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群馬県 安中市 ①．③ 第２８回童謡フェスティバル
歴史ある童謡・唱歌を広め、また次世代に継承していくことにより文化振興
や青少年教育を推進するため、平成元年から開催し今年で２８回目となりま
す。市内で活動する合唱グループによる発表会を行います。

11月4日 安中市松井田文化会館 安中市教育委員会 無料
【安中市HP】
http://www.city.annaka.lg.jp/

安中市教育委員会生涯学習課
027-382-1111

群馬県 安中市 ①．③ 青少年健全育成市民のつどい
青少年の健やかな成長と社会的な自立を支えることを目的に開催し、優良
青少年表彰、決意表明を行った後、記念公演としてミュージカル「シンデレ
ラ」を上演します。

11月17日 安中市文化センター
安中市教育委員会、
安中市青少年健全育成会議

無料
【安中市HP】
http://www.city.annaka.lg.jp/

安中市教育委員会生涯学習課
027-382-1111

群馬県 安中市 ①，② 人権と平和を考える講座

毎年9月～10月の期間に連続5回開催される講座です（右記日程は5回目の
ものです）。「自分」にも「相手」にも「まわりの人」にもある『人権』について考
える機会を、市民の方々に提供する場となっております。当事者や専門家の
話を聴き、多様化する人権問題に対する理解を深めます。

10月24日 安中市松井田文化会館 安中市教育委員会 無料
【人権と平和を考える講座公式】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_
shougaigakushu/human-rights.html

安中市教育委員会生涯学習課
027-382-1111

群馬県 安中市 ③ 碓氷のつどい（前期）

市民フェスティバルの一つで、文化活動の推進を図り、前期2日間と後期2日
間で開催されます。前期の初日は音楽祭、公開将棋大会、公開囲碁対局、
科学あそび等が行われます。二日目は舞踊祭、よみきかせ等、さらには地
元の伝統芸能“八城人形芝居城若座公演”は別日程・別会場になりますが
開催されます。また、両日を通して作品展・学習展も行われます。

10月13日～14日 安中市松井田文化会館　他 安中市文化協会松井田支部 無料
【あんなか市民フェスティバル公式】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_
shougaigakushu/siminfes-h25.html

安中市文化協会松井田支部
027-393-4401

群馬県 安中市 ③ 碓氷のつどい（後期）

市民フェスティバルの一つで、文化活動の推進を図り、前期2日間と後期2日
間で開催されます。後期の初日は芸能祭1部、ミニ手話講座、ユネスコ英会
話、紙芝居、親子・男のいけばな体験（作品展示）、ウォークラリーやこどもひ
ろば等が行われます。二日目は芸能祭2部、紅葉の茶会が行われます。ま
た、両日を通して作品展・学習展も行われます。

10月20日～21日 安中市松井田文化会館 安中市文化協会松井田支部 無料
【あんなか市民フェスティバル公式】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_
shougaigakushu/siminfes-h25.html

安中市文化協会松井田支部
027-393-4401

群馬県 安中市 ③ 市民展（芸能協会発表）

市芸能協会8部会が伝統芸能を学び、披露する場として毎年10月に開催さ
れる発表大会です。プログラムは箏曲、詩吟、民謡、日本舞踊、津軽三味
線、大正琴となっており、多彩な文化に触れることができます。次世代への
文化継承の場としても貴重な役割を果たしております。

10月21日 安中市文化センター 安中市市民展実行委員会 無料
【あんなか市民フェスティバル公式】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_
shougaigakushu/siminfes-h25.html

安中市教育委員会生涯学習課
027-382-1111（内線2245）

群馬県 安中市 ①，② 人権教育映画会

人権教育推進を図る場として、毎年10月に開催している映画会です。市の今
年度の重要課題である「プライバシーに関する問題」について扱う作品、『母
べえ』を上映します。平和について考える作品でもあり、市民に対して人権尊
重の教育を推進します。

10月26日 安中市松井田文化会館 安中市教育委員会 無料
【安中市教育委員会生涯学習課ＨＰ】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_
shougaigakushu/index.html

安中市教育委員会生涯学習課
027-382-1111（内線2245）

群馬県 安中市 ③ 市民展（作品展）

造形美術協会、美術手工芸、書道協会、写真クラブ、華道協会、古文書学
習協議会、茶道会、ユネスコ協会、くらしの会の9団体が作品を展示します。
チャリティー作品の展示や、体験教室も行われ、多数の来場者で賑わいま
す。また、児童生徒作品展も同時開催され、子どもたちが質の高い芸術文化
に触れるきっかけにもなっております。

11月15日～18日
安中体育館
（旧安中高校体育館）

安中市市民展実行委員会 無料
【あんなか市民フェスティバル公式】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_
shougaigakushu/siminfes-h25.html

安中市教育委員会生涯学習課
027-382-1111

第60回「教育・文化週間」関連行事
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群馬県 伊勢崎市 ①
まゆドーム親子ふれあい事業
「秋のスタンプラリー」

季節ごとの自然に親しむことをねらいとし、秋の公園の自然に触れながら、
スタンプラリーを楽しみます。

10月28日 まゆドーム
伊勢崎市
生涯学習課

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp
子供のもり公園伊勢崎
まゆドーム
0270-31-3778

群馬県 伊勢崎市 ①
まゆドーム親子ふれあい事業
「作ってみよう！～プラ板アクセサ
リー～」

プラ板に絵を描いて、トースターで焼き、アクセサリーを作ります。 11月3日 まゆドーム
伊勢崎市
生涯学習課

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp
子供のもり公園伊勢崎
まゆドーム
0270-31-3778

群馬県 伊勢崎市 ①
まゆドーム親子ふれあい事業
「和紙のランプシェード作り」

和紙を使ったランプシェードを作ります。 11月4日 まゆドーム
伊勢崎市
生涯学習課

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp
子供のもり公園伊勢崎
まゆドーム
0270-31-3778

群馬県 伊勢崎市 ①
まゆドーム親子ふれあい事業
「草木染め（絞り染め）」

自然物を利用して表現を楽しむことをねらいとし、植物を使って布を染めま
す。

11月11日 まゆドーム
伊勢崎市
生涯学習課

無料 http://www.city.isesaki.lg.jp
子供のもり公園伊勢崎
まゆドーム
0270-31-3778

群馬県 板倉町 ① 第10回北部公民館まつり
北部公民館利用団体・公民館主催教室並びに地域住民の活動の成果を一
堂に会して発表し、その成果を認め合うとともに相互の親睦と実践への意欲
化を図る。

10月14日 板倉町北部公民館
板倉町北部公民館
利用団体連絡協議会

無料
板倉町北部公民館
0276-77-1855

群馬県 板倉町 ③ 第39回町民文化祭
町民に対して芸術文化の発展及び振興のため開催しています。板倉町文化
協会加盟団体が主体となり、発表部門と展示部門に分かれ、日々の活動の
成果を披露しています。

10月27日～28日 板倉町中央公民館 板倉町文化協会、板倉町
【板倉町ＨＰ】
http://www.town.itakura.gunma.jp/

板倉町中央公民館
0276-82-2435

H30.10頃に板倉町ホーム
ページへ掲載予定

群馬県 板倉町 ① 公民館祭り
公民館利用団体の日頃の活動成果を展示、発表し、芸術文化の普及啓発
を図る。

11月11日 板倉町南部公民館
板倉町南部公民館利用団体連
絡協議会

【板倉町ＨＰ】
http://www.town.itakura.gunma.jp/

板倉町南部公民館
0276-82-1424

群馬県 板倉町 ① 第16回東部公民館利用団体発表会
利用団体の日頃の活動成果を発表しあい、参加者相互の意識の高揚を図
る。

11月18日 板倉町東部公民館
板倉町東部公民館利用団体連
絡協議会

無料
板倉町東部公民館
0276-82-1241

群馬県 邑楽町 ③
【第42回県民芸術祭】
邑楽町民文化祭

邑楽町文化協会に加盟する団体が芸能発表、作品展示、模擬店の3部門に
分かれ、日頃の活動成果を発表します。

11月10日 邑楽町公民館 邑楽町文化協会 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 太田市 ① 第11回企画展
重要無形文化財保持者（人間国宝）であった大隅俊平刀匠の刀剣に関連す
る展示を行います。（内容未定）

9月29日～1月20日
（予定）

太田市立大隅俊平美術館
太田市教育委員会
歴史施設課

【太田市立大隅俊平美術館HP】
http://www.oosumi-museum.jp/

太田市教育委員会
歴史施設課
0276-52-2215

入館料300円

群馬県 太田市 ①，③ 太田市民文化祭 各種文化団体と市民の参加による活動発表を行います。
10月12日～14日，
10月20日，27日

・太田市社会教育総合センタ ー
・新田文化会館
・藪塚本町文化ホール

太田市民文化祭運営委員会 無料

【太田市民文化祭ＨＰ】
https://www.city.ota.gunma.jp/005gy
osei/0170-010kyoiku-shogai/2018-
0528-1517-133.html

太田市生涯学習課
0276-22-3442

3部門18分野
　（芸能・展示・文化）

群馬県 太田市 ①
企画展「平成30年度『長楽寺展』～
中国絵画を中心に～」

太田市世良田町にある長楽寺所蔵の中国絵画を中心に、長楽寺・世良田東
照宮の宝物を展示します。(予定）

10月20日～12月16
日（予定）

太田市立新田荘歴史資料館
太田市教育委員会
歴史施設課

【太田市立新田荘歴史資料館HP】
http://www12.wind.ne.jp/tomohm/

太田市教育委員会
歴史施設課
0276-52-2215

入館料200円

群馬県 太田市 ①
本でつながるイベントvol.4「世界のバ
リアフリー児童図書展 -IBBY選定バ
リアフリー-児童図書2017-

バリアフリー図書が社会に認知されることを目的に、すべての子どもたちが
読書のたのしみを享受できるよう、障がいのある子どもや若者のために書か
れたり、障がいについて書かれた世界の優れた良書を紹介します。

10月25日～11月4日 太田市美術館・図書館
太田市・
太田市文化スポーツ振興財団

無料
【太田市美術館・図書館ＨＰ】
http://www.artmuseumlibraryota.jp

太田市美術館・図書館
0276-55-3036
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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。市民による芸術文化活動の成果発表会・
作品展示会等を行います。

11月2日～4日 太田市新田文化会館 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

左記会館に事務局有

群馬県 太田市 ③
おおたアカデミーオーケストラ定期演
奏会

おおた芸術学校の講師を中心に結成された「おおたアカデミーオーケストラ」
による、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コンサートを行
います。

11月3日 太田市民会館
一般財団法人
太田市文化スポーツ振興財団

【太田芸術学校ＨＰ】
http://www.oaas.jp/

おおた芸術学校
0276-45-9966

前売り
　指定席2,000円
（高校生以下1,500円）
　自由席1,500円
（高校生以下1,000円）
当　日
　指定席2,500円
（高校生以下2,000円）
　自由席2,000円
（高校生以下1,500円）

群馬県 太田市 ①，③
太田市民文化功労賞・奨励賞表彰
式

市民の文化活動の奨励・高揚を図ることを目的として、太田市の文化向上・
発展のために貢献した個人や将来を期待される個人を表彰しています。

11月3日 太田市学習文化センター 太田市 無料
太田市生涯学習課
0276-22-3442

群馬県 太田市 ①
特別展「江戸の婚活－出会いから結
婚まで－」

江戸時代の結婚制度に関連する展示を行います。
11月3日～1月14日
（予定）

太田市立縁切寺満徳寺資料館 太田市教育委員会歴史施設課
【太田市立縁切寺満徳寺資料館HP】
http://www8.wind.ne.jp/mantokuji/

太田市教育委員会
歴史施設課
0276-52-2215

入館料200円

群馬県 太田市 ③
太田ものづくりシリーズvol.1「ボタン
をめぐる冒険－アイリスのボタン展-
」

太田の「ものづくり」の魅力をアートを通して発掘、発信する「ものづくりコラボ
レーションシリーズ」の第１弾として、創業100年を迎えたばかりのアイリスの
ボタン展を開催します。

11月10日～1月14日 太田市美術館・図書館
太田市・（一財）太田市文化ス
ポーツ振興財団

無料
【太田市美術館・図書館ＨＰ】
http://www.artmuseumlibraryota.jp

太田市美術館・図書館
0276-55-3036

群馬県 片品村
①、②、
③

第３５回片品村芸能発表会 一般村民・学生からの出品作品（文化部門・産業部門）を展示。 11月2日～3日 片品村役場 片品村教育委員会事務局 無料
片品村教育委員会
0278-58-2144

群馬県 片品村
①、②、
③

第５２回片品村総合産業文化展 文化協会芸能部が主催となり踊り、歌等を発表。 11月2日 片品村文化センター 片品村教育委員会事務局 無料
片品村教育委員会
0278-58-2145

群馬県 片品村
①、②、
③

第１１回尾瀬文学賞俳句大会表彰式 尾瀬が国立公園となったのを記念し開催。小・中・一般の部で投句。 11月3日 片品村文化センター 片品村教育委員会事務局
片品村教育委員会
0278-58-2146

群馬県 桐生市 ④
平成３０年度群馬県繊維工業試験場
「県民の日」記念イベント

ガイドツアーによる場内見学や研究成果の展示。「シルクスカーフ染色体
験」、「藍染め体験」、「転写捺染体験」及び特別企画「親子で楽しむプラ板ア
クセサリづくり体験」など、さまざまな体験を楽しめます。

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
【繊維工業試験場ＨＰ】
http://www.pref.gunma.jp/07/p20210
013.html

群馬県繊維工業試験場 技術支援係
0277-52-9950

群馬県 桐生市 ① 群馬県民の日特別イベント
さつまいも・落花生掘り、ひょうたん絵付け、ハチミツしぼり体験、飛ぶチョウ
のクラフト、昆虫おもしろ講座県民の日企画、秋の虫探しを開催します。

10月28日 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森
【ぐんま昆虫の森ＨＰ】
http://www.giw.pref.gunma.jp/

総務係
0277-74-6441

群馬県 桐生市 ① 秋の野山の昆虫展
バッタやカマキリ、トンボなど秋に見られる昆虫や、鳴く虫についてのパネル
や標本、生態展示を行います。

9月1日～10月28日 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森
【ぐんま昆虫の森ＨＰ】
http://www.giw.pref.gunma.jp/

総務係
0277-74-6441

群馬県 桐生市 ①、②
第１３回ぐんま昆虫の森虫の絵作品
展

夏休みに応募していただいた小学生の昆虫や小さな生き物の絵を展示しま
す。

11月2日～12月24日 ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森
【ぐんま昆虫の森ＨＰ】
http://www.giw.pref.gunma.jp/

総務係
0277-74-6441
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群馬県 桐生市 ① アートカフェ in 桐生
リラックスした雰囲気の中でお茶を飲みながら、サイエンスとアートの興味あ
る話を気軽に聴いていただくのが目的です。内容は、中高生以上ならば誰で
も理解できるように、わかり易くお話いたします。

11月10日 PLUS+アンカー 国立大学法人群馬大学
http://koukai-kouza.opric.gunma-
u.ac.jp/cgi/prg/koukai.cgi

研究推進部産学連携推進課
産学・地域連携係
TEL:027-220-7517
kouza@jimu.gunma-u.ac.jp

群馬県 桐生市 ③ 2018年度群馬大学理工学部群桐祭
群馬大学理工学部における学園祭であり、学生と地域住民の交流・連携の
輪をさらに大きく広げる行事です。

10月20日,21日
群馬大学理工学部
桐生キャンパス

群桐祭実行委員会 http://guntohfes.com/
理工学部学生支援係
0277-30-1023

群馬県 渋川市 ③
【第42回県民芸術祭】
第40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29校による合唱発表です。 11月6日 渋川市民会館
渋川市教育委員会・北群馬郡
教育委員会連絡協議会・渋川・
北群馬教育研究会

無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 下仁田町 ③
【第42回県民芸術祭】
第39回下仁田町町民文化祭作品展
示会

下仁田町文化協会の所属団体による作品展示会です。 11月10日 下仁田町文化ホール 下仁田町文化協会 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 下仁田町 ① 自然観察会「妙義山・石門めぐり」
妙義山の石門をめぐる自然観察会です。雑木林の紅葉や、地形・地質を観
察します。

11月11日
妙義中之嶽神社前
県立妙義公園駐車場集合
（下仁田町）

ＮＰＯ法人群馬県自然保護連
盟

【NPO法人群馬県自然保護連盟ＨＰ】
http://gunma-
shizenhogo.sakura.ne.jp/schedule.htm
l

NPO法人群馬県自然保護連盟
電話：027-324-5706
（土日月祝は不在）

・事前申込みが必要
・資料代、傷害保険加入の
ため参加費（小学生以上１
人300円）が必要。
・ハイキングのできる服装
・昼食・飲み物・雨具を持
参
・朝から雨の場合は中止す
ることがあります。

群馬県 榛東村 ③④
第16回高塚の森紅葉まつり
（秋の林業試験場一般公開）

「群馬県民の日」を記念して、試験研究の成果、森林ボランティア等の活動
内容などについて紹介します。

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

無料
【群馬県林業試験場ＨＰ】
http://www.pref.gunma.jp/07/p13710
024.html

群馬県林業試験場
027-373-2300

群馬県 高崎市 ③
企画展示「パリ世紀末ベル・エポック
に咲いた華　サラ・ベルナールの世
界」展

国際的大女優であったサラ・ベルナール（1844～1923）を様々な側面から紹
介する日本初の展覧会です。サラを中心としたベル・エポックの芸術を、ポス
ター、装身具、台本、衣装、記録写真、映像、肖像画、本人の手による彫刻
作品など、多数の作品や資料により紹介します。

◎ミュージアムレクチャー
【第1回】9月16日(日)14:00～15:30  ﾋﾟｴｰﾙ=ｱﾝﾄﾞﾚ･ｴﾚｰﾇ氏(本展監修者)
【第2回】10月7日(日)14:00～15:30  白田由樹氏(大阪市立大准教授)
【第3回】10月27日(土)14:00～15:30 岡部昌幸(当館館長)

9月15日～11月11日 群馬県立近代美術館 群馬県立近代美術館
【群馬県立近代美術館HP】
http://mmag.pref.gunma.jp/

群馬県立近代美術館
027-346-5560

月曜日休館
*月曜日が休日の場合、そ
の翌日が休館

群馬県 高崎市 ③
第９７回企画展「上毛かるたの世界
かるたが好き　ぐんまが好き」

　昭和２２年１２月の誕生から７１年を迎えた、群馬県民に親しみ愛されてい
る「上毛かるた」をメインに、その歴史や登場する事柄をとりあげることで、こ
のかるたにこめた思いを振り返り、群馬を再発見する展示とします。

10月6日～12月9日 群馬県立歴史博物館 群馬県立歴史博物館
【群馬県立歴史博物館ＨＰ】
http://grekisi.pref.gunma.jp/96exhibiti
on.html

群馬県立歴史博物館
027-346-5522

群馬県 高崎市 ②
第７回テーマ展示「昭和のくらし～蚊
帳ですごした夏～」

　昭和３０年代を中心に使われていた生活道具を展示するとともに、当時の
生活の場を一部再現し、さらに体験区画を設けることによって、時代とともに
変化した季節ごとの生活（今回は夏）を学習できる展示とします。
（予定）第８回テーマ展示「昭和のくらし～こたつでみかんを食べた冬～」（平
成31年1月4日～3月3日）

10月6日～12月16日 群馬県立歴史博物館 群馬県立歴史博物館
【群馬県立歴史博物館ＨＰ】
http://grekisi.pref.gunma.jp/96exhibiti
on.html

群馬県立歴史博物館
027-346-5522

群馬県 高崎市 ③
第101回企画展「『南総里見八犬伝』
と群馬＃浮世絵＃絵草紙＃ジュサブ
ロー人形」

江戸時代後期の戯作者、曲亭馬琴が執筆した長編読本。『南総里見八犬
伝』の世界を描いた浮世絵、絵草紙、辻村寿三郎人形とともに、里見氏の
ルーツ、群馬を舞台にした名場面、登場人物の魅力を紹介します。

10月6日～12月9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://ｂungaku.pref.gunma.jp
群馬県立土屋文明記念文学館
027-373-7721

火曜日定休
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群馬県 高崎市 ①③
第101回企画展コラボレーション企
画・ディスカッション

群馬県立女子大学教授の安保博史氏、大東文化大学教授の藏中しのぶ氏
をお迎えし、「近世絵画で楽しむ『南総里見八犬伝』」と題して、ディスカッショ
ンを行います。

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://ｂungaku.pref.gunma.jp
群馬県立土屋文明記念文学館
027-373-7721

群馬県 高崎市 ①③ 第101回企画展記念講演会
講談師の神田真紅氏をお迎えし、「講談で語る！南総里見八犬伝」と題して
講演会を行います。

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://ｂungaku.pref.gunma.jp
群馬県立土屋文明記念文学館
027-373-7721

群馬県 高崎市 ①③ 第101回企画展記念講演会
専修大学教授の板坂則子氏をお迎えし、「魂の集う家－荒芽山の夜」と題し
て講演会を行います。

11月23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
【群馬県立土屋文明記念文学館ＨＰ】
http://ｂungaku.pref.gunma.jp

群馬県立土屋文明記念文学館
027-373-7721

群馬県 高崎市
①，②，
③

第８４回特別展
「生糸貿易の偉人とオールドノリタ
ケ」

対米輸出など、生糸貿易で活躍した人物像を群馬ゆかりの人を中心に紹介
するとともに、生糸と同様にアメリカへ輸出された繊細で芸術的なオールドノ
リタケを展示します。

10月13日～12月10
日

群馬県立日本絹の里 群馬県立日本絹の里
【日本絹の里ＨＰ】
http://www.nippon-kinunosato.or.jp/

群馬県立日本絹の里
027-360-6300

群馬県 高崎市 ③
【第42回県民芸術祭】
第66回市民音楽祭

市民音楽連盟所属の団体や個人による演奏会です。 11月11日 群馬音楽センター 高崎市民音楽連盟
全席自由
500円

公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 高崎市 ④

電気透析および膜技術研究会シン
ポジウム「量子ビームで拓く荷電膜
の未来－ガンマ線・電子線からイオ
ンビームへの展開－」

日本海水学会・電気透析および膜技術研究会では、製塩、淡水化、食品、
水処理、電池、ガス分離などの広い分野にわたる荷電膜技術の基礎と応用
に関しての研究・技術紹介と討論の場を提供することを目的として、荷電膜
コロキウムを開催しています。今回のコロキウムは、例年よりも規模を拡大し
たシンポジウム「量子ビームで拓く荷電膜の未来－ガンマ線・電子線からイ
オンビームへの展開－」として、量子ビーム技術による荷電膜研究開発の可
能性を議論します。

10月29日

量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門
高崎量子応用研究所
生命科学研究棟1階 大会議室

日本海水学会
電気透析および膜技術研究会

http://www.swsj.org/pdf/ED研シンポ
ジウム会告_180708.pdf

山口大学大学院
創成科学研究課
垣花百合子
0836-85-9205

群馬県 高崎市 ④ 第626回高崎研オープンセミナー

高崎量子応用研究所の成果や将来の研究等に関して発表討議し、研究開
発の充実、向上に役立たせることに加え、地域の産学官連携の推進に資す
ることを目的に開催します。本セミナーは、単に専門領域にとどまらず、知見
を得ておくべき総合的なテーマを取り上げて開催するものであり、必要に応
じて外部から講師を招へいいたします。

11月11日

量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門
高崎量子応用研究所
生命科学研究棟1階 大会議室

量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門
高崎量子応用研究所

無料

量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門
高崎量子応用研究所HP
http://www.taka.qst.go.jp/information
/

量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門
高崎量子応用研究所
管理部　庶務課
027-346-9232

群馬県 高山村 ①、④
双眼鏡「星空アイ」製作教室や屋外
コンサートなど（群馬県民の日記念
事業）

双眼鏡「星空アイ」製作教室（要予約：材料費500円）では、星座観察に適し
た視野の広い双眼鏡を、工作用紙とレンズなどで作ります。その他、予約不
要の天体観望やミニイベント等に加えて、屋外コンサートも行います。

10月28日 群馬県立ぐんま天文台 群馬県立ぐんま天文台
【双眼鏡「星空アイ」製作教室ＨＰ】
http://www.astron.pref.gunma.jp/eve
nts/18kenmin.html

群馬県立ぐんま天文台
0279-70-5300

県民の日のため入館料は
無料です。
双眼鏡「星空アイ」製作教
室は、10月２日（火）より５
日（金）までオンラインで先
行予約受付。材料費500
円。応募多数の場合は抽
選。詳しくは、ぐんま天文台
Webサイトをご覧ください。

群馬県 高山村 ①、④ スマホやデジカメで月を撮ろう
スマートフォンやコンパクトデジカメなどを持参していただくと、天文台の小型
望遠鏡と組み合わせて月を撮影できます。

10月20日 群馬県立ぐんま天文台 群馬県立ぐんま天文台
【スマホやデジカメで月を撮ろうＨＰ】
http://www.astron.pref.gunma.jp/eve
nts/18digicam.html

群馬県立ぐんま天文台
0279-70-5300

入館料：一般300円
高大生200円
中学生以下無料

群馬県 高山村 ①、④ 双眼鏡で天体を探そう
双眼鏡を使った天体観察をします。初心者でも楽しめるよう、ボランティアス
タッフがご案内します。

11月10日 群馬県立ぐんま天文台 群馬県立ぐんま天文台
【ぐんま天文台】
http://www.astron.pref.gunma.jp/

群馬県立ぐんま天文台
0279-70-5300

入館料：一般300円
高大生200円
中学生以下無料
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群馬県 高山村 ③
【第42回県民芸術祭】
小中学校伝統芸能教室 人形芝居
尻高人形

小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本古来の
伝統文化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養うものです。

11月9日 高山村立高山小学校
群馬県・群馬県教育文化事業
団・ぐんま人形芝居連絡協議
会・高山村教育委員会

無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 館林市 ③
企画展示「時代に生き、時代を超え
る　板橋区立美術館コレクションの日
本近代洋画１９２０ｓ－１９５０ｓ」

大正から昭和初期の日本近代絵画を開館以来一貫して収集し、他に類を見
ない優れたコレクションを形成している板橋区立美術館の作品を約130点展
示します。雑誌や玩具など、県内の博物館や資料館が所蔵する同時代の貴
重な資料もあわせて紹介します。

◎オープニング・トーク：９月１５日(土)
◎記念講演会：１１月２４日(土)
◎ワークショップ：１０月１４日(日)
◎学芸員による作品解説会：９月２３日(日)、１０月２５日(木)、１２月８日(土)
◎おしゃべり鑑賞会：１２月９日(日)
◎たてび☆びじゅつ部：１１月１０日(土)、１２月２日(日)
◎たてび☆キッズウォーク： ９月２９日(土)、１０月２０日(土)、１１月１７日
(土)、１２月１５日(土)
◎ポンポン・ツアー：１１月４日(日)

9月15日～12月24日 群馬県立館林美術館 群馬県立館林美術館
【群馬県立館林美術館ＨＰ】
http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群馬県立館林美術館
0276-72-8188

・事前申込が必要なものも
あります。

・詳細は、ホームページを
ご覧いただくか直接お問い
合わせください。

群馬県 館林市 ① 図書館フェスティバル
秋の読書週間期間に、バックヤードツアー、ブッカーかけサービス、読み聞
かせボランティア「にじの会」によるおはなし会、図書館ボランティアの会によ
る喫茶サービスや本の修理サービスなど、さまざまな催しを行います。

10月27日～28日,30
日
11月1日～4日

館林市立図書館 館林市立図書館
【館林市立図書館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/library/

館林市立図書館
0276-74-2346

群馬県 館林市 ① 著者を囲む会
歴史時代小説作家、誉田龍一氏をお迎えして、「将軍を蹴った男－松平清
武の人生」と題した講演会を開催します。

10月28日
館林市立図書館
視聴覚室

館林市立図書館 無料
【館林市立図書館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/library/

館林市立図書館
0276-74-2346

群馬県 館林市 ① 大人のための朗読会 朗読「ゆうの会」のによる、大人向けの朗読会を開催します。 11月4日
館林市立図書館
視聴覚室

館林市立図書館 無料
【館林市立図書館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/library/

館林市立図書館
0276-74-2346

群馬県 館林市 ① 映画会 映画「ブリッジ・オブ・スパイ」を上映します。 11月2日～3日
館林市立図書館
視聴覚室

館林市立図書館 無料
【館林市立図書館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/library/

館林市立図書館
0276-74-2346

群馬県 館林市 ① 子ども映画会 16ミリフィルムによるアニメ、「ムーミン」を上映します。 11月3日
館林市立図書館
視聴覚室

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

館林市立図書館
0276-74-2346

群馬県 館林市 ④ サイエンスショー「空気は力持ち」 空気の圧力について楽しく学べる実験ショーです。 10月21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
【向井千秋記念子ども科学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/kagakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ④
科学講座「光ファイバーで暗闇に光
る自分の誕生日星座をつくろう」（県
おもしろ科学教室）

誕生日星座がきれいに光る、とてもかわいい星座ボックスをつくります。 10月27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
【向井千秋記念子ども科学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/kagakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ④
理科工作教室「ハッピー　ハロウィ
ン！！お化けの世界へようこそ～」

ハロウィンにちなんだお化けのおもちゃをつくります。 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
【向井千秋記念子ども科学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/kagakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ④ 公開天文台 望遠鏡を使って、太陽の黒点や昼間でも見える星を観察します。 10月28日，11月11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
【向井千秋記念子ども科学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/kagakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515
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群馬県 館林市 ④ サイエンスショー「いろいろ色変化」
水溶液の性質を楽しく学べる実験ショーです。

11月4日，11月18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
【向井千秋記念子ども科学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/kagakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ④ えほんdeかがく
科学絵本の読み聞かせと、出題されるミッションをクリアしていく参加型イベ
ントです。

11月4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
【向井千秋記念子ども科学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/kagakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ④
ネイチャークラフト
「木の実でリースをつくろう」

木の実や落ち葉で、クリスマスカラーのリースをつくります。 11月17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
【向井千秋記念子ども科学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/kagakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ④
夜間天体観望会
「天王星・海王星を見よう」

プラネタリウムでは星座の生解説、観望台・天体観測室では実際の空での
観察を行います。

11月17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
【向井千秋記念子ども科学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/kagakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

10月26日～27日 西公民館 公民館まつり実行員会 無料
西公民館
0276-75-3739

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月3日～4日 郷谷公民館 公民館まつり実行員会 無料
郷谷公民館
0276-72-4075

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月3日～4日 渡瀬公民館 公民館まつり実行員会 無料
渡瀬公民館
0276-72-4070

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月3日～4日 城沼公民館 公民館まつり実行員会 無料
城沼公民館
0276-71-0380

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月10日～11日 六郷公民館 公民館まつり実行員会 無料
六郷公民館
0276-74-7771

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月24日～25日 大島公民館 公民館まつり実行員会 無料
大島公民館
0276-77-1502

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月24日～25日 赤羽公民館 公民館まつり実行員会 無料
赤羽公民館
0276-72-3306

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月24日～25日 多々良公民館 公民館まつり実行員会 無料
多々良公民館
0276-74-9174

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月24日～25日 三野谷公民館 公民館まつり実行員会 無料
三野谷公民館
0276-73-4062

群馬県 館林市 ① 公民館まつり
市内の各公民館で地区住民や利用者よるまつりを開催しており、様々な市
民団体の発表や来館者との交流の場となります。

11月24日～25日 分福公民館 公民館まつり実行員会 無料
分福公民館
0276-75-2288

群馬県 館林市 ① 青少年啓発パネル展
「市民の皆様に、携帯電話の危険性を知っていただくことによって、子ども達
が携帯電話（特にインターネット）を通した犯罪に巻き込まれないようにした
い」という思いのもと、パネル展を行っています。

11月3日～9日 館林市市民ホール
館林市青少年育成推進員
連絡協議会

無料
館林市教育委員会
生涯学習課
0276-72-4111（内229）

群馬県 館林市 ① 青少年育成運動推進大会
青少年健全育成関係者及び団体の取り組みを青少年顕彰等を通じて市民
に周知することにより、健全育成に対する理解を深め、併せて、「少年の日」
の普及をします。

11月3日 館林市文化会館小ホール
館林市
館林市教育委員会
館林市青少年問題協議会

無料
館林市教育委員会
生涯学習課
0276-72-4111（内229）
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群馬県 館林市 ①
関東短期大学公開講座「こころの健
康」

こころの健康について学ぶ講座です。関東短期大学と館林市による地域連
携講座です。

11月10日 関東短期大学
関東短期大学
こども研究センター

無料
関東短期大学
こども研究センター
0276-74-1212

群馬県 館林市 ① 東洋大学オープン講座
「生命」「環境」「食」などライフサイエンス、フードサイエンスなどの分野を中
心に講座を開催します。東洋大学、館林市、板倉町による地域連携講座で
す。

10月13日，20日 東洋大学板倉キャンパス 東洋大学 無料
東洋大学
板倉事務部板倉事務課
0276-82-9112

群馬県 館林市 ①
群馬県民の日
（無料開放）

田山花袋記念文学館の入館料が群馬県民の日にちなんで無料になります。
また、１４：００より展示解説会を行います。

10月28日 田山花袋記念文学館 館林市教育委員会 無料
【田山花袋記念文学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/06_kine/06_kine.html

田山花袋記念文学館
74-5100

群馬県 館林市 ① 資料館特別展
「時代を生き抜いた人びと～館林の明治維新～」（仮）
幕末・明治維新に活躍した藩士たちに注目し、館林藩と館林地域の歴史に
ついて紹介します。

10月20日～12月9日 館林市第一資料館 館林市教育委員会 無料
【館林市第一資料館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/04_dai1/04_dai1.html

館林市文化会館
0276-74-4111

群馬県 館林市 ① 文学館特別展
「女性誌と花袋」（仮）
明治150年を記念し、明治時代の女子教育の一端を担った女性誌と花袋の
関係について紹介します。

10月27日～12月2日 田山花袋記念文学館 館林市教育委員会
【田山花袋記念文学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/06_kine/06_kine.html

田山花袋記念文学館
74-5100

入館料
一般　210円
中学生以下無料

群馬県 館林市 ① 展示解説会
１１：００より展示資料の説明から展示に関わる裏話、ちょっと得する豆知識
などを解説員がお話しします。

10月28日，11月4日 館林市第一資料館 館林市教育委員会 無料
【館林市第一資料館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/04_dai1/04_dai1.html

館林市文化会館
0276-74-4111

群馬県 館林市 ①
家庭の日
入館料無料及び展示解説会

１４：００より展示解説会を行います。展示内容の解説はもちろん、展示の裏
話や花袋のエピソードなど、様々な内容を解説員がお話しします。

11月4日 田山花袋記念文学館 館林市教育委員会 無料
【田山花袋記念文学館ＨＰ】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/06_kine/06_kine.html

田山花袋記念文学館
74-5100

群馬県 館林市 ③ 市民邦楽邦舞のつどい
館林邦楽邦舞連盟会員による伝統的な日本舞踊や筝・尺八などを用いた邦
楽、大正琴の演奏発表が行われます。

10月21日 三の丸芸術ホール 館林市芸術文化祭運営委員会 無料

【館林市芸術文化祭公式】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/geibun/bunkasai/bunkasai.ht
ml

三の丸芸術ホール
75-3030

群馬県 館林市 ③ アマチュアバンドコンサート 様々なジャンルのグループが個性ある演奏を行います。 10月27日 三の丸芸術ホール 館林市芸術文化祭運営委員会 無料

【館林市芸術文化祭公式】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/geibun/bunkasai/bunkasai.ht
ml

三の丸芸術ホール
75-3030

群馬県 館林市 ③ 市民園芸展 館林市文化協会園芸部会会員が出品した盆栽や草花の展示を行います。 10月27日～28日 三の丸芸術ホール展示室 館林市芸術文化祭運営委員会 無料
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/geibun/bunkasai/bunkasai.ht
ml

三の丸芸術ホール
75-3030

群馬県 館林市 ③ 市民菊花展 出品者自身で生育した菊を展示します。
10月28日～11月18
日

茂林寺境内 館林市芸術文化祭運営委員会 無料

【館林市芸術文化祭公式】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/geibun/bunkasai/bunkasai.ht
ml

三の丸芸術ホール
75-3030

群馬県 館林市 ③ 市民古典芸能のつどい
館林市文化協会古典芸能部会会員による詩吟・詩舞・仕舞や謡曲、剣詩舞
など、古典文学に根差した諸芸能の発表を行います。

11月3日 三の丸芸術ホール 館林市芸術文化祭運営委員会 無料

【館林市芸術文化祭公式】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/geibun/bunkasai/bunkasai.ht
ml

三の丸芸術ホール
75-3030

群馬県 館林市 ③ 市民茶華道展 館林茶華道連盟会員による、生け花の展示と茶会を行います。 11月3日～4日 三の丸芸術ホール展示室 館林市芸術文化祭運営委員会 無料

【館林市芸術文化祭公式】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/geibun/bunkasai/bunkasai.ht
ml

三の丸芸術ホール
75-3030

群馬県 千代田町 ② 合唱大会
全校生徒が参加し、学年ごとにクラス対抗で優秀賞を獲得するために全力
で歌う。そして優秀賞3クラスの中から、最優秀賞1クラスが決定する。

10月26日 千代田町民プラザ
千代田町立
千代田中学校

無料
千代田町立千代田中学校
0276-86-3222
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群馬県 千代田町 ② 持久走大会
児童一人一人が自分に合った目標をもち、日々の練習の成果を発揮し、目
標達成のため粘り強く取り組む児童を育てる。

11月1日 千代田町東部運動公園 千代田町立東、西小学校 無料

千代田町立東小学校
0276-86-3225
千代田町立西小学校
0276-86-3205

群馬県 千代田町 ② オータムコンサート
町民プラザを会場として行われ、芸術に触れていただく行われるピアノ・バイ
オリン等の演奏会である。

10月28日 千代田町民プラザ 千代田町民プラザ 無料
千代田町民プラザ
0276-86-6311

群馬県 千代田町 ② 千代田町文化祭
文化協会を中心とした芸能発表や作品の展示及び一般の方、小中学校生
徒、幼稚園・保育園児一同の作品の展示を行う。

11月17日～18日 千代田町民プラザ 千代田町民プラザ 無料
千代田町民プラザ
0276-86-6311

群馬県 嬬恋村 ①，③ 第67回嬬恋村文化祭
村民が日頃の生涯学習、生涯スポーツの成果を披露、発揮できる機会を提
供。スポーツ大会、運動会、作品展示会、体験教室、芸能発表会、囲碁将棋
大会

10月12日～11月3日 嬬恋村立東部小学校他 嬬恋村文化祭実施委員会 無料
嬬恋村教育委員会事務局
0279-80-2330

群馬県 富岡市
①、③、
④

第58回企画展「人類進化７００万年」

人類誕生から現代人に至るまでの人類の進化を紹介します。最新の知見を
家族づれ、学校団体の方々にもわかりやすい展示になるよう工夫し、みなさ
まが興味と関心を持って、知識を高められる展示にしています。

①企画展講演会
「新発見！かつてアジアにいた意外な原人・旧人類」10月8日(月)
②企画展ワークショップ
｢自分の歯形をつくって他の人類と比較しよう」11月4日(日)
③企画展講演会
｢ＤＮＡで解明する現生人類の起源と拡散」11月25日(日)

10月6日～12月2日 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館
【群馬県立自然史博物館ＨＰ】
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/

群馬県立自然史博物館
0274-60-1200

群馬県 富岡市 ③
【第42回県民芸術祭】
第20回妙義山写真コンテスト

妙義山の自然及び周辺の風景、風俗、習慣、行事等を題材にした写真の公
募展です。

10月24日 富岡市立妙義ふるさと美術館
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
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 富岡市 ②，③ 第４回一ノ宮かるた世界大会 一ノ宮小学校の児童を対象とした一ノ宮かるたの大会です。 11月4日 一ノ宮小学校体育館
一ノ宮地区地域づくり協議会
青少年育成部会

無料
一ノ宮公民館
0274(62)2004

開催日程は予定です。　変
更となる可能性もありま
す。

群馬県 富岡市 ③
第42回県民芸術祭【第20回妙義山
写真コンテスト】

妙義山の自然及び周辺の風景、風俗、習慣、行事等を題材にした写真の公
募展を開催する。

10月24日～11月4日 富岡市立妙義ふるさと美術館
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
【富岡市HP】
http://www.city.tomioka.lg.jp/

富岡市妙義中央公民館
0274(73)3053

群馬県 富岡市 ③
平成30年度
妙義山」紅葉フェスティバル
妙義ふるさと祭り郷土芸能大会

富岡市妙義地区の郷土芸能等の伝統文化の保存・継承及び、妙義山に訪
れた観光客と市民との交流を図ることを目的として、観光客に郷土芸能を披
露する。

11月3日 妙義神社境内
妙義山紅葉フェスティバル
実行委員会

無料
【富岡市HP】
http://www.city.tomioka.lg.jp/

富岡市妙義中央公民館
0274(73)3053

群馬県 富岡市 ③ ２０１８ 富岡市文化祭
日頃から書画や芸道に精進している市民や文化団体の発表の機会として、
総合展示と音楽芸能発表会を実施し、参加者の交流と市民の文化意識の
高揚を図るたに開催する。

11月24～25日
富岡市生涯学習センター、富岡
市立美術博物館

富岡市 無料

【富岡市HP】
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/to
ppage/0000000000000/APM03000.ht
ml

富岡市役所文化振興課
文化振興係
0274-60-1230

群馬県 富岡市 ③
企画展「福沢一郎生誕１２０年展－
富岡まるごとフクザワ－」

富岡市出身で日本を代表する画家のひとりである福沢一郎の生誕１２０年を
記念し、改めてその画業を振り返り、多角的な視点から「福沢一郎」を紹介。
富岡市をまるごと福沢一郎で埋め尽くすような展覧会を開催します。

9月15日～11月11日
富岡市立美術博物館・福沢一郎
記念美術館

富岡市

【富岡市HP】
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/g
enre/0000000000000/138724252996
8/index.html
【フェイスブック】　https://ja-
jp.facebook.com/tomiokacitymuseum
/

富岡市役所文化振興課
美術博物館係
0274-62-6200
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群馬県 沼田市 ③
【第42回県民芸術祭】
第65回沼田市文化祭

沼田市文化協会加盟団体会員と市内に事務所を有する団体の会員等によ
る作品の展示と舞台発表です。

11月2日 沼田市中央公民館他
沼田市・沼田市教育委員会・
沼田市文化協会

無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 沼田市 ③
第42回県民芸術祭協賛
第65回沼田市文化祭

市民の各種文化活動を市規模で発表する場を提供するため、各種展覧会、
発表会、大会等を市内各所で開催するともに、市有社会教育施設の無料開
放を行う。

11月2日～4日 小学校体育館、公民館など 沼田市、沼田市教育委員会 無料
教育部社会教育課
社会教育係
0278-23-2111（内線3334）

群馬県 沼田市 ③ 施設の無料公開
沼田市文化祭に協賛して、市が管理する文化財・文化施設を無料公開し、
市民が文化に触れる機会を提供する。

11月2日～4日
重要文化財旧生方家住宅、生方
記念文庫ほか

沼田市教育委員会 無料
教育部文化財保護課
0278-23-7565

群馬県 沼田市 ①、③ 沼田市文化財展
沼田市が所有する各種文化財関係資料を広く市民に公開し、市民が文化財
に親しめる機会を提供する。

11月2日～11日 旧沼田貯蓄銀行 沼田市教育委員会 無料
教育部文化財保護課
0278-23-7565

群馬県 藤岡市 ③
【第42回県民芸術祭】
第23回チャリティーコンサート

ピアノ、声楽（ソロ・合唱）、ギター、オーケストラ、アンサンブル等のクラシック
演奏会です。

11月4日 藤岡市みかぼみらい館 藤岡市民音楽連盟
全席自由
500円

公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 前橋市 ①、②
全国高等学校ビブリオバトル2018
群馬県大会

読書の楽しみを共有する手段として関心を集めているビブリオバトルを通し、
子どもたちの自主的・自発的な読書活動の推進を図るため、全国高等学校
ビブリオバトル2018群馬県大会を開催します。チャンプ本は｢全国大会｣への
出場権を獲得します。

10月27日 群馬県立図書館
群馬県教育委員会（群馬県立
図書館・生涯学習課）

無料
【群馬県立図書館ＨＰ】
https://www.library.pref.gunma.jp/

群馬県立図書館
027-231-3008

要事前申込み

群馬県 前橋市 ③
群馬県民の日記念・文書館開館記
念日行事「上州の幕末・明治維新」
記念講演会（第１回ぐんま史料講座）

幕末・明治維新期の上野国について研究されている群馬大学名誉教授　落
合延孝氏を講師にお招きし、「上州の明治維新－民衆知の視点から－」と題
して講演して頂きます。
また、講演会の前後に、テーマ展示「上州の幕末・明治維新－150年前のふ
るさと－」の解説会（1回30分程度、計3回）を開催します。

10月27日
群馬県立文書館
研修室

群馬県立文書館 無料
【群馬県立文書館HP】
http://www.archives.pref.gunma.jp/

群馬県立文書館
027-221-2346

群馬県 前橋市 ②，③
平成30年度「ふるさと群馬のたから
もの」文化財の絵コンクール入賞作
品の展示

児童・生徒が自分たちの周囲にある文化財に気づき、身近なものとして興
味・関心をもってもらうため、群馬県内にある指定文化財などを題材にした
絵画コンクールを実施しました。その入賞作品26点を展示します。

11月3日～18日
※11月10日～11日
は県庁舎一般開放
休止

群馬県庁31階
観光物産展示室

群馬県教育委員会 無料
【群馬県HP】
http://www.pref.gunma.jp/cate_list/c
t00005993.html

群馬県教育委員会事務局
文化財保護課
027-226-4684

HPはH30.11上旬に更新予
定

群馬県 前橋市 ③ 人形芝居公演

平成24年9月に古典の日（11月1日）が制定されたのを記念して、地域の伝
統芸能を通して古典に親しみ、伝統文化への意識高揚を図るため県内で活
躍している人形芝居各座の公演を開催します。
出演：尻高人形錦松会、八城人形浄瑠璃城若座

10月27日 群馬県生涯学習センター 群馬県教育文化事業団 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第42回県民芸術祭】
第55回群馬県吟剣詩舞道大会

県内27団体の会員による吟詠、詩舞、剣舞等の発表会です。 10月28日 昌賢学園まえばしホール 群馬県吟剣詩舞道総連盟 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第42回県民芸術祭】
第42回ぐんま県人物画展

群馬県人物画協会会員及び一般公募の油彩・水彩・日本画・パステル画・
デッサン等の人物画作品を展示します。

10月28日 群馬県生涯学習センター 群馬県人物画協会 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960
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群馬県 前橋市 ③
【第42回県民芸術祭】
高校芸術際 演劇 県大会

地区大会で勝ち抜いた高校による関東大会出場を決める演劇のコンクール
です。

11月3日 安中市文化センター 群馬県高等学校文化連盟 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第42回県民芸術祭】
高校芸術際 音楽 個人演奏会

ピアノ、器楽、声楽の独奏、独唱及び器楽、声楽のアンサンブル演奏会で
す。

11月7日 昌賢学園まえばしホール 群馬県高等学校文化連盟 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第42回県民芸術祭】
次世代を担う音楽家たちのコンサー
ト”階（きざはし）”

ピアノ・声楽・オーケストラ楽器など、ぐんま新人演奏会等県内で開催される
音楽コンクール等の優秀者によるジョイントコンサートです。

11月10日 ベイシア文化ホール
群馬音楽協会・上毛新聞社・群
馬県教育文化事業団

全席自由
一般2,000円
高校生以下
1,000円

公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第42回県民芸術祭】
第43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日頃の集大成を競い合う民謡民舞のコ
ンクールです。

11月10日 前橋テルサ 群馬県民謡連盟 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 前橋市 ③ 新出土文化財展２０１８ 平成２９年度に市内の遺跡発掘調査で出土した土器などの遺物を展示 11月6日～18日 前橋市総社歴史資料館 前橋市教育委員会 無料
文化財保護課
027-280-6511

群馬県 前橋市 ④ 第８９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。
10月28日,11月3日,4
日

群馬産業技術センター
多目的ホール

一般社団法人群馬県発明協会 無料
【一般社団法人群馬県発明協会ＨＰ】
http://g-hatumei.jp/

一般社団法人群馬県発明協会
027-287-4500

群馬県 前橋市 ② 市P連学区別教育懇話会
代表校によるPTA活動の報告、グループワーク、講演会、保護者と学校と教
育委員会との意見交換などを行います。

10月～11月 学区別会場 前橋市PTA連合会 無料
学校教育課
027-898-5865

群馬県 前橋市 ②，④ 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21日 前橋工科大学
前橋市教育委員会、
前橋市教育研究会

無料
学校教育課
027-898-5864

群馬県 前橋市 ②，③ 前橋市児童生徒音楽会
前橋市内の小中高等学校の児童生徒が、合唱や吹奏楽の発表を行いま
す。

10月24日～26日
昌賢学園前橋ホール
（前橋市民文化会館）

前橋市教育委員会、
前橋市教育研究会、
前橋市小中学校校長会

無料
学校教育課
027-898-5862

群馬県 前橋市 ①
第43回群馬県児童生徒
木工工作コンクール

県内の小中学校並びに特別支援学校の小・中学部の児童生徒が製作した
木工作品の展示と、入賞者の表彰を行います。

11月28日～12月1日
群馬県庁1階
県民ホール

群馬県木材青年協会
群馬県

無料

【第43回群馬県児童生徒木工工作コ
ンクールＨＰ】
http://www.pref.gunma.jp/06/e36001
75.html

群馬県林業振興課
県産木材振興係
027-226-3241

群馬県 前橋市 ①，④
群馬県民の日記念
おもしろ科学教室

群馬県民の日を記念して、科学の楽しさやおもしろさを味わうことのできる実
験や工作の科学教室を開催します。

10月28日
群馬県生涯学習センター多目的
ホール

群馬県生涯学習センター
【群馬県生涯学習センターＨＰ】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syo
nen/

生涯学習センター
少年科学係
027-220-1876

開催日10日前までに申込
み

群馬県 前橋市 ①
群馬県民の日記念
プラネタリウム無料投影

群馬県民の日を記念して、１０月２８日に限り観覧料が無料になります。 10月28日
群馬県生涯学習センター少年科
学館プラネタリウムホール

群馬県生涯学習センター 無料
【群馬県生涯学習センターＨＰ】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syo
nen/

生涯学習センター
少年科学係
027-220-1876
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群馬県 前橋市 ① 天文コーナー
地球を飛び立ち、太陽系・銀河系などの星々を特殊メガネで見る立体映像を
職員の解説でお楽しみください。

土日・祝日
群馬県生涯学習センター少年科
学館

群馬県生涯学習センター 無料
【群馬県生涯学習センターＨＰ】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syo
nen/

生涯学習センター
少年科学係
027-220-1876

群馬県 前橋市 ①，④ 実験コーナー
科学の楽しさが味わえる簡単な科学工作を実施。工作した完成品は持ち帰
ることができます。

日・祝日
群馬県生涯学習センター少年科
学館科学展示室

群馬県生涯学習センター 無料
【群馬県生涯学習センターＨＰ】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syo
nen/

生涯学習センター
少年科学係
027-220-1876

群馬県 前橋市 ①，③ 星空とＣＤ音楽の集い（第8回）
CD音楽をBGMに、プラネタリウムで夜空を投影します。(音声による星空解
説などはありません)　満天の星空のもと、ゆったりとした時間の流れをお楽
しみください。

11月10日
群馬県生涯学習センター少年科
学館プラネタリウムホール

群馬県生涯学習センター 無料
【群馬県生涯学習センターＨＰ】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syo
nen/

生涯学習センター
少年科学係
027-220-1876

群馬県 前橋市 ①，④
おもしろ科学教室「オリジナルバス
ボールをつくろう」

自分だけのバスボールをつくりながら、科学の楽しさや面白さを味わいま
す。

11月10日
群馬県生涯学習センター少年科
学館科学実験室

群馬県生涯学習センター
【群馬県生涯学習センターＨＰ】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syo
nen/

生涯学習センター
少年科学係
027-220-1876

開催日10日前までに申込
み

群馬県 前橋市 ② まえばし学校フェスタ2018
各学校の日頃の教育活動の成果を、広く保護者や市民の方々に知っていた
だくため、児童生徒による各種作品の展示や発表を行います。

11月17日～18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 ① 地区公民館文化祭
各地区公民館（１６館）において、公民館活動や地域の自主学習グループの
活動紹介・成果発表の場として開催します。（10月下旬～11月上旬に開催）

11月3～4日
永明・大胡・宮城・粕川公民館
※対象期間に開催する４公民館

前橋市教育委員会 無料
【生涯学習課HP】
http://www.city.maebashi.gunma.jp/s
oshiki/sidou/gakushu/index.html

生涯学習課
027-210-2198

群馬県 前橋市 ① 前橋市父の日・家族の日大会
市内の小中学生から、父親や家族に対して感謝の気持ちを表す作文を募集
し、優秀作文の発表及び表彰を行う「前橋市父の日・家族の日大会」を開催
します。

11月4日 中央公民館３階ホール 前橋市地区婦人会連絡協議会 無料
【生涯学習課HP】
http://www.city.maebashi.gunma.jp/s
oshiki/sidou/gakushu/index.html

生涯学習課
027-210-2198

群馬県 前橋市 ①，③ 能と平家物語

伝統芸能に地域住民が親しむ機会を設け、文化的で活力ある地域の実現
に寄与することを目的として、古典の日のイベントとして、観世流能楽師の下
平克宏氏をはじめ、中央公民館自主学習グループの協力を得て開催してい
るものです。

11月3日 中央公民館ホール 中央公民館 無料
中央公民館
027-210-2199

整理券配布

群馬県 前橋市 ①
群馬大学公開講座｢社会起業家特
論（先端応用情報学特講Ａ･Ｂ）｣

社会貢献や社会改革を目的にした事業のプランニングと実行ができる「社会
起業家（ソーシャル・アントレプレナー）」的知識を身に付けることを目指しま
す。

10月18日,21日,11月
1日,8日,15日,22
日,24日,29日,12月6
日

群馬大学社会情報学部棟106教
室,サテライト高崎

国立大学法人群馬大学
http://koukai-kouza.opric.gunma-
u.ac.jp/cgi/prg/koukai.cgi

研究推進部産学連携推進課
産学・地域連携係
TEL:027-220-7517
kouza@jimu.gunma-u.ac.jp

群馬県 前橋市 ①
群馬大学公開講座｢からだであそぼ
う!!　からだでうたおう!!みんなでまな
ぼう!!｣

学校卒業後、学ぶ機会の少なくなった知的障害をもつ方等に、楽しく学んで
いただきたいと思います。心と体を開放し、楽しく運動することを知り、日常生
活に活かせるような内容です。

10月20日,11月4
日,18日

群馬大学教育学部B102授業開
発室，体育館，グランド

国立大学法人群馬大学 無料
http://koukai-kouza.opric.gunma-
u.ac.jp/cgi/prg/koukai.cgi

研究推進部産学連携推進課
産学・地域連携係
TEL:027-220-7517
kouza@jimu.gunma-u.ac.jp

群馬県 前橋市 ③
地域の伝統文化に親しもう
人形芝居のたのしみ

みなかみ町の古馬巻の人形浄瑠璃（下牧人形）を紹介します。三人遣いの
人形、浄瑠璃、三味線による三業一体のすばらしいお芝居をお楽しみくださ
い。

10月23日 群馬大学ミューズホール 国立大学法人群馬大学 無料
http://koukai-kouza.opric.gunma-
u.ac.jp/cgi/prg/koukai.cgi

研究推進部産学連携推進課
産学・地域連携係
TEL:027-220-7517
kouza@jimu.gunma-u.ac.jp

群馬県 前橋市 ①
「大河ドラマ」の誘致
（「映像作品と地域活性化」を考える）

各地で活性化してきた「大河ドラマ」の誘致活動をテーマにして、映像作品と
地域活性化の現状と課題を考えていきます。

10月27日
群馬大学社会情報学部棟611教
室

国立大学法人群馬大学 無料
http://koukai-kouza.opric.gunma-
u.ac.jp/cgi/prg/koukai.cgi

研究推進部産学連携推進課
産学・地域連携係
TEL:027-220-7517
kouza@jimu.gunma-u.ac.jp
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群馬県 前橋市 ②
第6回群馬大学重粒子線医工学グ
ローバルリーダー養成プログラム国
際シンポジウム

重粒子線医工学グローバルリーダー養成プログラムコース（博士課程）の履
修生及び修了生が発表を行います。また、重粒子線医工学に関連する国内
外の研究者を招聘し講演を実施します。

10月29～30日
群馬大学昭和キャンパス及び高
崎メトロポリタンホテル

国立大学法人群馬大学 無料

【群馬大学重粒子線医工学グローバ
ルリーダー養成プログラムHP】
http://lphd.dept.showa.gunma-
u.ac.jp/report/?p=1856

昭和地区事務部学務課
リーディングプログラム統括係
027-220-7802

群馬県 前橋市 ④
群馬大学重粒子線がん治療施設見
学会

施設内のがん治療機器等を見学していただけます。治療室や加速器室では
スタッフによる説明を行います。また、市民向けに分かりやすい内容で重粒
子線がん治療について説明会を実施します。申し込み不要です。

10月20日 群馬大学重粒子線医学センター 国立大学法人群馬大学 無料

【群馬大学重粒子線医学研究セン
ターHP】
http://heavy-ion.showa.gunma-
u.ac.jp/

昭和地区事務部総務課広報係
027-220-7895

群馬県
前橋市
太田市

①，②
平成30年度（第57回）統計グラフ群
馬県コンクール優秀作品展示

平成30年度統計グラフ群馬県コンクールの優秀作品を展示します。

10月25日午後～10
月30日（前橋市），
11月1日～11月6日
（太田市）

群馬県庁１階県民ホール，
ぐんまこどもの国児童会館

群馬県、群馬県統計協会 無料
【群馬県統計情報提供システム】
http://toukei.pref.gunma.jp/gsa/grap
h/

企画部統計課企画普及係
027-226-2402(直通)
群馬県統計協会
027-226-2412(直通)

群馬県
みなかみ
町

③
【第42回県民芸術祭】
小中学校伝統芸能教室
人形芝居 下牧人形

小中学生に人形芝居の体験、鑑賞教室を提供することにより、日本古来の
伝統文化・伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養うものです。

11月9日
みなかみ町立
水上小学校

群馬県・群馬県教育文化事業
団・ぐんま人形芝居連絡協議
会・みなかみ町教育委員会

無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
電話027-224-3960

群馬県 明和町 ③ 第２１回明和町文化祭
明和町文化協会が中心となり、文化に対する町民の意識の一層の高揚と振
興を図るため、文化祭として芸術部門と展示部門の発表を実施

11月3日～4日 日本キャンパックホール 明和町文化協会 無料
明和町教育委員会
生涯学習課文化振興係
0276-84-5555

群馬県 吉岡町 ③ 第４３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ごろの成果を皆さんに
披露する場です。

11月2日～25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
0279-54-1054

群馬県 県内全域 ①，③ 公開講座「熊谷守一」

上武大学手がき文化研究所が手がきの持つ温もりや手がきによるコミュニ
ケーションを促進する目的で開催する文化事業です。今回のテーマは画家
である熊谷守一について、本学客員教授の小池邦夫がその画風等の解説
を行い、絵手紙実技指導も併せて行います。

10月7日
上武大学
高崎キャンパス
学生ホール

上武大学 無料 http://www.jobu.ac.jp/
上武大学法人本部
企画広報部
0274-42-1183

群馬県 県内全域 ①，③ 町田洋二「世界はひとつ」展

上武大学絵手紙ギャラリー＆ミュージアムにおいて、顧問である画家町田洋
二のスケッチ画を多数展示し、地域の皆さんに芸術を気軽に楽しんでいただ
くための展示会を開催します。期間中絵に関心のある方には、直接町田が
基本的な絵のかき方などを教授する機会等も設ける予定です。

10月7日～31日
上武大学
高崎キャンパス
学生ホール

上武大学 無料 http://www.jobu.ac.jp/
上武大学法人本部
企画広報部
0274-42-1183


