「ぐんまクールシェア2017」クールシェアスポット一覧（つづき）
【高崎市】
■高崎市市民活動センター・ソシアス
■高崎市中央公民館
■高崎市東部公民館
■高崎市西部公民館
■高崎市東公民館
■高崎市倉渕公民館
❖ ▲群馬県立日本絹の里
▲高崎シティギャラリー
❖ ▲高崎市観音塚考古資料館
❖ ▲かみつけの里博物館
❖ ▲高崎市榛名歴史民俗資料館
▲高崎市吉井郷土資料館
❖ ▲多胡碑記念館
▲高崎市立中央図書館
▲高崎市立箕郷図書館
▲高崎市立群馬図書館
▲高崎市立新町図書館
▲高崎市立榛名図書館
▲高崎市立山種記念 吉井図書館
❖ ▲高崎市美術館
❖ ▲高崎市タワー美術館
❖ ▲高崎市山田かまち美術館
▲高崎市染料植物園 屋内生態園休憩室
▲高崎市少年科学館
❖ ▲洞窟観音・山徳記念館・徳明園
❖ ▲群馬県立近代美術館
❖ ▲群馬県立歴史博物館
▲群馬県立土屋文明記念文学館
○道の駅 くらぶち小栗の里
○アピタ高崎店
○イオンモール高崎
○スズラン 高崎店
○高崎モントレー
○とりせん箕郷店
○とりせん菅谷店
○とりせん群馬町店
❖ △カフェダイニング デリシャス
△タリーズコーヒー 高崎店
△タリーズコーヒー ウニクス高崎店
△タリーズコーヒー 高崎モントレー店
△ミスタードーナツ 高崎小鳥町ショップ
△ミスタードーナツ 高崎東ショップ
△ミスタードーナツ イオンモール高崎ショップ
△ミスタードーナツ 高崎駅ビルショップ
●群馬県立 観音山ファミリーパーク
【桐生市】
■桐生市立東公民館
■桐生市立西公民館
■桐生市立南公民館
■桐生市立北公民館
■桐生市立昭和公民館
■桐生市立境野公民館
■桐生市立広沢公民館
■桐生市立梅田公民館
■桐生市立相生公民館
■桐生市立川内公民館
■桐生市立桜木公民館
■桐生市立菱公民館
■桐生市立桜木西公民館
■桐生市役所
■桐生市立青年の家
■桐生市新里総合センター
■黒保根支所
■桐生市総合福祉センター
■桐生市子育て支援センター
■桐生市民活動推進センター
“ゆい”
○MEGAドン・キホーテ桐生店
△ミスタードーナツ 桐生ショップ

△ミスタードーナツ 桐生相生ショップ
❖ ◎重要文化財 彦部家住宅
【伊勢崎市】
■群馬県立ふれあいスポーツプラザ
○アピタ伊勢崎東店
○イトーヨーカドー伊勢崎店
○SMARK 伊勢崎
○とりせん平和町店
○とりせん茂呂店
△ミスタードーナツ 伊勢崎宮子ショップ
△ミスタードーナツ スマーク伊勢崎ショップ
【太田市】
■太田行政センター 本陣ホール
□ぐんまこどもの国児童会館
▲太田市立史跡金山城跡ガイダンス施設＋
太田市金山地域交流センター
○イオンモール太田
○とりせん東矢島店
○とりせん城西の杜店
○とりせん大原店
○とりせん太田新井店
○とりせん太田八幡町店
○道の駅おおた
△ミスタードーナツ イオンモール太田ショップ
【沼田市】
▲沼田市立図書館
❖ ○白沢高原温泉 望郷の湯
△ミスタードーナツ 沼田ショップ
【館林市】
■館林市郷谷公民館
■館林市中部公民館
■館林市大島公民館
■館林市赤羽公民館
■館林市六郷公民館
■館林市三野谷公民館
■館林市多々良公民館
■館林市渡瀬公民館
■館林市分福公民館
■館林市西公民館
■館林市城沼公民館
■館林市役所
■館林市文化会館
■館林市三の丸芸術ホール
▲群馬県立館林美術館
❖ ▲田山花袋記念文学館
▲館林市第一資料館
❖ ▲向井千秋記念子ども科学館
▲館林市立図書館
○総合住宅展示場 館林ハウジングステージ
○とりせん富士見町店
△タリーズコーヒー 館林アゼリアモール店
【渋川市】
■渋川市中央公民館
■渋川市赤城公民館
■渋川市古巻公民館
■渋川市北橘公民館
❖ ■渋川市渋川老人福祉センター
❖ ■渋川市小野上地域福祉センター
❖ ■渋川市子持老人福祉センター
❖ ▲公益財団法人 竹久夢二伊香保記念館
❖ ▲渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館
○とりせん子持店
○道の駅こもち 白井宿ふるさと物産館
△ミスタードーナツ 渋川ショップ
□だれでも広場
◎群馬県立ゆうあいピック記念温水プール
【藤岡市】
■藤岡市鬼石公民館
（図書室）
○スーパーセンターフィール

夏を楽しく涼しく満喫する
イベント情報掲載中！

○とりせんフィール藤岡店
○ピアゴ藤岡店
○道の駅 ららん藤岡
○Wonder GOO TSUTAYA藤岡店
【富岡市】
■富岡市生涯学習センター
■富岡市小野公民館
❖ ▲群馬県立自然史博物館
▲富岡市立図書館
❖ ▲富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館
△ミスタードーナツ 富岡ショップ
【安中市】
■安中市地域福祉支援センター
❖ ■安中公民館
■安中市文化センター
■安中市松井田文化会館
■安中市松井田庁舎
■碓氷川熱帯植物園
△タリーズコーヒー 横川サービスエリア 下り店
●群馬県野鳥の森 小根山森林公園
【みどり市】
■みどり市笠懸公民館
▲みどり市立笠懸図書館
▲みどり市立大間々図書館
❖ ▲岩宿博物館
❖ ▲富弘美術館
❖ ▲みどり市大間々博物館
○とりせん大間々店
【榛東村】
❖ ▲榛東村 耳飾り館
【上野村】
❖ ●関東最大級の鍾乳洞 不二洞
【神流町】
▲神流町図書館
【長野原町】
❖ ▲長野原町営 浅間園
○長野原・草津・六合 ステーション
○道の駅 八ッ場ふるさと館
【高山村】
○道の駅 中山盆地
【東吾妻町】
○道の駅 あがつま峡
【片品村】
❖ ◎花の駅・片品
「花咲の湯」
❖ ◎寄居山温泉 ほっこりの湯
【みなかみ町】
▲相俣ダム資料室
▲みなかみ町 カルチャーセンター
❖ ▲一般財団法人 三国路与謝野晶子紀行文学館
○道の駅 月夜野矢瀬親水公園
○道の駅 みなかみ水紀行館
△奥平温泉 遊神館
【玉村町】
▲玉村町歴史資料館
○とりせん玉村店
○道の駅 玉村宿
【明和町】
▲明和町立図書館
【千代田町】
❖ ■千代田町温水プール
▲千代田町立 山屋記念図書館
△ミスタードーナツ ジョイフル本田
千代田ショップ
【邑楽町】
○生活協同組合 コープぐんま コープ中野店
○とりせん邑楽町店

※各施設の詳細情報は、県ホームページに掲載しています。（所在地・電話番号・営業時間・休業日・施設紹介・クールシェア特典など）
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしていますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。
また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。

Sat

Thu

夏の暑い日には、家の電気の半分以上をエアコンが使っています。
エアコンの使用台数を減らして、家族が一つの部屋に集まったり、公共施設や商業施設、
自然の多い場所に出かけたりして、涼しい場所でみんなで過ごし、
節電につなげるのがクールシェアの取り組みです。
家族や友だちとクールシェアスポットに出かけよう！

このマークがクールシェアスポットの目印です▶
「ぐんまクールシェア 2017」の参加施設は、クールシェアスポットとして記載してあります。

お問い合わせ先 ● 群馬県環境森林部環境エネルギー課
● 群馬県地球温暖化防止活動推進センター

TEL.027-226-2817
TEL.027-237-1103

くわしくはホームページをご覧ください

ぐんまクールシェア2017

ぐんまクールシェアはぐんまエコスタイル（各家庭でできる省エネ・スマートムーブ・省資源の温暖化防止行動）の取組のひとつです

群 馬 県

「ぐんまクールシェア2017」クールシェアスポット一覧
施設の
種類

■ …公民館、公共施設のロビー、各種センターなど

▲

…図書館、美術館、博物館、資料館など
…デパート、ショッピングセンター、スーパーマーケット、道の駅、書店など

△

…レストラン、食堂、カフェなど

○

【前橋市】
■群馬県庁 県民センター
■群馬県庁 観光展示室・物産展示室
■群馬県生涯学習センター
■ＮＰＯ･ボランティアサロンぐんま
■前橋プラザ元気２１
■昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）
■前橋市民文化会館大胡分館
（大胡シャンテ）
■前橋市 粕川支所
■ベイシア文化ホール
（群馬県民会館）
■群馬県地球温暖化防止活動推進センター
▲群馬県立図書館
▲アーツ前橋
▲阿久沢家住宅

□ …レジャースポット

●
◎

❖

…公園、自然の中の涼しい場所など
…その他
（ゆっくり休憩できるスペースがある場所）
…入館料･施設利用料等がある施設

▲大室公園民家園・大室はにわ館
▲粕川歴史民俗資料館
▲総社歴史資料館
▲萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち 前橋文学館
○ガーデン前橋
○けやきウォーク前橋
○スズラン百貨店 前橋店
○とりせん時沢店
○とりせんロ－ズタウン店
○とりせん前橋駒形店
○前橋リリカ
△群馬會舘食堂
△Ｇ ＦＡＣＥ ＣＡＦＥ
△タリーズコーヒー 前橋みなみモール店

❖ △日本料理 くろ松

△ミスタードーナツ フォレストモール
新前橋ショップ
△ミスタードーナツ 前橋荒牧ショップ
△ミスタードーナツ 前橋片貝ショップ
△ミスタードーナツ ベイシア
前橋みなみモールショップ
△ミスタードーナツ けやきウォーク前橋ショップ
□前橋市児童文化センター
□エメラルドボウル
◎上毛共済生活協同組合
◎上毛電気鉄道 中央前橋駅
◎東日本旅客鉄道株式会社 前橋駅
◎弁天村
※続きは、裏面に掲載してあります。

