
 
 

～キッズフェスタ～ 

3世代で交流 

～ふれあい遊びを楽しもう～ 

 
親子三世代でふれあい遊びを楽しみ

ます。親子や祖父母とお孫さんのペア
等様々なスタイルでご参加下さい。 

（無料） 
 

講師 群馬医療福祉大学 
講師 田中輝幸 

会場 中央公民館 47スタジオ 
（前橋プラザ元気 21 4階） 

 

 
ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙ”ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ 

 (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、８月は、一
足はやい秋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  千代田ギャラリー 

（中央通り） 
 

 

 

ちゅう 

  

 
～キッズフェスタ～ 

《子供のための体験講座》 
  

 「デジカメ相談」「折り紙」「髪留
め作り」「ちんどん屋体験」「ブーメ
ラン」「ゆびあみ体験」「どんぐり工
作」etc…楽しい講座が盛り沢山！ 
一日思いっきりあそんじゃおう！ 
※詳細は前橋商工会議所 HP 又は、前橋
市 HP にて公開中！！ 
※デジカメ相談は 5 日（日）にも開催！  
講師 まちなかキャンパス 
会場 中央公民館 

(前橋プラザ元気 21) 

 

 

 
 

電気を安全に扱うために 

《群馬大学公開講座》 

 
電気の安全性について、一般市民が

知っておいた方が良い知識を学びま
す。是非ご参加下さい。   （無料） 

 

講師 群馬大学 工学研究科 

教授 石川赴夫 
教授 本島邦行 
   

会場 前橋テルサ 9Ｆ 赤城の間 

 

８月４日（土）1３：３0～1５：３0 

 

 

NEW  
～キッズフェスタ～ 

おこづかいゲーム 
 
ゲームを通して子供たちに、おカネ

の使い方・貯め方を学んで頂きます。 
第１回 13:45～15:05 
第２回 15:15～16:35 （無料） 
 
※事前予約優先各 10 組 

※申込・問合せ 027-212-6092 
（日本ＦＰ協会群馬支部） 
  

講師 日本ＦＰ協会 群馬支部 
会場 中央公民館 

前橋プラザ元気 21 3Fホワイエ 
 

 
～キッズフェスタ～ 

おもしろ科学教室 

「一弦ギターを作ろう」 
  

一本しかない糸からドレミの音を出
せるギターを作ろう！ 

（参加費 500 円） 
※小学生向け 小学校３年生以下は
保護者同伴 

 
講師 ｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの会 
会場 中央公民館 44アトリエ 
   （前橋プラザ元気 21 4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。 
8 月はワンランク上のお口のお手入れ
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） 
 

 

８月２日（木）10：30～11：30 ８月４日（土）９：３０～１２：０0 

 

 

 

 

 

８月４日（土）1０：００～１６：00 

 

８月４日（土）１０：３０～１１：30 

 

 
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 1階） 

８月９日（木）１０：３０～１１：３０ 

 

NEW 

NEW 

前橋市 

共催   

８月４日（土）13：45～16：35 

朗読基礎入門 

 

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。 

今年は、「花仙人」を朗読いたします。 

    （無料） 
 

講師 群馬朗読の会 
会場 中央公民館 55学習室 
   （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

８月１６日（木）10：00～12：00 

 

NEW 

 
ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙ”ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ 

 (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、８月は、一
足はやい秋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） 
 

 

８月１６日（木）19：00～20：30 

 

 

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！｣を交えながら、
人体の仕組みについて楽しく学んでみ
ませんか？ ※偶数月開催予定です 

（教材費1,470円初回のみ） 
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） 

 

８月２２日（水）１４：０0～1５：３0 

  
 

良寛芸術の原点と命の尊厳 
～詩・歌・句 書芸の世界～ 

 
 
 
良寛の人間性とその芸術、和歌の世

界、漢詩の世界、書芸の世界、その他、
句、画等の良寛芸術と人間像について
お話します。         (無料) 
 
講師 群馬医療福祉大学 
    教授 市川 忠夫 
会場 中央公民館 51学習室 
   （前橋プラザ元気 21 5階） 
 

 
 

８月１９日（日）1３：00～1４：３0 

 NEW 

８月１７日（金）14：00～15：30 

 

NEW 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

＜お申込み＆お問合わせ＞ 
 

●申込方法：電話または上記の申込書に必要事項をご記入し、 

FAX にてお申し込みください。 

電話で申込の際には以下の項目をお伝え下さい。 

①希望日 ②受けたい講座名 ③住所 

                  ④氏名 ⑤年齢 ⑥電話番号 
   

※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。 

受 講 希 望 日 講  座  名 

  月   日  

  月   日  

  月   日  

  月   日  

住 所  T E L  

氏 名  年 齢  性 別  

まちなかキャンパス携帯サイト→ 

NEW 

健康の秘訣はおなかから！ 

～おなかの中はしらないことばかり！ 

腸はとってもデリケート～ 
 
腸は栄養を取り入れる大事な役目を

しています。おなかを元気にするとこ
んなに変わる！症例をもとにお話しま
す。            (無料) 
 
講師 群馬大学医学部付属病院  

管理栄養士・日本糖尿病 
療養指導士 樋口 剛  

会場 中央公民館 3Fホール 
   （前橋プラザ元気 21 3階） 

 

 

８月２３日（木）1０：３０～1１：３０ 

 NEW 

～サイエンスカフェ～ 

長持ちのサイエンス  
 小松菜はトマトとは一緒に置かな
い。長もちの知恵ですね。身の回りの
物にも長もちの工夫が色々と施されて
います。そんな技の種明かしをしちゃ
います。もしかすると，皆さんの若さ
キープにつながる話もあるかも。 
         (紅茶代 500 円) 

講師 群馬大学工学部 
   生産システム工学専攻 
   教授 黒田 真一 
会場 紅茶専門店リバティー 
    (市営パーク城東 1Ｆ) 
 

NEW 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！ 
今月は、ミズスマシを折ります。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） 

 
 

 検査結果が手元に届いても、何のこ
とだか解らない！と言う方！ 
実際の検診結果事例を交えて、検査

結果が教えてくれることや、身体の中
で何が起きているかをお話します。 
ご自身の検診検査結果を持参して頂

くと参考になると思います。 （無料）  
講師 群馬大学医学部付属病院 
    管理栄養士・日本糖尿病療養 
    指導士 樋口 剛 

  会場 前橋プラザ元気 21 53学習室 

８月２５日（土）10：30～12：00 

 

８月２５日（土）１4：00～15：00 

 

群馬学事始・古代編② 

あなたにも読める至宝･上野三碑 
 
群馬の至宝・多胡碑。1300 年の歴

史を超えて、あなたにも読める。一緒
に読む中から、その価値を実感しあい
たい。           （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  56学習室 

   （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

8 月２７日（日）10：30～12：00 

 

 

NEW 
 

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 中央公民館 53学習室 

   （前橋プラザ元気 21 5Ｆ） 
 

 

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！ 
今月は、ペンギンとアシカを折りま

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） 

 
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
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！ 
今月は、ペンギンとアシカを折りま

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） 

 
る折り紙の折り方を学んでみません

か！ 
今月は、ペンギンとアシカを折りま

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 
 

8 月２６日（日）14：00～16：00 

 

00 
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） 

 

8 月 3 日・17 日（金）15：00～16：00 

～16：35 

 

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 

フラメンコを踊りませんか 

＜初心者編＞ 
 
フラメンコを始めてみたい、美しく 

痩せたい、何か体を動かしたいという 
方！親子や男性のご参加も大歓迎です！ 

（無料） 
① 18：30～20：00 
② 20：15～21：45 

    ※①、②は同じ内容です 

講師 フラメンコスタジオ ルル 
佐々木 美江子 

会場 フットワークステーション 
（中央通り） 

 

8 月３１日（金）① 1８：30～ ② 20：15～ 

 

 

 



９月の講座予定表     

  

開催日時 講 義 の 内 容 等（参加費） 講    師 会   場 

9/6 

(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～ 

９月は呼吸と発声の基礎についてお話します。（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) 

9/8 

(土) 

13:45 
～ 

16:35 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰによる 

すぐに役立つお得なお話＋体験無料相談会 

①13:45～15:05 「不動産運用入門」 

②15:15～16:35 「20～30 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) 

9/9(日) 
①10：00～12：00 
②14：00～16：00 
※①、②は同じ内容 

～穀采果食のすすめ～ その①「味噌」    NEW!! 
大豆加工食品の一つである味噌。放射線障害を防ぎ、活性酵素を

除去する働きの他、がんを予防する効果も認められている味噌を

活用したおいしいレシピを紹介します。  （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) 

9/11 

(火) 

10:30 
～ 

12:00 

100才まで健康！！～真のアンチエイジングとは～ 

100 才まで健康で過ごす為に、細胞から元気にする糖質栄養素の

重要性と運動を組み合せ、一緒に学びましょう。     （無料） 

マナぐんま 

 栄養士 吉澤 富子            

中央公民館 
55学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

13：30 
～ 

15：00 

薬はどうして効くの？               NEW!! 
薬には色々なものがあります。その中にはもともと人が持ってい

るモノ、本来ひとがもっていないモノなどがあります。それらが

どうして効くのか？説明したいと思います。      （無料） 

群馬大学 

生体調節研究所 所長 

教授 岡島 史和 

中央公民館 
3Fホール 

(前橋プラザ元気 21) 

9/12 

（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 

准教授 内田 陽子 

助教  上山 真美 

中央公民館 

54学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

9/13 

(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) 

13：30 
～ 

15：00 

肥満、糖尿病の対策の現状とこれから    NEW!! 
肥満による健康問題は軽く見られがちですが、肥満が原因の病気

も多く、平均寿命にも影響が…。肥満と糖尿病の対策について皆

さんと話し合いたいと思います。           （無料） 

群馬大学 

生体調節研究所 

教授 北村 忠弘 

中央公民館 
3Fホール 

(前橋プラザ元気 21) 

9/14 

（金） 

13：00 
～ 

14：30 

腰痛予防～腰はからだの要～          
腰痛を起こさないための体操などを体験して頂き、日常生活で実

践できる予防のポイントを学びます。         （無料） 

群馬医療福祉大学 

短期大学部    

助教 熊谷 瞳 

中央公民館 

45スタジオ 

(前橋プラザ元気 21) 

9/18 

（火） 

13：30 
～ 

15：00 

亭主を長生きさせる１０か条          NEW!! 
自分と客観的に向き合い、自分がどうありたいのか？自分で始め

られることと続けられることは何かを一緒に考えましょう。家族

皆が健康に幸せに過ごすヒントを提案させて頂きます。 （無料） 

群馬大学医学部附属

病院 管理栄養士・日

本糖尿病療養指導士 
樋口 剛 

中央公民館 
51・52学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

9/19 

(水) 

14:00 
～ 

15:00 

胆石症について                  NEW!! 
胆石の最近の治療、胆石の原因などについてお話しします。（無料） 

関越中央病院 

外科医師 小林 功 

中央公民館 
56学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

9/20 

 (木） 

10:00 
～ 

12:00 

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 

中央公民館 
56学習室 

（前橋プラザ元気21） 

9/20 

 (木） 

13：30 
～ 

15：00 

脳とストレス                     NEW!! 
毎日の生活は、様々なストレスに溢れています。ストレスが脳に

引き起こす変化をみれば、ストレスが原因となる病気の治療や予

防に役立ちます。この機会に一緒に考えてみましょう。 （無料） 

群馬大学 

生体調節研究所 
准教授 大西 浩史 

中央公民館 

56学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

9/20 

（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） 

9/21 

（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 

千代田ギャラリー

（中央通り） 

9/23 

（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 市民活動支援

センター 

9/24 

(月) 

10:30 
～ 

12:00 

群馬学事始・古代編③ 

『王仁（わに）博士を招いた使いは誰？』 NEW!!  
論語や千字文を日本に伝えた百済の博士王仁。その王仁を招く為

遣わされた人々と群馬に深い縁!?古代群馬は世界に開く。（無料） 

群馬県立女子大学 

教授 熊倉浩靖 

中央公民館 

51学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

※まちなかキャンパスは、講座によって参加費（材料費等）を徴収する講座もございます。 

好評につき、追加開催!! 



 
 
 
 

     
（ひゃっこたい）のまちなか健康相談! 

～あなたのからだ簡単にはかれます～ 
内  容：①体組成計での測定 

胴、腕、足それぞれの筋肉量・脂肪量測定、 

筋肉バランスチェック、体型判定、内臓脂肪レベルなど 
 

     （※体組成計はペースメーカーなどを装着している方は測定できません） 

     ②血圧測定  ③健康相談 

場  所：いきいきまちの駅スマイル（中央通り ふくしまや内） 

日  程：原則第１月曜日・第３月曜日 午後１時～午後３時３０分 

     ８月は６日（月）と２０日（月）に行います。  

費  用：無料 

スタッフ：前橋市 保健師、管理栄養士 

●お問合わせ 前橋市国民健康保険課 保健指導室 

     TEL：027-220-5715／FAX：027-223-8849       
 

 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

開催日時 講 義 の 内 容 等（参加費） 講    師 会   場 

9/25 

(火) 

13：30 
～ 

15：00 

糖尿病、肥満症、ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ症候群に対する対処法 NEW!! 
この 3 つの疾病は近年、増加の一途をたどり、その予備軍とされ

る人も増えている。これらにどう対応したらよいか、最近開発さ

れた薬剤の紹介も含め、解説します。         （無料） 

群馬大学 

生体調節研究所 
教授 泉 哲郎 

中央公民館 

57学習室 

（前橋プラザ元気 21)  

9/27 

（木） 

10：30
～ 

11：30 

筋肉アップで元気モリモリ！～弱った筋肉、どうしたら…?!～ NEW!! 
沢山歩いているのに、なかなか筋肉がつかない！筋力アップする

にはどうしたらいいの？運動しても脂肪が減らないのは何故？効

率的に筋肉を増やすコツをお話致します。       （無料） 

群馬大学医学部附属

病院 管理栄養士・日

本糖尿病療養指導士                   

樋口 剛  

1Fにぎわいホール 

（前橋プラザ元気 21)  

9/27 

（木） 

13：30 
～ 

15：00 

いのちのしくみ ～１つの細胞から人間まで～   NEW!! 
生命って何？生きているとは何なのでしょうか？生命科学におけ

る最近の話題をいくつか取り上げ、生命という自然について一緒

に考えましょう。                  （無料） 

群馬大学 

生体調節研究所 
教授 鳥居 征司 

中央公民館 
56学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

9/29 

（土） 

14:00 
～ 

15:00 

折り紙で楽しもう  
9 月は、オシドリを折ります！      （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） 

～ 前 橋 市 か ら の お 知 ら せ ～ 

 

まちなかキャンパス受講者の方へ（お願い）  
 いつもまちなかキャンパスをご愛顧頂き誠にありがとうございます。 
まちなかキャンパスでは、より多くの講座を、より沢山の皆様にご参加頂ける
よう、事前のお申込みをお願いしております。 
 尚、お申込み頂かなかった方は講座に参加できない場合がございま
すので、必ず事前にお申込み頂きますようご協力をお願い申し上げます。 

 

※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」を 10ポイント進呈中!! 

    協力：前橋中心商店街（協） 

※まちなかキャンパスは、どなたでも(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。 

 


