
 
 

遺伝子は記憶する 

iPS細胞とエピジェネティクス 
 
遺伝子に記憶（エピジェネティクス）

がある事についてお話します。iPS 細
胞は様々な臓器になれる細胞で、臓器
移植等で期待されています。実はこの
細胞、私達の皮膚細胞等の遺伝子記憶
がリセットされた物なのです！（無料） 

 
講師 群馬大学 生体調節研究所 

教授  畑田 出穂 
会場 中央公民館 3Fホール 

（前橋プラザ元気 21） 

 

 
～お客様の心をつかむ～ 

ホスピタリティ心理学 
ホスピタリティでビジネスを成功さ

せよう！リピーターの多いお店はホス
ピタリティを実践しています。お客様
の心をギュッとつかむホスピタリティ
を探求しましょう。     （無料）  
講師 日本交流分析学会 
    高崎商科大学商学部 
    特任准教授 坂本 章  
会場 中央公民館 53学習室 
   （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

  

 
がんの早期診断 

～最近の動向～ 
 

がんは、早期発見さえすれば、治る
病気にもなっています。ここでしか聞
けない早期発見の方法をわかり易く解
説します。                  （無料） 

 
講師 NPO 法人北関東ﾊﾞｲｵﾌｫｰﾗﾑ 

理事長・馨光会医療顧問・群
馬大学名誉教授  小濱一弘 

会場 中央公民館 56学習室 
   （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

お口と顔の健康教室 

～笑顔で話そう おいしく食べよう～ 
  

 お口の働きを確かめながら、毎日笑
顔で過ごすために食べ方や発声などの 
トレーニングを始めませんか。 
10 月は睡眠時無呼吸症候群の予防に
ついてお話します。（参加費 １00 円） 
 
講師 エース歯科 須藤 明子 

会場 中央公民館 53学習室 

（前橋プラザ元気21 5階） 
 

10 月 4 日（木）10：30～11：30 10 月 5 日（金）14：00～１5：30 

 

 

 

 

 

前橋市 

共催 

NEW 

骨董の見方と古美術鑑定会 
 
鑑定と合わせて、時代の見方、真贋

の見分け方、良品と大量製造品の違い
等、実際に品物を見ながら鑑定士がお
話します。見学のみの方も歓迎。 

  （鑑定・参加無料） 
※鑑定を御希望の方は申し込みの際に
「鑑定希望」とお申し付け下さい。 

講師 鑑定士 赤石勝市 

（群馬骨董会館 古好屋店主） 
会場 煥乎堂骨董舎  

（煥乎堂前橋本店 3階） 

 

10 月 5 日・19 日（金）15：00～16：00 

～16：35 

 

 
 

１００才まで健康！！ 

～真のアンチエイジングとは～ 
 
受精から血液型の決定まで、生きる

仕組みに関わる糖鎖の重要性と１００
才まで健康で過ごす為の食生活につい
お話します。        （無料） 

 
講師 マナぐんま 

栄養士 吉澤 富子 
会場 中央公民館 55学習室 

（前橋プラザ元気 21 5階） 

10 月 9 日（火）10：30～12：00 

 

:00～ 

「老いとうまくつきあう健康塾」 

知っておこう！人体のしくみ・わ

かりやすい解剖・生理学 
  

細胞や骨、呼吸器など「ここはおさ
えておきたいポイント！」を交えなら、
人体の仕組みについて楽しく学んでみ
ませんか？  （教材費 1,470 円初
回のみ）※偶数月に開催予定です。 

 

講師 群馬大学大学院 保健学研究科 
准教授 内田 陽子 

会場 中央公民館 54学習室 
    （前橋プラザ元気21 5階） 
 

10 月 9 日（火）13：30～15：00 

：00 

 

10 月 10 日（水）14：00～15：30 

NEW 

    
いきいき健康音楽 

～歌って 話して 教えて！～ 
  

 聞き覚えのある懐かしい歌をみな
さんで一緒に歌い、心身をリフレッ
シュしましょう！季節の歌や童謡・
唱歌などを楽しく歌い、その歌の時
代を懐かしみ、思い出を語ってみま
せんか！   （参加費 100 円） 
 

講師 健康音楽の会「ミキ」 
会場 1Fにぎわいホール 
    （前橋プラザ元気 21） 

10 月 11 日（木）10：30～11：30 

 
   
がんと老化のサイエンス 
ストレスは万病の元といいます

が、細胞の受ける様々な「ストレス」
が細胞の「老化」や「がん化」の原
因となります。これらのストレスを
コントロールすることは、老化やが
ん化の予防に有用かもしれません。
ちょっと本格的なことを知りたい
方、ぜひどうぞ。     （無料） 

 

講師 群馬大学 生体調節研究所 

教授 山下 孝之 
会場 中央公民館 55学習室 
    （前橋プラザ元気 21 5階） 

 
 

10 月 11 日（木）13：30～15：00 

 

 

 

 

デジカメなんでも相談室 
  

 もっと楽しく、簡単に！「もっと
色々な写真を撮ってみたい」「専門用
語ばかりで分かりにくい」「データを
簡単に整理整頓したい」初心者～上
級者・一眼 etc…なんでもご相談下
さい♪          （無料） 
 
講師 デジタルフォトクラブ 

「Ｍｅｓｓａｇｅ」主宰 
写真家 長瀬 正太 

会場 中央公民館 53学習室 
   （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

10 月 12 日（金）１3：30～15：00 

 NEW 

宮本常一「忘れられた日本人」を読む① 

    宮本常一の人生と学問 
 
宮本常一の人生を振り返りながら、

歩く・見る・聞くを実践してきた彼の
問題意識と学問の特徴を考えます。 

 （無料） 
 
 
講師 群馬大学 社会情報学部 

教授 落合 延高 
会場 前橋テルサ 4階 第 3研修室 

10 月 12 日（金）18：30～20：00 10 月 16 日（火）19：00～20：30 

 NEW  
こっそり教える iPS細胞の秘密 

 
iPS 細胞は我が国で樹立された「万

能細胞」で、マスコミにもしばしば登
場することから、名前をご存知の方も
多いと思います。この iPS 細胞につい
て、その生い立ちや性質、秘められた
力や弱点までお教えします。 （無料） 

 

講師 群馬大学 生体調節研究所 

教授 小島 至 
会場 中央公民館 51・52学習室 
    （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

10 月 16 日（火）13：30～15：00 

 NEW NEW 

医学・科学シリーズ⑦ 

医学・科学シリーズ⑧ 

医学・科学シリーズ⑨ 



 

 
ミトコンドリア・イブ 

～ミトコンドリアは母からの贈り物～  
  ミトコンドリアは細胞中で栄養を使
い、生命エネルキー「ATP」を作りま
す。またミトコンドリアは母からのみ
子孫に受け継がれる事がわかってきま
した。本講座ではこの仕組みとミトコ
ンドリアの働きを紹介します。（無料）   
講師 群馬大学 生体調節研究所 

教授 佐藤 健 
会場 中央公民館 55学習室 

 （前橋プラザ元気 21）  
 

 

朗読教室Ⅰ（旧朗読入門） 
～基礎入門編～ 

発声や発音、アクセントや間の取り

方など朗読の基礎知識を学びながら、

講師とともに朗読いたします。朗読初

心者向けの講座です。    （無料） 
 

講師 群馬朗読の会 
    会長 六本木 正孝 
監修 元 NHKチーフアナウンサー 
    小林 昭雄 
 
会場 中央公民館 56学習室 

（前橋プラザ元気 21 5階） 
  

 
 

１０月１８日（木）1０：00～1２：00 

 

※参加者に中心商店街の加盟店で使用できる「Ｑのまちポイントカード」を 10 ポイント進呈中!! 協力：前橋中心商店街協同組合 

※まちなかキャンパスは、誰でも(前橋市民以外でも）ご参加頂けます。 

※日程、内容等については変更の可能性があります。有料となる講座や定員を超える講座もありますので、必ず事前のお申込みを 

お願い致します。 （注）お申込みがない場合、ご参加頂けない事があります。 

 

 
老化関連疾患とホルモン 
    ～骨粗鬆やメタボを中心に～ 

 
体の中では様々な「ホルモン」が分

泌されています。年をとるとこのホル
モンの力が弱まり、それに伴い老化が
進みます。骨粗鬆症やメタボリックシ
ンドローム等は、老化に伴って発症す
る「老化関連疾患」と言われています
が、「ホルモン」の力を強めることで予
防できるかもしれないのです。 （無料）  
講師 群馬大学 生体調節研究所 

教授 北川 浩史 
会場 中央公民館 3Fホール 

 （前橋プラザ元気 21） 

10 月１８日（木）1３：３0～1５：00 

NEW 
“アーティフィシャル” 

フラワーアレンジ（ミドル編） 
 
最新の造花｢アーティフィシャルフ

ラワー｣を花材に取り入れ、１０月は
「ハロウィンを楽しもう！」をテーマ
にアレンジします。中級者向けの講座
です。     （参加費 3,000 円） 

 
講師 グリームナック  中澤 洋子 
 
会場 中央公民館 51会議室 

   （前橋プラザ元気 21 5階） 
 

１０月１８日（木）1９：０0～２０：３0 

 

“アーティフィシャル” 

フラワーアレンジ(フェアリー編) 
  
最新の造花｢アーティフィシャルフ

ラワー｣を花材に取り入れ、１０月は
「ハロウィンを楽しもう！」をテーマ
にアレンジします。誰でも簡単に作品
を作ることができる初心者向けの講座
です。     （参加費 2,500 円） 

 
講師 グリームナック 中澤 洋子  

  会場 フットワークステーション 
（                 （中央通り） 

 
 

１０月１9 日（金）14：00～15：30 

00 

群馬学事始・古代編④ 

「日本唯一の銅瓶の謎 

ルーツとルート」 
  

群馬は東日本きっての古墳大国。県
立歴史博物館隣接の綿貫観音山古噴出
土の銅瓶は国内唯一。観音山古墳から
は百済王の鏡も。銅瓶のルーツは中国
北朝。ルートの謎に迫る。 （無料） 

  
講師 群馬県立女子大学  

教授 熊倉 浩靖 
会場 中央公民館 57学習室 

（前橋プラザ元気 21  5階）   

１０月２２日（月）10：30～12：00 

9 月 23 日（日）14：00～16：00 

00 

 

宮本常一「忘れられた日本人」を読む② 

村の寄合と若者組の文化 
 
「対馬にて」「村の寄りあい」「子供

をさがす」を取り上げ、村社会におけ
る具体的な慣行を考えます。また、祭
礼や婚姻秩序に関わる年齢階梯集団若
者組の文化を考えます。   （無料） 
 
講師 群馬大学 社会情報学部 

教授 落合 延高 
 

会場 前橋テルサ 4階 第 3研修室 
  

１０月１9 日（金）18：30～20：00 

9 月２１日（金）14：00～15：30 
  

穀采果食のすすめ その② 大麦 
  

 麦（大丸麦）は五穀の長といわれ、
雑穀の中でも食物繊維が NO.1。ビタ
ミン B１、ナイアミン、銅も含まれて
います。また、カルシウムと鉄の吸収
もよくて血糖値、肥満、虫垂炎、ヘル
ニア予防にも効果があります。丸麦、
押麦を使ったレシピを紹介します。 
       （参加費 1,500 円）  
講師 カフェ和坂 栄養士 
   食育アドバイザー 吉羽 清子 
会場 中央公民館 
    料理実習室・会食室 

 (前橋プラザ元気 21 5階) 

 

 

 

１０月２１日（日）14：00～16：00 

～心豊かな毎日を！～ 

ホスピタリティ心理学 
ホスピタリティって何？いつどこで

生まれたの？ホスピタリティマインド
で、家族に笑顔が溢れます。素敵な人
間関係が築けるホスピタリティを探求
しましょう。        （無料）  

講師 日本交流分析学会 
    高崎商科大学商学部 
    特任准教授 坂本 章  
会場 中央公民館 53学習室 

（前橋プラザ元気 21 5階） 

１０月２3 日（火）10：30～12：00 

 
NEW 

 

コレステロール、中性脂肪と 
狭心症・心筋梗塞    

欧米では心筋梗塞等の虚血性心疾患
で亡くなる人が多く、コレステロール
が一番の原因とされ「第一の殺し屋」
と言われていました。なぜコレステロ
ールが殺し屋になるのか？悪玉・善玉
コレステロールとは何か？中性脂肪と
の関係は？等をお話します。 （無料）  
講師 群馬大学 医学部 

教授 伴野 祥一 
会場 中央公民館 3Fホール 

 （前橋プラザ元気 21） 

10 月２3 日（火）1３：３0～1５：00 

NEW 

宮本常一「忘れられた日本人」を読む③ 

世間師たちの人生 
 
「土佐源氏」「私の祖父」「世間師」

を取り上げ、無名の人々の人生の歴史、
日本社会の特質を通して民衆の文化を
考えます。        （無料） 
 
 
 
講師 群馬大学 社会情報学部 

教授 落合 延高 
 

会場 前橋テルサ 4階 第 3研修室 
 （前橋プラザ     

 

１０月２6 日（金）18：30～20：00 

 

 

10 月２5 日（木）1３：３0～1５：00 

NEW  
朗読教室Ⅱ 

 
朗読教室Ⅰの講座と比べて、経験者

向けの講座になります。朗読教室Ⅰを

修了した方が対象となりますが、初心

者の方のご参加もＯＫです！ （無料） 
 

講師 群馬朗読の会 
    会長 六本木 正孝  
監修 元 NHKチーフアナウンサー 
    小林 昭雄 
会場 中央公民館 53学習室 

（前橋プラザ元気 21 5階） 

 

 

10 月 25 日（木）10：00～12：00 

 

 

 

NEW 

医学・科学シリーズ⑩ 

医学・科学シリーズ⑪ 

医学・科学シリーズ⑫ 



１０月の講座予定表    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

１１月の講座予定表 

 

開催日時 講 義 の 内 容 等（参加費） 講    師 会   場 

11/1 

（木） 

10：30
～

11：30 

お口と顔の健康教室 ～笑顔で話そう おいしく食べよう～ 

11 月は歯周病と全身の病気の関係についてお話しします。 

                     （参加費 100 円） 

エース歯科 
須藤 明子 

中央公民館 
53学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

11/5 

（月） 

10:30
～

12:00 

100歳まで健康！！～真のアンチエイジングとは～ 
細胞から元気にする糖質栄養素と糖鎖を減らさないくふうに 

ツボ押しを混じえてお話します。一緒に学びましょう！ （無料） 

マナぐんま 
栄養士 吉澤 富子 

元山 稔子 

中央公民館 
54学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/7 

（水） 

13：30
～

15：00 

「老いとうまくつきあう健康塾」                NEW‼ 

口腔ｾﾙﾌｹｱ-自分で守る大切な歯- 
口腔のしくみ、手入れする方法、口の中の評価をします。（無料） 

東京医科歯科大学大学院  

後期博士課程 久保田チエコ 

群馬大学大学院  保健学研

究科  准教授 内田 陽子 

中央公民館 
54学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/8 

（木） 

10：30
～

11：30 

いきいき健康音楽 ～歌って 話して 教えて！～ 
一緒に歌い、心身をリフレッシュしましょう！（参加費 100 円） 

健康音楽の会｢ミキ｣ 
中央公民館 
41スタジオ 

（前橋プラザ元気21） 

11/8 

（木） 

13：30
～

15：00 

免疫システム：味方か敵か？           NEW‼ 
免疫システムに関する基本事項と、健康を維持する為には免疫シ

ステムをどうコントロールすれば良いかお話します。  （無料） 

群馬大学生体調節
研究所 
准教授 奥西 勝秀 

中央公民館 
55学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/10 

（土） 

13:45 
～ 

16:35 

FPによる すぐに役立つお得なお話＋体験無料相談会 

①13:45～15:05「知っておきたい教育資金の備え方」 

②15:15～16:35 「40～50 代のマネー講座」   （無料） 

日本ＦＰ協会 

     群馬支部 

中央公民館 
55学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

11/10 

（土） 
14：00
～ 

西野智也ピアノコンサート             NEW‼ 
～恩師ニコノーヴィチ教授を偲んで  (参加費 1,500円) 

ピアノ：西野智也 
シューベルトサロン
（広瀬川美術館内） 

11/13 

（火） 

13：30
～

15：00 

アンチエイジングの栄養学            NEW‼ 
食物成分である栄養素が細胞に与える影響と栄養摂取のコントロ

ールによるアンチエイジングの可能性を考えましょう。 （無料） 

群馬大学生体調節
研究所 
准教授 原 太一 

中央公民館 
56学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/14 

（水） 

14：00 
～ 

15：30 

「老いとうまくつきあう健康塾」 輝く私に！「尿失禁予防と対処法」 
尿失禁の種類や対処法、下着やおむつパットの紹介などをわか

りやすく解説します。男性の方もどうぞ。       （無料） 

群馬大学大学院 
保健学研究科 

助教  上山 真美 

中央公民館 

56学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

11/15 

（木） 

10：00
～

12：00 

朗読教室Ⅰ～基礎入門編～ （旧朗読基礎入門） 
発声や発音など朗読の基礎知識を学びます。      （無料） 

群馬朗読の会 
会長 六本木 正孝 
監修 小林 昭雄 

中央公民館 
53学習室 

（前橋プラザ元気21） 

※まちなかキャンパスは、参加費（材料費等）を徴収する講座もございます。 

 
「ＦＰの日」第 23回ＦＰフォーラム 

 
13:00～15:50「くらしのセミナー」
10:30～12:00「おこづかいゲーム」
10:40～15:50「体験無料相談会」 
10:30～15:30「ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ作成ｺｰﾅｰ」
を開催予定！定員に限りがございます
ので、お申込はお早めに！（全て無料） 
 
講師 日本ＦＰ協会 群馬支部 
（申込・問合せ TEL：027-280-5113） 
会場 1Fにぎわいホール 

 （前橋プラザ元気 21） 

１０月２8 日（日）10：30～16：30 

 
検査からわかる糖尿病 

～ミトコンド  
糖尿病は症状が現れにくく、出た時

には随分進行していることが多く、合
併症も多い病気です。動脈硬化などの
合併症も盛り込んで、糖尿病の症状や
検査の角度から状態を解説します。 

    （無料） 

 
講師 関越中央病院 

 臨床検査技師 田村 晴美 
会場 中央公民館 55学習室 

 （前橋プラザ元気 21）   

10 月 31 日（水）14：00～1５：00 
NEW 

秋の邦楽コンサート 
 
～ プ ロ グ ラ ム ～  
箏曲「乱」八橋検校作曲 
琴古流尺八本曲「鹿の遠音」 
箏曲「春の海」宮城道雄作曲 
 

  （参加費 1,500 円） 
 

 演奏者 琴・三絃 斎藤 純子 
尺八   牧原 笳童 

        増渕 信吾 
会場 シューベルトサロン 

（広瀬川美術館内） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１０月２７日（土）14：00～    

 折り紙で楽しもう 
 
日本の伝統文化である「折り紙」。し

かし最近では折り方を知らない方も多
いと思います。そこで、簡単にできる
折り紙の折り方を学んでみませんか！ 
１０月は、これまで折ったものをい

ろいろ折ります。お気軽にご参加くだ
さい。      （参加費 100 円）       
講師 前橋中央通り商店街振興組合 
     つゆくさの会 有志  
会場 いきいきまちの駅スマイル 
                （中央通り） 
 
 
 
 

（中央通り） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１０月２７日（土）14：00～１5：00 

 
初めての人でも大丈夫！ 

脳いきいきアート 
 
野菜や果物を題材にした作品や抽象

画風作品など、独自のアートプログラム
で楽しく制作できます。１回で１つの作
品を作ります。 （参加費 1,000 円） 
 
講師 日本臨床美術協会資格認定 
     臨床美術士 

ぐんま脳いきいきアートの会 
 

会場 いきいきまちの駅スマイル 
                （中央通り） 
 

（第 3研修室） 
 

 
 

１０月２8 日（日）14：00～16：00 
 

 

炎症はどのように起こる？ 
 
今回は、体の中で気付かない、低い

レベルの炎症が長い期間続く慢性炎症
の際に私たちの体の中、細胞の中でど
のような反応が起こっているか解説し
ます。さらに、この細胞機構を標的と
して開発された関節リウマチに対する
新しい生物製剤についてもご紹介しま
す。            （無料）  
講師 群馬大学 生体調節研究所 

教授 徳永 文稔 
会場 中央公民館 51・52学習室 

 （前橋プラザ元気 21） 
 

 

 

10 月 30 日（火）1３：３0～1５：00 
NEW 

医学・科学シリーズ⑬ 



 
まちキャンの最新情報がインターネットからもご覧いただけます！！ 
☞前橋商工会議所ホームページ http://www.maebashi-cci.or.jp/ 

 
 
 
  
●申込方法：必ず電話または下記の申込書に必要事項をご記入し、FAX にてお申込みください。 

受 講 希 望 日 講  座  名 

  月   日  

  月   日  

住 所  T E L  

氏 名  年 齢  性 別  
※ご記入いただいた内容は、当事業を運営するために利用する他、事務連絡や講習会の案内のために利用することがありますが、法令に基づく場合を 
除いて第三者に公開することはありません。 

開催日時 講 義 の 内 容 等（参加費） 講    師 会   場 

11/15 

（木） 

13：30
～

15：00 

体を動かすしくみ、その損傷と治療法     NEW‼ 
私たちの体の動きは脳の働きできわめてうまく調節されていま

す。このしくみを、わかりやすく説明します。     （無料） 

群馬大学医学部 
教授 平井 宏和 

中央公民館 
51・52学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/15 

（木） 

19：00
～

20：30 

“アーティフィシャル“フラワーアレンジ（ミドル編） 
中級者向けのフラワーアレンジ講座です。（参加費 ３，０００円） 

グリームナック 
     中澤  洋子 

中央公民館 
51会議室 

（前橋プラザ元気21） 

11/16 

（金） 

14：00
～

15：30 

“ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙ”フラワーアレンジ（フェアリー編） 
初心者向けのフラワーアレンジ講座です。（参加費 ２，５００円） 

グリームナック 
     中澤  洋子 

いきいきまちの駅 
（中央通り） 

11/17 

（土） 

14：00
～

15：00 

折り紙で楽しもう  
折り紙の折り方を学んでみませんか!１1 月は「これまで折ったも

の」を色々折ります。           （参加費 100 円） 

前橋中央通り商店街（振） 

つゆくさの会 有志 

いきいきまちの駅 

（中央通り） 

11/17 

（土） 

14：00
～

16：00 

穀采果食のすすめ その③ 麹 
麹を料理に使うと食材のうま味が増し、塩や正油、砂糖等の調味

料を沢山加えなくても味わい豊かになります。(参加費 1,500円) 

カフェ和坂 栄養士 

食育アドバイザー 

吉羽 清子 

中央公民館 
料理実習室・会食室 

（前橋プラザ元気21） 

11/20 

（火） 

13：30
～

15：00 

肥満と健康について考える            NEW‼ 
この講座では，最近分かってきた脂肪細胞の役割を解説し，肥満

と健康について考えてみたいと思います。       （無料） 

群馬大学生体調節研

究所  

准教授  柴田 宏 

中央公民館 
55学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/20 

（火） 

19：00
～

20：30 

～お客様の心をつかむ～ ホスピタリティ心理学 
ホスピタリティを実践するときに必要な事柄や心構えについてお

話します。職場の人間関係をより良くして、ビジネスを成果へと

導きます。楽しくホスピタリティを探求しましょう。  （無料） 

日本交流分析学会 

高崎商科大学商学部 

特任准教授 坂本 章 

中央公民館 
53学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/21 

（水） 

10：30
～

12：00 

「老いとうまくつきあう健康塾」                NEW‼ 

口腔セルフケア-自分で守る大切な歯- 
口腔のしくみ、手入れする方法、口の中の評価をします。（無料） 

東京医科歯科大学大学院  

後期博士課程 久保田チエコ 

群馬大学大学院  保健学研

究科  准教授 内田 陽子 

中央公民館 
58学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/25 

（日） 

14：00
～

16：00 

初めての人でも大丈夫！脳いきいきアート 
野菜や果物を題材にした作品や抽象画風作品など独自のアートプ

ログラムで楽しく製作します。       (参加費 1,000円) 

ぐんま脳いきいき 

アートの会 

前橋プラザ元気 21 

3F ＰＥＰＯ 

11/26 

（月） 

10：30
～

12：00 

群馬学事始・古代編⑤ 古代群馬と上毛三山 世界に広がる原風景 
赤城・榛名は、万葉集では、久呂保・伊香保と呼ばれていた。そ

れはなぜなのか。ロマン溢れる仮説を検証しよう。   （無料） 

群馬県立女子大学 

教授 熊倉 浩靖 

中央公民館 
51・52学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/27 

（火） 

10：30
～

12：00 

～心豊かな毎日を！～ ホスピタリティ心理学 
ホスピタリティの体験はどこでできるのでしょうか？ ホスピタ

リティには、何が必要でしょうか？ホスピタリティが行なわれる

瞬間をキャッチし、その条件を探求しましょう。    （無料） 

日本交流分析学会 

高崎商科大学商学部 

特任准教授 坂本 章 

中央公民館 
55学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/27 

（火） 

13：30
～

15：00 

性ホルモンが調節する男と女の健康      NEW‼ 
性ホルモンがからだのどのような働きを調節しているか、また、

そのメカニズムはどうなっているかについてお話します。（無料） 

群馬大学生体調節研

究所 

准教授 佐藤隆史 

中央公民館 
56学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/29 

（木） 

10：00
～

12：00 

朗読教室Ⅱ                       
朗読教室Ⅰの講座と比べて、経験者向けの講座になります。 

初心者の方のご参加も OK です！           （無料）   

群馬朗読の会 

会長 六本木 正孝 

監修 小林 昭雄 

中央公民館 
53学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/29 

（木） 

13：30
～

15：00 

犯罪捜査でも役立っている DNA鑑定の話   NEW‼ 
犯罪捜査のための個人識別手段としての DNA 鑑定等について実

例を紹介しつつ、その解析技術と社会の関係を述べます。（無料） 

群馬大学生体調節

研究所 

准教授 佐藤幸一 

中央公民館 
55学習室 

（前橋プラザ元気21） 

11/30 

（金） 

13：30
～

15：00 

人類を救う大発見〜ペニシリン発見から現在の創薬最前線までNEW‼ 
皆さんの健康・病気治療等に関連のある「ノーベル生理学・医学

賞」を受賞した大発見、惜しくも受賞を逃した大発見、これから

受賞するかもしれない大発見などをご紹介します。   （無料） 

群馬大学生体調節 

研究所 

准教授 久保原 禅 

中央公民館 
51・52学習室 

（前橋プラザ元気21） 

申込・問合せ 

 

前橋商工会議所 商業振興課  TEL027-234-5109/FAX027-234-8031 
いきいきまちの駅 スマイル  TEL027-289-4321/FAX027-289-4322 


