩のコンクールの入賞
者贈呈式及び選考･推薦委員と入賞者による詩の朗読会で
す。

11月10日 前橋テルサ 前橋市 無料
文化国際課
027-898-5856

群馬県 前橋市 ①
地域づくり講座「紅茶講
座」

１１月１日は「まえばし教育の日」と同時に「紅茶の日」であるこ
とから、夫婦で紅茶のおいしい入れ方を学び、音楽とともに紅
茶を楽しんでいただきます。

11月11日 中央公民館 前橋市教育委員会
中央公民館
027-210-2199

群馬県 前橋市 ③
第４０回前橋市郷土芸
能大会

神楽・獅子舞・囃子・古謡・語り物等の各団体及び周辺市町村
からの招待団体の計６団体による公演を行います。

11月17日 前橋市民文化会館 前橋市教育委員会 無料
文化財保護課
027-898-9875

群馬県 前橋市 ②
まえばし学校フェスタ２
０１２

各学校の日頃の活動を広く保護者や市民の方々に知っていた
だくだめ、児童生徒による各種作品の展示や発表を行います。

11月23, 24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

群馬県 前橋市 ③
第３５回前橋市民芸術
文化祭

文化協会の２３の芸術分野の部会活動の成果を発表・展示す
る文化祭です。

5月～3月 前橋市民文化会館等 前橋市 無料
文化国際課
027-898-5856

教育文化週間の間に
も、各種分野の発表
が行われます。
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群馬県 前橋市 ①
2012年度　共愛学園前
橋国際大学　公開講座

一般、小・中・高生、本学学生・教職員を対象に「建築×教育
―教育の力と学びの空間」をテーマに全3回で公開講座を実施
します。

11月10, 24日, 12
月1日

本学1号館1101教室 共愛学園前橋国際大学
図書館・027-266-
7575

群馬県 前橋市 ①
資料展示「新島襄と八
重」

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、新島襄関連の資料を中心にその妻八重の資料も合わせ
紹介します。

10月19日～12月
23日

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

群馬県 前橋市 ①
第１０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29日 群馬県立図書館 群馬県立図書館 無料
http://www.library.pr
ef.gunma.jp/

群馬県

前橋市、
みどり

市、桐生
市

③
第29回上電うごくギャラ
リー児童絵画展

上毛電気鉄道(株)沿線の幼稚園、保育園、小学校、特殊教育
諸学校の園児、児童の絵画作品を電車内に展示します。

10月13日～11月
23日

上毛電鉄　電車内 上毛電気鉄道(株) 無料

電話027-231-3597
E-mail：jomo-
somu@kl.wind.ne.jp
上毛電鉄総務課

群馬県 みどり市 ③

東国文化周知事業
岩宿博物館20周年記
念
岩宿ムラ収穫まつり

群馬の豊富な歴史遺産の1つである岩宿遺跡で、石器作りや
まが玉づくり等の体験を通じて、縄文時代の文化に触れる機
会を提供する。

11月11日 岩宿博物館

岩宿博物館友の会
みどり市
群馬県
群馬歴史文化遺産発掘・活
用・発信実行委員会

0277-76-1701

群馬県 みどり市 ①

開館20周年記念 第54
回企画展 　『人が動く、
時代も動く―東日本の
細石器文化を追う―』

細石器とは、長さ2～4㎝の小さな石器で、それに使われている
石材を調べることで、縄文時代直前の東日本の人々の動きを
追いかける展示です。

10月6日～11月25
日

岩宿博物館 みどり市岩宿博物館
http://www.city.mido
ri.gunma.jp/iwajuku/

10月14日（日）10時30
分より展示解説講座

群馬県 みどり市 ①
岩宿フォーラム2012/シ
ンポジウム

東日本の細石器文化について、研究発表やシンポジウムを行
います。

11月3, 4日 みどり市笠懸公民館 みどり市岩宿博物館 無料
http://www.city.mido
ri.gunma.jp/iwajuku/

群馬県 みどり市 ①
第72回企画展『足尾線
とくらし（仮）』

今年は、大正元年に足尾線の大間々－足尾間が開通してから
100年目になります。足尾線の歴史をたどりながら、昭和30年
代の暮らしを振り返ります。

10月20日～12月2
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.mido
ri.gunma.jp/conodont
/

群馬県 みどり市 ③
第21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3日 みどり市笠懸公民館
みどり市・みどり市教育委員
会

無料
http://www.city.mido
ri.gunma.jp/section/0
5kyouiku/05bunaka/

群馬県 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の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3, 4日
桐生大学・桐生大学
短期大学部

桐生大学・桐生大学
短期大学部

無料
http://www.kiryu-
u.ac.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54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

群馬県
みどり市
笠懸町

①③
みどり市文化フェスティ
バル　　　　　　　笠懸地
域文化祭

地域で活動している団体の成果発表。
交流を深め地域の発展に寄与。
活動内容のパネル・資料を展示。

10月20, 21日 みどり市　　笠懸公民館
笠懸公民館財団法人　野村
生涯教育センター　　　群馬
支部

無料
www.nomuracenter.or
.jp

群馬県 明和町 ② めいわ教育の日
午前中管内小・中学校で授業参観、午後産文にて、「教育につ
いて語る」講演会orPTAフォーラムを開催します。

11月1日 ふるさと産業文化館 学校教育課 無料
http://www.town.mei
wa.gunma.jp

群馬県 明和町 ③ 第１５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
与するイベントを開催します。

11月3～4日 ふるさと産業文化館 明和町文化協会 無料
http://www.town.mei
wa.gunma.jp

群馬県 吉岡町 ③
第37回吉岡町民文化
祭

伝統芸能、芸能発表、歌謡祭、舞踊発表、吟剣詩舞道、作品
展等を一般に向けて無料公開します。

11月2～23日 吉岡町文化センター　他 吉岡町文化協会 無料

教育委員会事務局
生涯学習室
0279-54-3111
(597)

群馬県 前橋市 ①
あかぎサンサンかがや
きキャンプ

障害を持っている子供と健常の子どもとのふれあいの場を提
供することで、相互理解を深める事業です。

11月3日～
11月4日

国立赤城青少年交流の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

群馬県 高崎市 ①

第４回青雲塾・中曽根
康弘賞論文募集
中曽根康弘資料館開
設６周年記念講演会

１５歳から２５歳の青少年を対象に論文募集を行い、一般・大
学の部、高校生の部に分け、記念講演会の冒頭で優秀論文
の表彰を行います。
日本サッカー協会 高顧問川淵三郎氏をお招きして行いま
す。

11月18日
ホテルメトロポリタン高
崎

公益財団法人青雲塾 無料
http//www.seiunjyuku.c
om/

群馬県
邑楽郡板

倉町
 ⑤

東洋大学市民大学講
座
シニア世代の健康づく
り講座―いつでも、どこ
でも、ひとりでも―

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う。
なお、実技を伴うため、当日は身体を動かしやすい服装でお越
しください。

10月20, 27日
10:00～12:00

東洋大学
板倉キャンパス

主催：東洋大学
後援：板倉町教育委員会・
館林市教育委員会

無料 作成中
150名
（9月12日（木）から10
月5日(金)まで受付）

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


