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群馬県 安中市 ①③ 第29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29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

11月3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 ①③ 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「宝島」を上演します。

11月16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 ①② 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、平和問題に対する理解を深めます。

10月29日
安中市松井田文化会館
小ホール

安中市教育委員会 無料
【安中市HP】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_sho
ugaigakushu/human-rights.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 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、科学あそびが行われます。二日目は舞踊祭、よみきか
せ、松井田城址の魅力、国際交流の集い、さらには地元の伝統芸能“八城人形浄瑠璃芝居城若座公

10月19日、20日 松井田文化会館 安中市文化協会 無料
【安中市HP】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_sho
ugaigakushu/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、ミニ手話講座、ユネスコ英会話、宝探し、紙芝居、親子いけばな体験が行われます。二
日目は芸能祭、いけばな体験展示、紅葉の茶会が行われます。

10月26日、27日 松井田文化会館 安中市文化協会 無料
【安中市HP】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_sho
ugaigakushu/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月下旬に開催される大会です。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27日 安中市文化センター 安中市市民展実行委員会 無料
【安中市HP】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_sho
ugaigakushu/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 ①② 人権教育映画会
人権教育推進を図る場として、毎年10～11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「女性の人権」について扱う作品、『わが母の記』を上映します。時代が移り変わっても変わらない家
族の愛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。

11月1日 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/kyouiku_sho
ugaigakushu/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、茶道会、ユネスコ協会の各団体が作
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、
小中学校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

11月14日～11月17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
【安中市HP】
http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku_sho
ugaigakushu/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
第21回企画展
「関口コオ　いつかきた路」

童（わらべ）をモチーフとしたきり絵を中心に制作していた、安中市生まれのきり絵作家関口コオの作品
を、関口コオきり絵美術館の協力のもと展示いたします。

11月2日～2月3日
安中市学習の森
ふるさと学習館

安中市教育委員会
【安中市HP】
http://www.city.annaka.lg.jp/gakushuuno
mori/

安中市学習の森ふるさと学習館
027-382-7622

火曜定休

群馬県 安中市 ③
【第43回県民芸術祭】
小中学校伝統芸能教室
（八城人形芝居）

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、日本の伝統文化・伝統芸能への関心を
高め、豊かな情操を養います。

11月15日 安中市立原市小学校
ぐんま人形芝居連絡協議会・
安中市教育委員会

無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団文化課
027-224-3960

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！リース枠

サツマイモのつるを使って、リース用の枠を作ります。 10月20日 まゆドーム 伊勢崎市生涯学習課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/ky
oikubu/syogai/mayu/2182.html

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
小枝のネームプレート

園内で採れた小枝や木の実を組み合わせて、ネームプレートを作ります。 10月27日 まゆドーム 伊勢崎市生涯学習課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/ky
oikubu/syogai/mayu/2182.html

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
秋のスタンプラリー

園内を一周してスタンプを集めたり、クイズに答えたりしながら自然に親しみます。 10月28日 まゆドーム 伊勢崎市生涯学習課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/ky
oikubu/syogai/mayu/2182.html

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4日 まゆドーム 伊勢崎市生涯学習課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/ky
oikubu/syogai/mayu/2182.html

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！紙皿でリース

紙のお皿に落ち葉や木の実を張り付けて、リースを作ります。 11月10日 まゆドーム 伊勢崎市生涯学習課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/ky
oikubu/syogai/mayu/2182.html

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
ネイチャーゲーム（秋）

ネイチャーゲームを通して、秋の草木や生きものなど自然の素晴らしさを味わいます。 11月17日 まゆドーム 伊勢崎市生涯学習課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/ky
oikubu/syogai/mayu/2182.html

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
クリスマスキャンドル

廃油に凝固剤とクレヨンを入れてキャンドルを作り、周りに飾り付けをします。 11月24日 まゆドーム 伊勢崎市生涯学習課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/ky
oikubu/syogai/mayu/2182.html

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 ③
ホール特別展示「王者の石棺」県指
定重要文化財お冨士山古墳所在長
持形石棺

お富士山古墳長持形石棺レプリカの展示を行い、長持形石棺の存在からうかがえるヤマト王権との関
わりや、古墳文化について展示します。

11月15日～12月27日 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館 伊勢崎市文化財保護課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/kanko/reki
shi/akabori/index.html

伊勢崎市
赤堀歴史民俗資料館
0270-63-0030

群馬県 伊勢崎市 ③
歴史文化講座「史跡上野国分寺跡
の発掘」

全４回の講座の内、３回目の講座。伊勢崎の歴史や文化を知るための市民向け講座です。 11月10日 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館 伊勢崎市文化財保護課 無料
【伊勢崎市HP】
https://www.city.isesaki.lg.jp/kanko/reki
shi/akabori/index.html

伊勢崎市
赤堀歴史民俗資料館
0270-63-0030

群馬県 板倉町 ① 北部公民館利用団体発表・展示会 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ります。 10月6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

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

板倉町北部公民館
0276-77-1855

群馬県 板倉町 ③ 第40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26日～27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

R1.10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ります。 11月10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 東部公民館まつり
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り、地域住民との交流を促
進します。

11月17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43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9日～10日 邑楽町中央公民館 邑楽町文化協会 無料
【邑楽町中央公民館HP】
https://www.ora-ph.jp

邑楽町中央公民館
電話0276-88-1177

群馬県 邑楽町 ③
【第43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、日ごろの活動成
果を発表します。

11月9日～10日 邑楽町中央公民館 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１２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）

10月1日～1月19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
特別展「往来物でめぐる日本列島の
旅（東日本編）」

江戸時代の各地の地誌を中心とした往来物（読み書き教材）に関連する展示を行います。 10月20日～12月15日 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 ①③ 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5日～27日 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HP】
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei
/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 ①③
太田市市民文化功労賞・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 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～3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HP】
http://www.airys.net

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 ①
「世界の子どもの本展～2018年国際
アンデルセン賞・IBBYオナーリスト
図書展～」

子どもたちに多様性あふれる世界の文化、感性に出会える機会として、「小さなノーベル賞」とも称され
る国際アンデルセン賞の受賞作家の作品と世界各国から推薦された優良図書を紹介する展示会を開
催します。

11月16日～12月1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

群馬県 片品村 ①②③ 第53回片品村総合産業文化展 一般村民・学生からの出品作品（文化部門・産業部門）を展示します。 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

第61回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第61回「教育・文化週間」関連行事

群馬県 片品村 ①②③ 第36回片品村芸能発表会 文化協会芸能部が主催となり踊り、歌等を発表します。 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
0278-58-2144

群馬県 片品村 ①②③ 第12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て開催します。（小・中・一般の部） 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
0278-58-2144

群馬県 川場村 ①②③ 第66回川場村文化祭 一般村民・学生からの出品作品（文化部門・産業部門）を展示します。 11/2～3
川場村体育館
川場村文化会館他

文化祭実行委員会 無料
川場村教育委員会
0278-52-3458

群馬県 桐生市 ① 群馬県民の日特別イベント
落花生・さつまいも掘り、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、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。

8月31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/

昆虫企画係
0277-74-6441

群馬県 桐生市 ①②
第１４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/

教育普及係
0277-74-6441

群馬県 桐生市 ③ 2019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19～20日
群馬大学理工学部桐生キャンパ
ス

群桐祭実行委員会
【群桐祭HP】
http://guntohfes.com/

理工学部学生支援係
0277-30-1023

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9日 PLUS+アンカー 国立大学法人群馬大学
https://koukai-kouza.opric.gunma-
u.ac.jp/

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 草津町 ①③
第27回草津町生涯学習推進大会第
47回草津町文化祭「文化と学びの
フェスティバル」

生涯学習表彰や各種文化団体等による芸能発表を実施 10月26日
草津音楽の森国際コンサート
ホール

草津町文化団体協議会
草津町教育委員会

無料 0279-88-0005

群馬県 草津町 ①③ 第47回草津町文化祭「作品展示会」 文化団体や町民からの出品作品の展示を実施 11月2日～3日 草津町総合体育館
草津町文化団体協議会
草津町教育委員会

無料 0279-88-0005

群馬県 渋川市 ③
【第43回県民芸術祭】
第41回渋川・北群馬小中学校児童
生徒音楽会

渋川・北群馬の全小中学校29校による合唱発表です。 11月7日～8日 渋川市民会館
渋川市・榛東村・吉岡町教育
委員会、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 ①
自然観察会と保護活動「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10日
妙義中之嶽神社前
県立妙義公園駐車場集合

群馬県
（実施：NPO法人群馬県自然
保護連盟）

無料
【群馬県HP】
https://www.pref.gunma.jp/04/e2300415
.html

NPO法人群馬県自然保護連盟
027-324-5706
（土日月祝は不在）

・事前申込みが必要
・リュック、雨具、昼食、水筒など
を持参してください。
・軍手、ゴミ袋など、活動に必要
な道具は主催者が用意します。
・朝から雨の場合には、中止す
ることがあります。

群馬県 下仁田町 ③
【第43回県民芸術祭】
第40回下仁田町民文化祭　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9日～11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 榛東村 ➃ 林業試験場一般公開 県民の日を記念して一般公開し、試験研究内容等を紹介します。 10月29日 林業試験場 林業試験場 無料
【群馬県林業試験場HP】
rinshi@pref.gunma.lg.jp

林業試験場
027-373-2300

群馬県 榛東村 ③
村民文化祭
「作品展示会」

榛東村文化協会が主催となり、文化の意識の高揚を図るため、構成団体（作品部門）、公民館等の教
室、一般の方、小中学校の児童生徒、幼稚園・保育園の園児による作品の展示会を行います。

10月25日～27日 南部コミュニティセンター 榛東村文化協会 無料
榛東村文化協会事務局
0279-54-2573

群馬県 榛東村 ③
村民文化祭
「芸能発表会」

榛東村文化協会が主催となり、文化の意識の高揚を図るため、構成団体（芸能部）、中央公民館等の
利用団体、一般の方、保育園等による楽器演奏、詩吟、ダンス、踊り、こども太鼓、獅子舞等の伝統芸
能、歌等を発表します。

11月10日 南部コミュニティセンター 榛東村文化協会 無料
榛東村文化協会事務局
0279-54-2573

群馬県 高崎市 ①③
第106回企画展　萩原恭次郎生誕
120年記念展「詩とは？詩人とは？
－大正詩壇展望－」

詩集『死刑宣告』により日本近代詩史に足跡を残した萩原恭次郎をはじめ、萩原朔太郎、室生犀星、宮
沢賢治、草野心平、中原中也らの詩人が、大正から昭和へと移りゆく時代のなかでそれぞれ何を思
い、どのような作品を紡いだのか探ります。

10月5日～12月15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

【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

火曜日休館

群馬県 高崎市 ①③ 第106回企画展記念講演会Ⅰ
詩人の佐々木幹郎 氏を講師にお迎えし、「萩原恭次郎と大正という踊り場」と題して講演会を行いま
す。

11月17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

火曜日休館

群馬県 高崎市 ①③ 第106回企画展記念講演会Ⅱ
早稲田大学名誉教授 塚原史 氏を講師にお迎えし、「萩原恭次郎とダダ・未来派・アナーキズム－『死
刑宣告』を中心に－」と題して講演会を行います。

11月30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

火曜日休館

群馬県 高崎市 ①②③
第44回企画展「ちりめん創作人形展
～絹彩ワンダーランド～」

ちりめんや着物の古ぎれを使用し、日常の風景をテーマにした人形を制作している高崎市在住の人形
作家・竹本京さんの作品を中心とした展覧会です。人形たちがおりなす楽しいおとぎの世界をお楽しみ

9月5日～11月4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 ①②③
第89回特別展「岡田教子　伝統の
絣・未来へ繋ぐ」

日本の伝統的な手括り絣の技法に自身の機織り技術を融合した新しい染織の世界を作り上げる岡田
教子さんの作品を中心に紹介します。

11月9日～12月16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53回邦楽と舞踊の会
高崎邦楽舞踊協会と群馬三曲協会による長唄や琵琶、小唄、舞踊、箏、三絃、尺八の三曲合奏などを
発表します。

10月22日 高崎市文化会館
高崎邦楽舞踊協会・群馬三曲
協会

無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③
第37回群馬県民謡連盟高崎支部民
謡民舞発表会

所属の12団体が、踊り、唄、三味線、尺八を演奏します。 10月24日 榛名文化会館 群馬県民謡連盟高崎支部 無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 高崎菊花会連合大会 懸崖、盆栽、盆養、小作り、ダルマ、切り花等を展示します。 11月1日～19日 護国神社境内 高崎菊花会 無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③
高崎市文化協会榛名支部第53回榛
名文化祭

所属団体が、伝統芸能・音楽舞台発表、作品展示、地域間交流の場として祭りを開催します。 11月2日,3日 榛名文化会館 高崎市文化協会榛名支部 無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 第50回箕郷地域総合文化祭 所属の各クラブが芸能・展示により発表会を実施し、地域住民の交流の場として祭りを開催します。 11月3日,9日,10日 箕郷文化会館 高崎市文化協会箕郷支部 無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 市民音楽祭 高崎市民音楽連盟加盟団体によるコーラス、独唱、ピアノ演奏などを披露します。 11月4日 群馬音楽センター 高崎市民音楽連盟
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 文化講演会 郷土史に関する文化公演を行います。 11月9日 高崎市中央公民館 高崎郷土史会 無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③
第52回群馬支部芸術文化祭
第34回音楽祭

会員や旧群馬町地域の幼稚園児及び小中高生の作品展示・舞台発表・音楽祭等を行います。 11月9日,10日 高崎市市民活動センター 高崎市文化協会群馬支部
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 美術名刀展 日本刀、刀装、刀装具を展示します。 11月10日 高崎市中央公民館
日本美術刀剣保存協会高崎
支部

無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 第56回くらぶちやまなみ祭 所属の各クラブが芸能・展示により発表会を実施し、地域住民の交流の場として祭りを開催します。 11月22日,23日 小栗の里、倉渕支所 高崎市文化協会倉渕支部 無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 日本盆栽協会新高崎市部盆栽展 日本盆栽協会新高崎市部会員の育てた盆栽を展示します。 11月22日～24日 高崎シティギャラリー 日本盆栽協会新高崎支部 無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 秋季短歌大会
事前に未発表の近詠一首をハガキにて送稿していただき、当日出席者の互選により優秀作品を決定し
表彰します。

11月23日 高崎市労使会館 群馬県歌人クラブ
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 第33回芸能発表会
所属の34団体が、八木節、大正琴、日本舞踊、詩吟、フラダンス、神流川合戦太鼓、カラオケ等を披露
します。

11月24日 新町文化ホール 高崎市文化協会新町支部 無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③
第30回高崎マーチングフェスティバ
ル

「音楽のある街・高崎」を代表するイベントで、市内の小中学校のスクールバンドや全国からの招聘団
体の勇壮で高らかな演奏と華麗なパフォーマンスを楽しむことができます。

10月19日,20日 高崎アリーナ　他
高崎マーチングフェスティバル
協会

高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③
第26回高崎市・高崎茶道会合同茶
会

高崎茶道会所属の6流派（裏千家・江戸千家・遠州流・表千家・大日本茶道学会・煎茶道東阿部流）に
よる、本格的なお点前を体験できます。

11月10日 高崎シティギャラリー 高崎市・高崎茶道会
高崎市文化課
027-321-1203

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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25回高崎伝統民俗芸能祭り
市内で保存活動に活躍をしている神楽、お囃子、獅子舞、八木節、木遣の団体が出演し、各地域で受
け継がれてきた伝統民俗芸能を披露します。

11月24日 高崎市文化会館
高崎伝統民俗芸能祭り実行
委員会

無料
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 第18回吉野秀雄顕彰短歌大会 高崎市出身の吉野秀雄の偉業を顕彰した短歌大会です。 11月30日 高崎市総合福祉センター
吉野秀雄顕彰短歌大会実行
委員会

高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 童謡コンサート
高崎市にゆかりのある出演者による、子どもたちに音楽の楽しさ、素晴らしさを伝えていくことを目的と
したコンサートです。大人から子どもまで、会場の皆で歌って騒いで、リズムを取ったり手遊びをしたりし
て楽しむことができます。

11月9日 榛名文化会館 高崎市
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 懐かしい日本のしらべ
市内在住の天田美佐子さん（メゾソプラノ）が出演するコンサートで、日本の歌の素晴らしさ、詩の美し
さ、音楽の楽しさを再確認していただこうと開催しています。

11月10日 新町文化ホール 高崎市
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ よしい演芸館　秋公演 明日の名人候補が吉井に集合し、シリーズで寄席を行います。 11月24日 吉井文化会館 高崎市
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 高崎和太鼓会合同演奏会 高崎和太鼓会加盟団体による和太鼓の合同演奏会です。 11月10日 高崎市文化会館 高崎和太鼓会
高崎市文化課
027-321-1203

群馬県 高崎市 ③ 国際交流の集い 世界の多様な人々との交流を通じて国際交流を推進するための、多文化共生イベントです。 10月27日 ビエント高崎 高崎市国際交流協会
高崎市文化課
国際交流担当
027-321-1201

群馬県 高崎市 ①②③
上野三碑「世界の記憶」登録2周年
講演会

上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録２周年記念として上野三碑講演会を行ないます。
○報　告：滝沢　匡氏「多胡郡正倉跡の発掘調査」
○講　演：佐藤　信氏「多胡郡と上野三碑」

11月2日 吉井文化会館大ホール
上野三碑普及推進会議
（事務局：文化財保護課）

無料
高崎市文化財保護課
027-321-1292

群馬県 高崎市 ①②③ 上野三碑特別公開 上野三碑ユネスコ「世界の記憶」登録２周年記念イベントとして特別公開します。 11月3日 多胡碑・山上碑・金井沢碑
高崎市教育委員会
文化財保護課

無料
高崎市文化財保護課
027-321-1292

群馬県 高崎市 ①②③
上野三碑「世界の記憶」登録2周年
講演会

上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録２周年記念として上野三碑講演会を行ないます。
○講　演：平川　南氏「多胡碑について(仮)」

11月16日 吉井文化会館大ホール
上野三碑普及推進会議
（事務局：文化財保護課）

無料
高崎市文化財保護課
027-321-1292

群馬県 高崎市 ①
令和元年度西部ブロック公民館研
究集会兼高崎市公民館研究集会

地域住民及び公民館関係者が一堂に会し、事例発表や記念講演を行い、これからの公民館の在り方
について研究を行います。

10月18日 高崎市文化会館
群馬県公民館連合会
西部ブロック公民館連絡協議
会

無料
高崎市中央公民館
027-322-8605

群馬県 高崎市 ①
高崎市中央公民館定期利用団体文
化祭部隊発表

高崎市中央公民館の定期利用団体による合唱やダンスなどの発表会です。 10月20日 高崎市中央公民館
高崎市中央公民館
定期利用団体連絡協議会

無料
高崎市中央公民館
027-322-8605

群馬県 高崎市 ③
【第43回県民芸術祭】
第53回邦楽と舞踊の会

群馬三曲協会による三曲合奏（箏、三弦、尺八）と高崎邦楽舞踊協会による日本舞踊、長唄、小唄、琵
琶の定期発表会です。

10月22日 高崎市文化会館 群馬三曲協会 無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団
文化課027-224-3960

群馬県 高崎市 ③

【第43回県民芸術祭】
群馬県高等学校総合文化祭
美術・工芸専門部　書道専門部　合
同作品展

県内の高等学校及び特別支援学校高等部生徒の美術・工芸、書道作品を展示します。 10月31日～11月6日 高崎シティギャラリー 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027-224-3960

群馬県 高崎市 ③
【第43回県民芸術祭】
第67回市民音楽祭

高崎市民音楽連盟所属の団体や個人が一堂に会する演奏会です。 11月4日 群馬音楽センター 高崎市民音楽連盟
公益財団法人
群馬県教育文化事業団
文化課027-224-3960

群馬県 高崎市 ①②③ キリスト教文化週間　パネル展

「キリスト教文化週間」とは、キリスト教主義教育の目指す人格教育（＝豊かな情操の涵養、品性の陶
冶）の一環として毎年秋学期、2週間の期間を設定し、キリスト教界で活躍する講師をチャペル・アワー
（毎週火曜日に設定・全学行事）に招いて講話を聴く。また、同じ期間に、キリスト教に関連するテーマ
を選んでパネル展を開催する。本年のパネル展は、クリスチャンでイラストレーターの金斗鉉氏の最新
の出版物である「絵本・聖書物語（「創世記」編、及び「クリスマス」編）」の制作過程をたどるパネル展を

10月8日～18日 新島学園短期大学 新島学園短期大学 無料

群馬県 高崎市 ①②③ キリスト教文化週間　講演会  I

講師：金　斗鉉（イラストレーター）　講演題：「絵が描けたらいいなと思ったらそれで充分」【内容】金氏
は、過去10年に渡り毎年、ネパールのナウリコット村で子どもたちのための「お絵描き教室」をボラン
ティアで続けてこられた。「遊ぶ」ための時間を充分にとることのできない子どもたちが「お絵描き教室」
の体験を通して、伸び伸びと想像力を発揮して絵を描くようになる過程をたどりながら、「絵が描きたい」
気持ち、創造の喜びについてお話いただく。

10月8日 新島学園短期大学 新島学園短期大学 無料

群馬県 高崎市 ①②③ キリスト教文化週間　講演会　II
講師：高浪晋一（作曲家・合唱指導者）　講演題：「賛美歌をうたうということ：平和を歌う・平和を祈る」
【内容】現代日本のプロテスタント教会における現役賛美歌作家・合唱指導者の第一人者である氏に、
「平和」をテーマにした、現代の賛美歌の歌唱指導と講話をお願いする。

10月15日 新島学園短期大学 新島学園短期大学 無料

群馬県 高山村 ① オープンデー
当所の人気プログラムを体験することができます。
ぐんまちゃんも来ます。

10月19日 北毛青少年自然の家 北毛青少年自然の家
指導係
0279-63-2004

群馬県 高山村 ① 親と子の紅葉登山 小野子山を登ります。 10月26日 北毛青少年自然の家 北毛青少年自然の家
指導係
0279-63-2004

群馬県 高山村 ④ ぐんま天文台連携星空観望会（秋）
地元にある「ぐんま天文台」を通じて天文学を身近に感じてもらうために、村民を対象に、ぐんま天文台
の全面協力をいただき四季毎に星空観望会を行うものです。

10月25日 県立ぐんま天文台 高山村教育委員会 無料
高山村教育委員会事務局
0279-63-3046

群馬県 高山村 ③ 高山かるた大会
「かるた」を通じて郷土の文化や伝統を学びつつ、子どもたちの健全育成や豊かな情操を養うもので
す。

11月3日 いぶき会館 高山かるた実行委員会 無料
高山村教育委員会事務局
0279-63-3046

群馬県 高山村 ③ 高山村文化祭 村民が日頃の生涯学習の成果を披露・発揮できる機会として、様々なイベントを行うものです。 11月3～23日 いぶき会館・他 高山村教育委員会 無料
高山村教育委員会事務局
0279-63-3046

群馬県 高山村 ③
【第43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13日 高山村立高山小学校 尻高人形錦松会 無料
高山村教育委員会事務局
0279-63-3046

群馬県 高山村 ③
【第43回県民芸術祭】
小中学校伝統芸能教室（尻高人形
芝居）

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、日本の伝統文化・伝統芸能への関心を
高め、豊かな情操を養います。

11月13日 高山村立高山小学校
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 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
【館林市HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/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
「館林の絵馬―人びとの願いと暮らし―」
市内の各地区に残る絵馬を展示し、昔の人びとの願いや暮らしについて紹介します。

9月14日～11月10日 館林市第一資料館 館林市教育委員会 無料
【館林市HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/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
「城沼がはぐくんだ花袋の文学－「神秘」と「再生」の物語－」（仮）
城沼、手賀沼、印旛沼を中心に、沼をあつかった花袋文学と、沼をとおして花袋が描き出そうとした「神
秘」と「再生」の物語について紹介します。

10月12日～12月1日 田山花袋記念文学館 館林市教育委員会
【館林市HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/06_kine/06_kine.html

田山花袋記念文学館
74-5100

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3日 館林市第一資料館 館林市教育委員会 無料
【館林市HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/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3日 田山花袋記念文学館 館林市教育委員会 無料
【館林市HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/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20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HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/geibun/bunkasai/bunkasai.html

三の丸芸術ホール
75-3030

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



229
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 問合せ先 備考

第61回「教育・文化週間」関連行事

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26、27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HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/geibun/bunkasai/bunkasai.html

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HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/geibun/bunkasai/bunkasai.html

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HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/geibun/bunkasai/bunkasai.html

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2、3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HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bu
nka/geibun/bunkasai/bunkasai.html

三の丸芸術ホール
75-3030

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2日～3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2日～3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2日～3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9日～10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23日～24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23日～24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23日～24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 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30日～12月1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 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。

10月31日～11月6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2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）

群馬県 館林市 ①
関東短期大学公開講座
「サツマイモを使った簡単おやつづく
り」

関東短期大学で栽培したサツマイモを使って保護者が簡単なおやつを作り、感染したら親子で試食す
る子育て支援講座です。関東短期大学と館林市による地域連携講座です。

11月9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
関東短期大学公開講座
「かんたん体操教室」

子ども学科講師による講座です。体を動かしてかんたんな体操を行います。関東短期大学と館林市に
よる地域連携講座です。

11月20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「シニア世代
の健康体力づくり講座」

体を動かしてかんたんな体操を行う講座です。東洋大学、館林市、板倉町による地域連携講座です。 10月5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
0276-82-9103

群馬県 館林市 ④
夜間天体観望会
「オリオン座流星群を見よう」

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。 10月22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/ka
gakukan/

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
「ゆらゆら、ぶらぶら動き出す！電磁
石を利用したおもちゃをつくろう」
（群馬県おもしろ科学教室）

電磁石の性質について学び、ブランコのように動くおもちゃを作ります。 10月26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/ka
gakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-151５

群馬県 館林市 ④
サイエンスショー「発見！摩擦のス
ゴ技」

摩擦の力について学べる実験ショーです。 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 無料
【向井千秋記念子ども科学館HP】
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/ka
gakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ④
「おいでよ！キラキラ★ハロウィンナ
イト～星とおはなしと音楽の世界へ
～」

ハロウィンにちなんだ星空解説と絵本の読み聞かせ、ピアノ演奏を行います。 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/ka
gakukan/

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
「シュリンクシートでオリジナルキー
ホルダーをつくろう」

熱で縮むシュリンクシートでキーホルダーをつくります。 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/ka
gakukan/

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 月や昼間でも見える星等を観察します。 11月2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/ka
gakukan/

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3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/ka
gakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

群馬県 館林市 ④
サイエンスショー
「ふしぎな石！じしゃくの大実験」

磁石の性質について学べる実験ショーです。 11月10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/ka
gakukan/

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
「神話に出てくる星座を探そう」

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10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/ka
gakukan/

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」

木の実や落ち葉などの自然素材で、素敵なリースを作ります。 11月16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/ka
gakukan/

向井千秋記念子ども科学館
0276-75-1515

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26日～27日,
11月2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/lib
rary/

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。 10月27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/lib
rary/

館林市立図書館
0276-74-2346

群馬県 館林市 ① 映画会 映画「人生劇場　澤登翠　活弁版」（11/2）と、「キャプテン・フィリップス」(11/3)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/lib
rary/

館林市立図書館
0276-74-2346

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第61回「教育・文化週間」関連行事

群馬県 館林市 ① 子ども映画会 子ども向けのアニメ「おさるのジョージ」（11/2）と、「おしりたんてい」（11/3）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/lib
rary/

館林市立図書館
0276-74-2346

群馬県 玉村町 ③ 令和元年度　総合芸術展
多彩な芸術・文化活動や町内幼保小中高生の絵画・手芸・書道・俳句・茶道・写真・陶芸・工芸の展示
の場を提供し、活動の一層の充実と互いの交流を促進します。

10月25日～27日 玉村町文化センター 玉村町文化協会 無料
生涯学習課公民館係
0270-65-2354

群馬県 玉村町 ③ 第37回　玉村町菊花展 出品者自身で生育した菊を展示します。 10月29日～11月4日 玉村町文化センター 玉村町菊花会 無料
生涯学習課社会教育係
0270-65-1000

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競います。さらに、各学年の優秀賞3クラスの中から、最優
秀賞1クラスが決まります。

11月1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

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ピアノ・バイオリン等の演奏会です。 10月20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
の作品の展示を行います。

11月16、17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 ①③ 第68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19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 ①③④
第61回企画展「海の森～海藻たち
のワンダーランド～」

群馬県には豊かな森があり、多様な森にはたくさんの命が育まれています。海の中にも豊かな森があ
り、山の森と同様に、たくさんの命が育まれています。海の森は川によって山とつながり、山の森の恵み
を受けて豊かな生態系をつくっています。本展示では、豊かな海の森をつくっている海藻について紹介

10月5日～12月1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 2019 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めに開催します。

11月16～17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/topp
age/0000000000000/APM03000.html

富岡市役所文化振興課
文化振興係
0274-60-1230

群馬県 富岡市 ②③ 第5回一ノ宮かるた世界大会
一ノ宮かるたは、一ノ宮小学校開校120周年を記念して平成6年2月に発行され地域の文化や歴史をは
じめ名所・旧跡を紹介しています。子ども達の郷土愛を醸成するため、一ノ宮小学校の児童を対象とし
た世界大会を開催します。

10月19日 一ノ宮小学校体育館 一ノ宮地区地域づくり協議会 無料
一ノ宮公民館
0274-62-2004

開催日程は予定であり、変更と
なることがあります。

群馬県 富岡市 ① 花植えボランティア
貫前神社周辺環境美化事業として、神社公園内花壇に春はマリーゴールド、秋にはパンジーを植栽し
ます。植込作業には、小中学生のボランティアも参加し地域の環境美化に対する意識の向上を推進し

11月2日 一之宮貫前神社境内公園 一ノ宮地区地域づくり協議会 無料
一ノ宮公民館
0274-62-2004

開催日程は予定であり、変更と
なることがあります。

群馬県 富岡市 ③
令和元年度妙義山紅葉フェスティバ
ル

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します。

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】
https://www.city.tomioka.lg.jp/

富岡市妙義中央公民館
0274(73)3053

開催日程は予定であり、変更と
なることがあります。

群馬県 富岡市 ① 第1回子どもまつり
子どもたちに昔ながらのおもちゃ工作や遊びを体験させ、物を作る楽しさ、仲間同士、特に異年齢集団
による活動機会を提供することにより、子どもたちの健全育成に資します。
親子ふれあいの場をつくるとともに、子どもたちを情操豊かな人間に育成します。

11月2日 富岡市生涯学習センター
富岡市子どもまつり実行委員
会
富岡市教育委員会

無料
生涯学習センター
0274-62-1531

群馬県 中之条町 ① 自然観察会「中之条 嵩山」
中之条町の嵩山周辺で実施する自然観察会です。嵩山城址からの展望や紅葉の観察、「嵩山城と真
田氏」の歴史を学びます。

11月2日 道の駅嵩山駐車場集合
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.html

NPO法人群馬県自然保護連盟
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 長野原町 ①③ 第52回長野原町文化祭
町内こども園・小中学生・高校生、各種文化団体の作品展示、また発表等を中心に、町内飲食店や各
種団体によるブース等が設けられます。

11月3日 長野原町住民総合センター 長野原町文化祭実行委員会 無料
長野原町教育委員会
電話0279-82-4517

群馬県 沼田市 ③
第43回県民芸術祭協賛
第66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
所で開催するとともに、市有社会教育施設の無料開放を行います。

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
教育部生涯学習課
社会教育係
0278-23-2111(内線3321)

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、市民が文化財・文化に触れ
る機会を提供します。

11月2日～4日
重要文化財旧生方家住宅、生方
記念文庫、沼田市歴史資料館

沼田市教育委員会 無料

教育部文化財保護課
0278-23-2111
（内線2601、2602）
沼田市歴史資料館
0278-23-7565

群馬県 沼田市 ③ 企画展「かくれキリシタン鉱山」 沼田市歴史資料館の第4回企画展です。 11月7日～12月1日 沼田市歴史資料館 沼田市歴史資料館
沼田市歴史資料館
0278-23-7565

観覧料220円

群馬県 沼田市 ③
【第43回県民芸術祭】
第66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を
行います。

11月2日～4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027-224-3960

群馬県 藤岡市 ② 藤岡教育フェスタ
市内の小中学生が郷土藤岡の研究や、理科分野の実験や観察の研究をまとめて発表することで、郷
土に対する誇りと愛情を深めたり、理科への興味や関心を高めたりするとともに、自分の考えを表現す
る力を高めます。

11月5日 藤岡市総合学習センター
藤岡市学校教育課、藤岡市教
育研究会理科部会・社会科部
会

無料
【藤岡市学校教育課HP】
http://10209.schoolweb.ne.jp/swas/inde
x.php?id=10209

藤岡市教育委員会
学校教育課
0274-50-8212

群馬県 藤岡市 ③ 図書館コンサート 市民の文化活動のひとつとして、生の演奏を間近で触れることができるコンサートを開催します。 10月13日 藤岡市立図書館 藤岡市立図書館 無料
【藤岡市立図書館HP】
http://www.library.fujioka.gunma.jp/

藤岡市立図書館
0274-22-1669

群馬県 藤岡市 ① 古本市
市民から寄贈された図書で既に図書館に蔵書があるものや、廃棄になった図書のうち使用可能な図書
をリサイクルとして市民に還元します。

11月2日 藤岡市立図書館 藤岡市立図書館 無料
【藤岡市立図書館HP】
http://www.library.fujioka.gunma.jp/

藤岡市立図書館
0274-22-1669

群馬県 藤岡市 ① 絵本作家講演会
絵本作家の講演を聴くことで、作家や絵本に対する理解を深めるとともに、図書館の絵本・児童書の活
用および貸し出しの促進を図ります。絵本作家：のぶみさん

11月9日 藤岡市立図書館 藤岡市立図書館 無料
【藤岡市立図書館HP】
http://www.library.fujioka.gunma.jp/

藤岡市立図書館
0274-22-1669

群馬県 藤岡市 ③
【第43回県民芸術祭】
第24回チャリティーコンサート

ピアノ、歌、楽器ソロ・アンサンブル、合唱、オーケストラのコンサートです。 11月3日 藤岡市みかぼみらい館 藤岡市民音楽連盟
公益財団法人
群馬県教育文化事業団
文化課027-224-3960

群馬県 藤岡市 ③

【第43回県民芸術祭】
県民音楽のひろば　藤岡公演
内藤聡＆群馬交響楽団presents
～懐かしのヒーロー大集合～

県民の音楽に対する関心を高め、本県の音楽文化振興を図ることを目的に群馬交響楽団の演奏会を
開催します。

11月4日 藤岡市みかぼみらい館
群馬県・群馬県教育文化事業
団・藤岡市文化振興事業団

公益財団法人
群馬県教育文化事業団
文化課027-224-3960

群馬県 前橋市 ④
群馬県民の日記念事業　一般公開
「こども科学教室」

主に小・中学生を対象とした、科学実験・観察の体験教室を開催します。また、最新設備などを紹介す
る施設見学会を行います。

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

群馬県立産業技術センター
027-290-3030

群馬県 前橋市 ④ 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24日,26日～28
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 ②③
令和元年度「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2日～17日
※11月9日～10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】
https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct0
0005993.html

群馬県教育委員会
事務局文化財保護課
027-226-4684

HPはR1.11上旬に更新予定

群馬県 前橋市 ①②
全国高等学校ビブリオバトル2019
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2019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26日 群馬県立図書館 群馬県教育委員会 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 ぐんま新発見講座
郷土の歴史や文化への関心を高め、その魅力を発信するため、講演と関連資料展示を行います。
演題：『高山社跡の保存修復での新たな発見』
講師：軽部達也氏（藤岡市教育委員会）

11月8日 群馬県立図書館 群馬県立図書館 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

申込不要

群馬県 前橋市 ① ふれあい・ゆうあい交流フェスタ
障がいのある人とない人がともにふれあい、ともに活動する楽しさを体験しながら、心のバリアフリーを
推進すると共に、ボランティア活動の促進を図りながら温かな社会の実現を目指す。

10月13日 群馬県青少年会館 群馬県教育委員会 無料
【群馬県青少年会館HP】
http://www.gyc.or.jp/kaikan5/index.html

群馬県教育委員会事務局
生涯学習課青少年教育係
027-226-4669

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 前橋市 ① 親子ふれあい会館ロッジ
宿泊施設の整った青少年会館に親子で宿泊をしながら、物づくりを楽しみながら親子のふれあいや参
加する子ども同士の交流を深める｡

10月26日～27日 群馬県青少年会館 群馬県教育委員会
【群馬県青少年会館HP】
http://www.gyc.or.jp/kaikan5/index.html

群馬県教育委員会事務局
生涯学習課青少年教育係
027-226-4669

群馬県 前橋市 ④
群馬県立県民健康科学大学
公開授業
（「人間の発達と健康」概論）

親しみやすい科目を中心に,学生以外の方も受講できるようにした授業です。
○10月7日, 16日, 21日　　　　循環機能障害とその回復過程
○10月31日, 11月5日, 11日　呼吸機能障害とその回復過程
○11月18日, 25日, 12月2日　消化・吸収機能障害とその回復過程
○12月9日, 16日, 23日　　　　排泄機能障害とその回復過程
○1月6日, 20日, 27日　　　　　運動・感覚機能障害とその回復過程

10月7,16,21,31日
11月5,11,18,25日
12月2,9,16,23日
1月6,20,27日

群馬県立県民健康科学大学
第21講義室

群馬県立県民健康科学大学 無料
【群馬県立県民健康科学大学HP】
https://www.gchs.ac.jp/event/10875.ht
ml

群馬県立県民健康科学大学
教務係
027-235-1211

定員は各回10名（先着順）です。
講義日程は変更になることがあ
ります。お申し込みの方には随
時ご連絡します。

群馬県 前橋市 ①
大人の天文講座（第3回）
「恒星と銀河」

宇宙について少し立ち入って知りたいという方のための講座です。プラネタリウムで解説します。 10月26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少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

群馬県 前橋市 ①④
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 無料
【群馬県生涯学習センター少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

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少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

群馬県 前橋市 ①
群馬県民の日記念
サイエンスショー

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を演示します。 10月28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 無料
【群馬県生涯学習センター少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

群馬県 前橋市 ①③
天体観察会（第2回）
「秋から冬の星めぐり」

小型望遠鏡を使って、月や二重星団、アンドロメダ銀河などを観察します。 11月2日
群馬県生涯学習センター
南駐車場

群馬県生涯学習センター 無料
【群馬県生涯学習センター少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

群馬県 前橋市 ①③ 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9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少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

群馬県 前橋市 ①③ 親と子のプラネタリウム（第8回）
「ないてもだいじょうび」を合い言葉に、乳幼児とその家族でプラネタリウムを楽しむ時間です。BGMと星
空、番組投影など。

11月13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少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

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
少年科学館天文コーナー

群馬県生涯学習センター 無料
【群馬県生涯学習センター少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

群馬県 前橋市 ①④ 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。 土日・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少年科学館】
http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen

027-220-1876
生涯学習センター少年科学係

群馬県 前橋市 ③
テーマ展示「いい湯だなぁ～♪ぐん
まの温泉　今・昔」

近現代の公文書や絵図、写真など当館の収蔵資料を展示し、昔ながらの風情を生かしつつ発展してき
た群馬の温泉文化を紹介します。

8月3日～11月10日 群馬県立文書館 群馬県立文書館 無料
【群馬県立文書館HP】
https://www.archives.pref.gunma.jp

群馬県立文書館
電話：027-221-2346

休館日は月曜日、祝日、月末、
秋季特別整理期間（10月1日～
10月4日）

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　記念講演会（第1回ぐん
ま史料講座）

「群馬の温泉めぐり～明治・大正・昭和の史料を読む」と題して、群馬大学教育学部の関戸明子教授に
よる講演を行います。 10月27日 群馬県立文書館 群馬県立文書館

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

群馬県立文書館
電話：027-221-2346

資料代500円、定員80名（要事前
申込・10月15日締め切り）
同日に行われる展示解説会は
無料、事前申込み不要

群馬県 前橋市 ③ 新出土文化財展２０１９ 平成３０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します。
11月6日～21日（予
定）

臨江閣 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 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。

10～11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 ②④ 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20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
027-898-586２

群馬県 前橋市 ②③ 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30日～11月1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
027-898-5864

群馬県 前橋市 ② まえばし学校フェスタ2019
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16日～17日 Ｋ’ＢＩＸ元気21まえばし 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+コミュニティセンター（16館+3施設）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）

10月19日～11月23日
各地区公民館(全16館）
各コミュニティセンター（3施設）

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 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2日 K’BIX元気21まえばし
前橋市地区婦人会連絡協議
会

無料
生涯学習課
027-210-2198

群馬県 前橋市 ①③ 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2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 ①③ 第４２回前橋市中央公民館文化祭
公民館利用団体の学習成果の発表の場を提供し、団体相互の交流を図る機会とするとともに、広く市
民に成果を公開し、生涯学習の振興と市民文化の向上を図るものです。

10月19、20日 中央公民館全館
前橋市中央公民館文化祭実
行委員会及び前橋市中央公

無料
中央公民館
027-210-2199

群馬県 前橋市 ③ まえばし教育の日事業「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、集会
行事を行います。

11月3日
K´BIX元気21
まえばし前橋こども図書館

前橋市教育委員会 無料
【前橋市立図書館HP】
https://www.city.maebashi.gunma.jp/libr
ary/

前橋市立図書館（こども図書館)
027-230-8833

10月上旬以降
HP掲載予定

群馬県 前橋市 ③
まえばし教育の日事業「学校フェス
タ   ２０１９　リレーおはなし会」

市読み聞かせグループ連絡協議会が来館の子ども向け「リレーおはなし会」を行い、中学生にも「読み
聞かせ」ボランティアとして参加体験してもらう催しです。

11月16日～17日
K´BIX元気21
まえばし前橋こども図書館

前橋市教育委員会 無料
【前橋市立図書館HP】
https://www.city.maebashi.gunma.jp/libr
ary/

前橋市立図書館（こども図書館)
027-230-8833

10月上旬以降
HP掲載予定

群馬県 前橋市 ③ 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19日～11月17日
（予定）

前橋市立図書館 前橋市教育委員会 無料
【前橋市立図書館HP】
https://www.city.maebashi.gunma.jp/libr
ary/

前橋市立図書館
027-224-4311

群馬県 前橋市 ①③ 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。 4月～3月
昌賢学園前橋ホール等
（前橋市民文化会館）

前橋市
前橋市文化協会

無料
【前橋市文化協会HP】
https://maebunka-k.jp/?page_id=6

前橋市文化協会事務局
（前橋市民文化会館内）
027-289-6521

群馬県 前橋市 ③

前橋四公月間（10/5前橋四公祭、
9/28～10/14・11/10四公スタンプラ
リー、10/18～10/27前橋歴史観光
ガイド、11/2四公バスツアー

江戸時代に現在の前橋市域を治めた4つの大名家「前橋四公」の功績を称えこれを市内外へPRするた
め開催。当日は10/5に「第4回前橋四公祭」と題し群馬会館で創作劇や講演会を上演。さらに、9/28～
11/10を「前橋四公月間」と題し、様々な関連イベントを開催。四公ゆかりの六寺社を巡るバスツアーや
スタンプラリー、さらには四公以外の前橋の歴史を紹介する観光ガイドも実施します。

9月28日～11月10日
龍海院、孝顕寺、東照宮、光巌
寺、元景寺、養林寺ほか

前橋四公祭実行委員会 無料
前橋市文化国際課
027-898-6992

群馬県 前橋市 ③
企画展『ドラマチックな重鋼!! 高荷義
之原画展』

前橋市出身の挿絵画家・高荷義之の作品世界を紹介します。 10月5日～1月13日 前橋文学館 前橋市
【前橋文学館】
https://www.maebashibungakukan.jp/

前橋文学館
027-235-8011

群馬県 前橋市 ③
表現の生態系
世界との関係をつくりかえる

福祉、教育などと協働して行う「表現の森」プロジェクトを通して、現代における生の全体性をつなぎ直
す試みです。

10月12日～1月13日 アーツ前橋 アーツ前橋
【アーツ前橋HP】
http://www.artsmaebashi.jp/?p=13991

アーツ前橋
027-230-1144

群馬県 前橋市 ③
表現の生態系
世界との関係をつくりかえる関連イ
ベント

「表現の生態系」展に即してトークイベントや上映イベントを行うものです。
10月12日,10月22日,
11月2日

アーツ前橋 アーツ前橋
【アーツ前橋HP】
http://www.artsmaebashi.jp/?p=13992

アーツ前橋
027-230-1144

群馬県 前橋市 ③
朔太郎音楽祭2019
マンドリンオーケストラ演奏会

朔太郎の愛したマンドリンを高校生や社会人が演奏し、また萩原朔美が選ぶ朔太郎詩を高校生達が朗
読するという音楽と詩の融合したイベントです。

10月20日
昌賢学園前橋ホール等
（前橋市民文化会館）

～マンドリンのまち前橋～朔
太郎音楽祭実行委員会

無料
【前橋文学館ＨＰ】
http://maebashibungakukan.jp/

～マンドリンのまち前橋～
朔太郎音楽祭実行委員会
（前橋文学館内）
027-235-8011

群馬県 前橋市 ③ 和の文化の集い 臨江閣で茶席や華道展など、和の文化に関する展示や舞台発表を行うものです。 10月26日 臨江閣
前橋市
前橋市文化協会

無料

【前橋市文化協会HP】
https://maebunka-k.jp/wp-
content/uploads/2019/04/60ca44d1b16
53e66b160a2a09b750ca3.pdf

前橋市文化協会事務局
（前橋市民文化会館内）
027-289-6521

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第61回「教育・文化週間」関連行事

群馬県 前橋市 ③
パク・キュヒ（朴　葵姫）
ギター・リサイタル

パク・キュヒ（朴　葵姫）さんのギター・リサイタルで、演目はタレガの「アルハンブラの思い出」等です。 10月26日
昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）小ホール

前橋市
前橋市まちづくり公社

【前橋市民文化会館ＨＰ】
http://www.maebashi-
cc.or.jp/maebashishibun/

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）
027-221-4321

群馬県 前橋市 ③
菊池洋子with群馬シティフィルハー
モニーオーケストラ

人気・実力ともに日本を代表する前橋市出身のピアニスト、菊池洋子さんが群馬シティフィルハーモ
ニーオーケストラとモーツァルトのピアノ協奏曲を演奏するものです。。

10月26日
昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）大ホール

前橋市
前橋市まちづくり公社

【前橋市民文化会館ＨＰ】
http://www.maebashi-
cc.or.jp/maebashishibun/

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）
027-221-4321

群馬県 前橋市 ③④ 第27回萩原朔太郎賞贈呈式
日本近代詩史に多大の貢献を残した前橋市出身の詩人萩原朔太郎の業績を永く顕彰するため、最も
優れた文学作品に対し、賞を贈り、日本文化発展に寄与するとともに、市民文化の向上に資することを
目的とします。その賞の贈呈式及び記念イベントです。

10月26日（予定） 前橋文学館ホール 前橋市 無料
【前橋文学館ＨＰ】
http://maebashibungakukan.jp/

前橋文学館
027-235-8011

群馬県 前橋市 ③
特別企画展『萩原恭次郎展 何物も
なし！進むのみ！』

郷土の詩人・萩原恭次郎の生誕１２０年を記念した特別企画展です。 10月26日～1月19日 前橋文学館 前橋市
【前橋文学館ＨＰ】
http://maebashibungakukan.jp/

前橋文学館
027-235-8011

群馬県 前橋市 ③
前橋四公教養講座「史料から読み
解く　秋元家と総社旧臣との関係」

前橋四公の一角で、総社藩主を務めた秋元越中守家の功績を発信する講演会です。 11月3日 総社公民館ホール
総社秋元公歴史まつり実行委
員会

無料
前橋市文化国際課
027-898-6992

群馬県 前橋市 ③
DRUM　TAO2019年新作舞台ザ・ド
ラマーズ

大分県を拠点に活動する和太鼓演奏グループ「DRUM　TAO」の新作舞台です。 11月9日
昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）大ホール

前橋市
前橋市まちづくり公社

【前橋市民文化会館ＨＰ】
http://www.maebashi-
cc.or.jp/maebashishibun/

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）
027-221-4321

群馬県 前橋市 ③ 総社秋元公歴史まつり
前橋四公の一角で、総社藩主を務めた秋元越中守家を称えるおまつりで、メインイベントの武者行列を
はじめ、舞台発表や物産展など様々な催しが行われます。

11月10日 総社公民館ほか
総社秋元公歴史まつり実行委
員会

無料
前橋市文化国際課
027-898-6992

群馬県 前橋市 ③
ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇
場オペラ「魔笛」

ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場がモーツァルト作曲のオペラ「魔笛」を冒険ファンタジーとして演
じるものです。

11月11日
昌賢学園まえばしホール（前橋市
民文化会館）大ホール

前橋市
前橋市まちづくり公社

【前橋市民文化会館ＨＰ】
http://www.maebashi-
cc.or.jp/maebashishibun/

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）
027-221-4321

群馬県 前橋市 ③
萩原恭次郎展 「何物もなし！進む
のみ！」の関連イベント

萩原恭次郎展の関連イベントとして、彼の駆け抜けた時代の革新性を表現した舞踏を企画しました。 11月16日 前橋文学館ホール 前橋市
【前橋文学館ＨＰ】
http://maebashibungakukan.jp/

前橋文学館
027-235-8011

群馬県 前橋市 ①② 前橋市青少年健全育成大会
地域の伝統芸能の継承活動の発表、標語・絵画の顕彰、少年の主張の発表及び講演会等を開催しま
す。

10月26日 前橋テルサ 前橋市教育委員会 無料
【前橋市青少年課HP】
http://www.city.maebashi.gunma.jp/sosh
iki/sidou/seisyounen/index.html

青少年課
027-898-5874

群馬県 前橋市 ③ こども秋まつり
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、子供たちのための事業を開催します。

11月2～4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ＨＰ】
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kura
shi/230/257/005/p010919.html

前橋市児童文化センター
027-224-2548

群馬県 前橋市 ③
【第43回県民芸術祭】
第43回ぐんま県人物画展

人物画の公募作品を展示します。 10月22日～27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027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第43回県民芸術祭】
県民映画劇場

地域の人々が主体となり物語自体の作り込み等、制作に携わることで地域から発信し、地域の活性化
に繋げようとして作られた映画の鑑賞会です。

10月30日 ベイシア文化ホール 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027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第43回県民芸術祭】
群馬県高等学校総合文化祭
音楽部門個人演奏会

県内高校生の文化活動（ピアノ・器楽・声楽部門）に関わる全県規模の発表会を開催し、生徒相互の交
流と活動内容の向上を図り、音楽教育の充実と青少年文化活動の振興に役立てます。

11月6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027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第43回県民芸術祭】
第44回群馬県民謡連盟　民謡コン
クール大会

県内全域の群馬県民謡連盟会員が日ごろの成果を競い合う、民謡民舞のコンクールです。 11月9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027-224-3960

群馬県 前橋市 ③
【第43回県民芸術祭】
群大で観る人形芝居

群馬県教育文化事業団と群馬大学で共催で行う人形芝居公演です。 11月10日
群馬大学荒牧キャンパスミューズ
ホール

群馬県教育文化事業団
群馬大学

無料
公益財団法人
群馬県教育文化事業団
文化課027-224-3960

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24、27、31日
11月7、14、21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
https://koukai-kouza.opric.gunma-
u.ac.jp/

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

群馬県 前橋市 ③ 2019年度群馬大学医学祭
医学部における学園祭であり，２年に１度，昭和キャンパスで２日間の日程で開催しています。学生に
よる屋台の出店，音楽の演奏，作品の展示等により，地域住民との交流を行っています。

10月26日,27日 群馬大学医学部昭和キャンパス 国立大学法人群馬大学 無料 http://www.gunma-u.ac.jp/
昭和地区事務部
学務課学事・学生支援係
027-220-7796

群馬県 前橋市 ①③

群馬県の古墳発掘の父
尾崎喜左雄博士展Part4
～群馬県内の古墳発掘・調査の歴
史を識る～

令和元年度群馬大学地域貢献事業の一環として，群馬県立歴史博物館の協力のもと，尾崎喜左雄博
士（群馬大学名誉教授）の古墳発掘・調査記録や考古遺物を展示します。期間中はトークイベントや展
示解説も実施します。

11月5日～12月25日
群馬大学荒牧キャンパス
総合情報メディアセンター中央図
書館

国立大学法人群馬大学 無料
【群馬大学総合情報メディアセンターHP】
https://www.media.gunma-u.ac.jp/

総合情報メディアセンター
中央図書館
027-220-7185

9月下旬～10月上旬にHP更新予
定

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。

11月10日 群馬大学ミューズホール 国立大学法人群馬大学
https://koukai-kouza.opric.gunma-
u.ac.jp/

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

群馬県
前橋市
太田市

①②
令和元年度（第58回）統計グラフ群
馬県コンクール優秀作品展示

令和元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。

11月1日午後～7日
（前橋市）
10月25～31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】
https://toukei.pref.gunma.jp/gsa/graph/

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)

R1.10上旬～中旬に更新予定

群馬県 みどり市 ③
令和元年度岩宿文化賞授賞式・記
念講演・作品展示

岩宿時代文化研究の進展に貢献した研究者及び地域を中心とした小学生～高校生の優秀な研究に対
する受賞式、受賞者の記念講演、優秀研究賞に選考された児童生徒の作品発表と30点以上の作品展
示が行われます。

表彰式11月2日
展示10月29日～11月
6日

笠懸公民館 みどり市 無料
【みどり市】
https://www.city.midori.gunma.jp/www/c
ontents/1493600232722/index.html

みどり市教育委員会文化財課
TEL0277-76-1933
FAX0277-76-1703
E-mail　bunnkazai
@city.midori.gunma.jp

群馬県 みどり市 ③ 群馬県民の日施設無料開放 群馬県民の日に各施設の臨時開館及び無料開放をします。 10月28日
岩宿博物館・
大間々博物館・
陶器と良寛書の館

みどり市 無料 後日HPに掲載予定

みどり市教育委員会文化財課
TEL0277-76-1933
FAX0277-76-1703
E-mail　bunnkazai
@city.midori.gunma.jpほか

各施設への問い合わせも
可能です。

群馬県 みどり市 ①
岩宿フォーラム/シンポジウム2019
「岩宿時代研究の現状と課題」

今回のシンポジウムでは、岩宿時代研究の現状と課題について研究・討論します。ご興味のある方は、
是非ご参加いただき、熱く語り合いましょう。

11月2～3日 笠懸公民館、岩宿博物館
岩宿博物館、岩宿フォーラム
実行委員会

無料
岩宿博物館
0277-76-1701

群馬県 みどり市 ①
岩宿遺跡発掘70周年記念特別展②
「岩宿遺跡と日本の近代考古学」

日本の近代考古学史上、重要な遺跡の資料とその研究の進展を追うとともに、岩宿遺跡のもつ考古学
及び歴史研究における意義や重要性を再確認する展示です。

10月5日～11月24日 岩宿博物館 岩宿博物館
岩宿博物館
0277-76-1701

観覧料：一般310円、高校生200
円、小中学生100円

群馬県 みどり市 ① 岩宿ムラ収穫まつり

石器作りやまが玉作り、弓矢体験など、古代の体験と、古代米の餅のふるまいなど、「食」も満喫できま
す。プレゼント付きのスタンプラリーもあって一日古代にタイムスリップ！大人も子どもも楽しめるおまつ
りです。

11月10日
岩宿博物館
西鹿田中島遺跡

みどり市教育委員会
【岩宿博物館HP】
https://www.city.midori.gunma.jp/www/c
ontents/1000000000061/index.html

岩宿博物館
0277-76-1701

一部有料の体験あり

群馬県 明和町 ③ 第２２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します。

11月2～3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 「ミニ円筒埴輪作り」 自分だけの小さな円筒埴輪を作って持ち帰れます。 10月26日 文化財センター 吉岡町教育委員会
吉岡町文化財センター
0279-54-9443

参加費５００円
事前申込みが必要

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 吉岡町 ① 第一回講演会 テーマ「吉岡町の街道を歩く」（予定） 11月22日 文化財センター 吉岡町教育委員会 無料
吉岡町文化財センター
0279-54-9443

事前申込みが必要

群馬県 吉岡町 ③ おはなし広場 図書館ボランティアによる読み聞かせとバルーンアート 11月3日 図書館 吉岡町教育委員会 無料
吉岡町図書館
0279-54-6767

群馬県 吉岡町 ③ 第４４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します。 11月2～23日 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 ③
企画展示「ピカソ展－ゲルニカ［タピ
スリ］をめぐって」

1937年、パブロ・ピカソ［1881-1973］は、故郷スペインの内戦で起きた無差別爆撃への衝撃から、大作
《ゲルニカ》を描きました。絵画表現の伝統を画したピカソは、ここに反ファシズムの政治的メッセージに
加え、芸術家また人間としての苦悩も重ねて描き出しています。本展では、この絵を原寸大に織ったタ
ピスリを中心に、関連作品、資料を通して、《ゲルニカ》の意味と背景、そしてピカソ芸術について考えま
す。
◎レクチャー「ゲルニカ［タピスリ］誕生秘話　10月27日（日）
◎記念講演会「《ゲルニカ》は誰のもの？－ピカソとスペインの綱引き」11月10日（日）
◎ゲスト・トーク「原田マハが語る、ゲルニカ［タピスリ］」11月17日（日）
◎おしゃべり鑑賞会　11月30日(土)
◎学芸員による作品解説会10月12日(土)、11月20日(水)
◎たてび☆びじゅつ部　11月2日(土)、11月23日(祝・土)
◎展覧会ポスタープレゼント　11月23日(祝・土)
◎たてび☆キッズウｵーク　10月19日(土)、11月16日(土)、12月7日(土)

10月5日～12月8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 県内全域 ① 第41回こころの県民講座
精神保健福祉に関わる諸問題を一般向けに分かりやすく取り上げ、県民に対する精神保健福祉の知
識の普及や意識啓発を目的に開催します。

11月2日 前橋テルサ　ホール 群馬県こころの健康センター 無料
【群馬県HP】
https://www.pref.gunma.jp/07/p117_000
14.html

群馬県こころの健康センター
027-263-1166

群馬県 県内全域 ② 第25回群馬県高等学校総合文化祭

芸術・文化に対する理解や基盤づくりに資するために、公私立高等学校、中等教育学校後期課程及び
特別支援学校高等部の生徒による総合的な発表・交流の場を設け、高校教育における芸術・文化活動
の一層の活性化を図ります。総合開会式及び群馬県高等学校文化連盟２０専門部等による発表・展
示・競技・交流会等及び事業の趣旨にふさわしいイベント的要素を盛り込んだ企画による祭典としま
す。

10月19日～11月17日

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

第25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
【群馬県高等学校文化連盟HP】
https://g-koubunren.jp/

高校教育課教科指導係
027-226-4649
群馬県高等学校文化連盟事務局
(前橋女子高校内)
027-221-4188

総合開会式は11月2日(土)に群
馬音楽センター大ホールで行わ
れます。

群馬県 県内全域 ③
開館40周年記念　第100回企画展
「ハート形土偶 大集合！！－縄文
のかたち・美、そして岡本太郎－」

　群馬県東吾妻町郷原で発見されたハート形土偶が65年ぶりに群馬に帰ってきます。国宝・仮面土偶
（公開期間：9/28～10/20）をはじめ、たくさんの土偶が一堂に会します。さらに、縄文土器に初めて芸術
性を見いだした岡本太郎の作品も展示します。

9月28日～12月1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/96exhibition.
html

群馬県立歴史博物館
027-346-5522

群馬県 県内全域 ②
第12回テーマ展示
「くらしのうつりかわり１」

　昭和から平成にかけての生活道具の変遷を提示するとともに、昭和30年代を中心とした生活空間を
一部再現します。今回は、昔の夏の生活について家族と語り合いながら学べる内容とします。（ハンズ
オン展示もあり）

9月14日～12月1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/96exhibition.
html

群馬県立歴史博物館
027-346-5522

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


