ぐんまクールシェア2017
オープニングイベント
（伊勢崎市）
7月1日
（土）
SMARK 伊勢崎

はるなプラザ

音楽で涼しさを演出するライブ、フラダンスチームによるフラダンス、夏を快適に過
ごす衣食住の観点からのトークセッションなど。ぐんまちゃんと写真撮影も！
【参加費】無料
【事前申込】不要
問合せ： 電話：群馬県環境エネルギー課 027-226-2817
http://www.pref.gunma.jp/04/bl0100013.html

七夕まつり
（太田市）
7月1日（土）、2日（日）

ぐんまこどもの国児童会館
多目的ホール
会場内の迷路を、七夕に関するクイズを解きな
がら進みます。七夕に関する読み聞かせやミサ
ンガ作り、紙粘土のペンダント作りのワーク
ショップを実施。
【参加費】無料
【注意事項】ワークショップは年齢制限、定員
があります。
【事前申込】不要
問合せ：電話：0276-25-0055
FAX：0276-25-0059
http://kodomonokunijidoukaikan.jimdo.
com/

花の講座 草花スケッチ
（みどり市）
7月8日（土）13：30～15：30
富弘美術館 レクチャー室

講師：筑井孝子さんによる身近な草花を描く水
彩画教室。
【参加費】無料（ただし、入館料・材料費は別）
【事前申込】要
問合せ：電話：0277-95-6333
FAX：0277-95-6100
メール：info@tomihiro.jp

松竹大歌舞伎（前橋市）

7月14日(金)
①13:00～ ②18:00～
ベイシア文化ホール
（群馬県民会館） 大ホール

出演は中村吉右衛門、芝雀改め中村雀右衛門ほ
か。演目は『妹背山婦女庭訓 三笠山御殿』『五
代目中村雀右衛門襲名披露口上』
『太刀盗人』
となっております。
【参加費】全席指定 S 席 5,000 円 A 席 3,500
円 B 席 2,000 円 (B 席学生 1,000 円 )
【事前申込】要
問合せ：電話：027-232-1111
FAX：027-232-1115
http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/
kenmin/

ぐんまファミリー映画会
（前橋市）
7月21日（金）～23日（日）
①10:00～12:00
②13:30～15:30
群馬県生涯学習センター
視聴覚室
県視聴覚センターが所蔵する視聴覚資料の中か
ら家族で楽しめるアニメ映画等を中心とした映
画会を実施します。
【参加費】無料 【注意事項】各回 定員 80 人
（先着順）【事前申込】不要 問合せ：群馬県
生涯学習センター 学習振興係
電話：027-224-5700
http://www.manabi.pref.gunma.jp/

歌と語りのコンサート
「山へよする」
（渋川市）
7月2日（日）14：00～

竹久夢二伊香保記念館
夢二ホール
夢二が著した最愛の恋人・彦乃との相聞歌集
「山
へよする」を題材にした、歌と語りのコンサー
ト。出演：山田由紀子（オペラ歌手）
【参加費】2160 円（入館料含む）※中学生以下、
無 料 【 注 意 事 項 】 前 売 り 券 も あ り（ 税 込
2000 円）※要問合せ 【事前申込】要（※当
日空席があれば申込みなしでも可）
問合せ：電話：0279-72-4788
FAX：0279-72-2661
メール：info@yumeji.or.jp
www.yumeji.or.jp

ＴＯＷＡ県民文化講座
養老孟司氏講演会(前橋市)

7月8日(土)14:00～
ベイシア文化ホール
（群馬県民会館） 小ホール

ベストセラー『バカの壁』の著者の養老孟司
氏をお迎えし、
「脳の健康 からだの健康〜いき
いき長寿社会の実現に向けて〜」という演題
でお話しいただきます。
【参加費】自由席 500 円 【注意事項】未就
学児のご入場はご遠慮ください。
【事前申込】要
問合せ：電話：027-232-1111
FAX：027-232-1115
http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/
kenmin/

歴史博物館
グランドオープン(高崎市)

7月15日（土）
9:30～17:30（入館は16:30まで）
群馬県立歴史博物館

綿貫観音山古墳出土のはにわを展示する東国古
墳文化展示室をはじめ、展示内容が更に充実し
ます。また、スタンプラリーやワークショップ
など、様々なイベントを実施します！
【参加費】観覧料：大人 300 円、大高生 150 円、
中学生以下無料
【事前申込】不要
問合せ：電話：027-346-5522
FAX：027-346-5534
http://grekisi.pref.gunma.jp/

大きな詩画づくり
（みどり市）
7月22日（土）～完成次第終了
10：00～16：00
富弘美術館 レクチャー室

星野富弘さんの作品を約 6 倍に引きのばし 90
ピースに分割したパネルに水彩絵の具で色をつ
け合体させて、大きな詩画作品をみんなで完成
させます。
【参加費】無料（ただし、入館料は別）
【事前申込】不要
問合せ：電話：0277-95-6333
FAX：0277-95-6100
メール：info@tomihiro.jp

ぐんまクールシェア 2017
イベント一覧
7月
「七夕イベント」
（渋川市）
7月7日（金）

群馬県立ゆうあいピック記念
温水プール

七夕ランチ
（前橋市）
7月7日（金）

G FACE CAFE （ジーフェイス
カフェ）

先着 100 名様にかき氷のプレゼント 短冊に
願いを込めて笹に飾りつけしましょう。
【参加費】無料
【事前申込】不要
問合せ：電話：0279-25-3033
FAX：0279-25-3034
http://yuuai.server-shared.com

毎年人気の七夕にちなんだスペシャルランチイ
ベント。耕作をつかさどる牽牛と天織をつかさ
どる織姫、２つの星に因んだ夏のランチを涼し
い店内で楽しみませんか。
【参加費】1,500 円
【注意事項】ご予約にて承ります（12:00 ～
14:00）
【事前申込】要
問合せ：電話：027-243-1586
FAX：027-243-1586

たかやまむら
キャンドルナイト
（高山村）

企画展「月に吠えらんねえ」
展
（前橋市）

道の駅「中山盆地」 芝生広場

水と緑と詩のまち前橋文学館
3階オープンギャラリー

7月8日（土）18：45～21：30

環境省指定の CO2 削減、省エネや環境保護に
繋がる取り組みとして、廃油を使った手作り
エコキャンドルを道の駅などで無料配布して
います。
【参加費】無料
【注意事項】手作りエコキャンドルは数に限り
があります。
【事前申込】不要
問合せ：電話：0279-63-2111

季節の朗読会
（みどり市）
7月16日（日）
①11：30～ ②13：30～
富弘美術館

レクチャー室

季節に合わせた星野富弘さんの詩とエッセイの
世界を朗読で味わえます。
【参加費】無料（ただし、入館料は別）
【事前申込】不要
問合せ：電話：0277-95-6333
FAX：0277-95-6100
メール：info@tomihiro.jp

まえきフェス
（前橋市）
7月28日（金）
15:00～21:00（予定）

東日本旅客鉄道株式会社
前橋駅北口駅前広場及び
コンコース

前橋駅

野菜・加工食品等の販売及び音楽・ダンス等の
催物。
【参加費】無料
【事前申込】不要
問合せ： 電話：027-223-1417

7月8日（土）～10月1日（日）

浴衣・半襟展（渋川市）
6月1日（木）～ 8月20日（日）
竹久夢二伊香保記念館
竹久夢二が手掛けた浴衣・半襟のデザイン原画
を公開。草花や小鳥など、自然をモチーフにし
た優しく愛らしいデザインの数々をご覧くださ
い。
【参加費】入館料 1728 円～
【事前申込】不要
問合せ：電話：0279-72-4788
FAX：0279-72-2661
メール：info@yumeji.or.jp
www.yumeji.or.jp

企画展
「日本美術のススメ」
（高崎市）
7月15日（土）～ 8月27日（日）
群馬県立近代美術館

萩原朔太郎の詩作品をキャラクター化した漫画
『月に吠えらんねえ』
（清家雪子作）
の展覧会です。
【参加費】
無料
（予定）
【事前申込】
不要
問合せ：電話：027-235-8011
FAX：027-235-8512
メール：bungakukan@city.maebashi.
gunma.jp
http://www.maebashibungakukan.jp/

形、
数え方、
技法や表現に関する用語をキーワー
ドとして、戸方庵井上コレクションの絵画を中
心に古美術作品を分かり易く紹介します。
【参加費】一般 610 円 大高生 300 円 中学
生以下は無料
【事前申込】不要
問合せ：電話：027-346-5560
FAX：027-346-4064
メール：bijutsu@pref.gunma.lg.jp
http://mmag.pref.gunma.jp/

第97回企画展「愛の手紙－文学者
の様々な愛のかたち－」
（高崎市）

みんなのアトリエ
「多色摺り
木版画の摺り体験」
（館林市）

7月15日(土)～ 9月18日(月・祝)
9:30～17:00（8月15日を除く火曜日休館）
群馬県立土屋文明記念文学館 企画展示室

近代文学者の自筆書簡を展示し、その作品から
想起される姿とはまた違った一面を浮き彫りに
します。谷崎潤一郎、太宰治、夏目漱石らが恋
人や家族へ宛てた手紙を紹介します。
【参加費】一般 410 円、大高生 200 円（中学
生以下、障害者手帳等お持ちの方と介護者１名
は無料。
）【事前申込】不要
問合せ：電話：027-373-7721
FAX：027-373-7725
メール：tsuchiyakan@pref.gunma.lg.jp
http://bungaku.pref.gunma.jp/

こども＋おとな＋夏の美術館
（高崎市）
7月22日（土）～ 8月27日（日）
群馬県立近代美術館

開催期間中の毎日
（休館日を除く）
誰でも参加で
きる簡単で楽しいミニワークショップを開催し
ます。
【参加費】
無料
【事前申込】
不要
問合せ：電話：027-346-5560
FAX：027-346-4064
メール：bijutsu@pref.gunma.lg.jp
http://mmag.pref.gunma.jp/

7月20日（木）、7月27日（木）、
8月10日（木）、8月17日（木）
13:30～16:00
群馬県立館林美術館
別館ワークショップ室

多色摺り木版画の簡単な摺り体験ができます。
【参加費】
100円
【事前申込】
不要
問合せ：群馬県立館林美術館
電話：0276-72-8188
http://www.gmat.pref.gunma.jp/

「文化人・芸能人の多才な美
術展」
2017
（富岡市）

7月22日（土）～9月3日（日）
富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館

現代を代表する文化人や芸能人などが制作し
た、個性豊かな書や絵画を一堂に展示します。
【参加費】一般600円、65歳以上400円、大学・
高校生300円、中学生以下無料
【注意事項】初日は、午後1時30分からオープニ
ングセレモニーを実施します。セレモニー終了
後
（午後2時頃）
、ご入場いただけます。
【事前申込】 不要
問合せ：電話：0274-62-6200
FAX：0274-62-6201
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/genre/
0000000000000/1387242529968/index.html

7 月〜 8 月

コレクションⅠ（前橋市）

6月15日（木）～ 9月26日（火）
アーツ前橋

8月

かようシネマ（前橋市）

7月4日（火）～
毎週火曜日 11：00～

前橋プラザ元気21
シネマまえばし(前橋市民交流プ
ラザ等駐車場3Ｆ）
映像文化やまちなかの映画館について考える
場となるよう開催している上映会です（上映
内 容 は、 広 報 ま え ば し・ か よ う シ ネ マ face
book ページより確認してください。
）
【参加費】無料
【事前申込】不要
問合せ：前橋市にぎわい商業課
電話：027-210-2273
メール：nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

テーマ展示
「綺羅美耀
（きらび
やか）
－武士の時代の名宝－
（高崎市）
7月15日（土）～ 8月31日(木)
群馬県立歴史博物館

武士の時代を生きた人々の営みについて、重要
文化財を中心に刀剣や甲冑だけでなく、祈りの
対象である神仏に関する資料や藩主の画像など
を展示し、紹介します。
【参加費】
観覧料：大人300円、
大高生150円、
中
学生以下無料 【注意事項】月曜日
（月曜が祝日
の場合はその翌日）
は休館 【事前申込】
不要
問合せ：電話：027-346-5522
FAX：027-346-5534
http://grekisi.pref.gunma.jp/

夏とくイベント（前橋市）

7月21日（金）～23日（日）、
8月18日（金）～20日（日）
9:30～16:00
群馬県生涯学習センター
少年科学館 他

青少年が科学の楽しさや不思議さを体験できる
科学実験、科学工作等の特別企画を夏休み中に
実施します。
【参加費】無料
【事前申込】一部要
問合せ：群馬県生涯学習センター 少年科学係
電話：027-220-1876
http://www.manabi.pref.gunma.jp/

特別企画展
「詩集
『月に吠え
る』
100年記念展（前橋市）

7月22日（土）～10月9日（祝・月）
水と緑と詩のまち前橋文学館
2階展示室

萩原朔太郎の第一詩集
『月に吠える』
刊行100年
を記念した展覧会です。
【参加費】
300円
（予定）
【事前申込】
不要
問合せ：電話：027-235-8011
FAX：027-235-8512
メール：bungakukan@city.maebashi.
gunma.jp
http://www.maebashibungakukan.jp/

イベント情報は、各施設から提供された資料をもとに作成していますが、予告なく変更される場合もあります。参加を希望される場合は、電話等により問い合わせるか各施設の発表する情報（ホームページ）により最新情報を御確認ください。

ギャラリー１

アーツ前橋では地域ゆかりの作家や展覧会の参
加作家を中心に作品を収集しています。本展覧
会では以前からの収蔵作品と 28 年度に新たに
収蔵した作品を展示します。
【参加費】無料
【事前申込】不要
問合せ：電話：027-230-1144
FAX：027-232-2016
メール：artsmaebashi@city.maebashi.
gunma.jp
http://artsmaebashi.jp/

おや２
（おやつー）
シネマ
（前橋市）
7月4日（火）～ 毎週火曜日
①14：00～ ②15：00～

前橋プラザ元気21
シネマまえばし(前橋市民交流プ
ラザ等駐車場3Ｆ）
お子様と一緒にアニメをスクリーンで楽しむ
ことができる上映会です（上映内容は、広報
まえばし・かようシネマ face book ページよ
り確認してください。
）
【参加費】無料 【事前申込】不要
問合せ：前橋市にぎわい商業課
電話：027-210-2273
メール：nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

企画展示
「カミナリとアート
光／電気／神さま」
（館林市）

7月15日（土）～ 9月3日(日)
群馬県立館林美術館

雷の発生件数が多い地域にある美術館として、
身近な気象現象である「雷」をテーマに、アー
トを親しむ展覧会を開催します。
【参加費】一般 610 円、大高生 300 円、中学
生以下無料 【注意事項】
【事前申込】不要
問合せ：群馬県立館林美術館
電話：0276-72-8188
http://www.gmat.pref.gunma.jp/

クイズラリー（みどり市）

7月22日（土）～ 8月27日（日）
10：00～16：00
富弘美術館 インフォメーション
富弘美術館や星野富弘さん、作品等に関するク
イズラリー。
参加者全員に参加賞を、
全問正解者
には美術館商品を賞品としてプレゼント。
【参加費】無料
（ただし、入館料は別）【注意事
項】クイズは館内・館外に設置されています。解
答用紙はインフォメーションで配布していま
す。
【事前申込】
不要
問合せ：電話：0277-95-6333
FAX：0277-95-6100
メール：info@tomihiro.jp

たてび☆びじゅつ部
「雷絵馬
をつくろう」
（館林市）

8月19日（土）13:30～15:30
群馬県立館林美術館
別館ワークショップ室

企画展示
「カミナリとアート」
にちなみ、
雷様に
願いを込めた雷絵馬を作ります。
作った絵馬は
お持ち帰りいただけます。
【参加費】
無料
【事前申込】
不要
問合せ：群馬県立館林美術館
電話：0276-72-8188
http://www.gmat.pref.gunma.jp/

科学捜査展～事件の鍵はそ
こにある！～
（太田市）

8月5日(土)～27日
（日）
9：30～17：00
ぐんまこどもの国児童会館
多目的ホール

科学技術館所有の指紋鑑定、DNA 鑑定、声紋
音声鑑定などが体験できる展示物の他、実際に
タブレットを使った捜査の疑似体験を行う。
【参加費】無料 【注意事項】捜査疑似体験は年
齢制限、定員があります。 【事前申込】 不要
問合せ：電話：0276-25-0055
FAX：0276-25-0059
http://kodomonokunijidoukaikan.jimdo.
com/

我楽多市（がらくた市）
（前橋市）
8月7日
（月）
～13日
（日）
群馬會舘食堂

毎年恒例の我楽多市は売上金 100％を福島県
の障害者施設に送っています。3.11 からずっ
と続けて年に数回行っている楽しいイベントで
す。あっと驚く掘り出し物があるかも！
【注意事項】レストランご利用のお客様のみの
お楽しみイベントです。
【事前申込】不要
問合せ：電話：027-221-2595
FAX：027-221-2595

和風手品師Izuma マジック
ショー
（渋川市）

8月10日
（木）
・11日
（金・祝）
竹久夢二伊香保記念館
港やサロン

夢二の絵から抜け出したような、大正ロマンの
雰囲気をまとった手品師 Izuma( イズマ )。優
雅で幻想的なマジックショーをお楽しみくださ
い。
【参加費】入館料 1728 円～（中学生以下、
無料）
【事前申込】不要
問合せ：電話：0279-72-4788
FAX：0279-72-2661
メール：info@yumeji.or.jp

講演会「アマゾンマナティー」
（富岡市）
8月11日（金・祝）
13:30～15:00
群馬県立自然史博物館

学習室

アマゾン川に生息している固有種であるアマゾ
ンマナティーについて日本の最新技術を駆使し
て見えてくる彼らの生態についてお話ししま
す。
【参加費】
無料
【注意事項】
先着100名
【事前申込】
要
（電話のみ 受付開始：７月11日
（火）
9:30～）
問合せ：電話：0274-60-1200
FAX：0274-60-1250
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/

銚子浪漫ぷろじぇくと
朗読コンサート
（渋川市）

8月27日
（日）

竹久夢二伊香保記念館
夢二ホール
竹久夢二・作詞
「宵待草」
が生まれた地とされる銚
子で、夢二を広めるべく活動中の
「銚子浪漫ぷろ
じぇくと」
による、
ピアノと朗読のコンサート。
【参加費】入館料1728円～（中学生以下、無料）
【事前申込】要
（※当日空席があれば申込みなし
でも可）
問合せ：電話：0279-72-4788
FAX：0279-72-2661
メール：info@yumeji.or.jp
www.yumeji.or.jp

