
 
 

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
と運動を組み合せて、一緒に学びまし
ょう。           （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） 

 

  
亭主を長生きさせる１０カ条 

自分と客観的に向き合い、自分がどうあ

りたいか？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）  
講師 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  

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

ちゅう 

  

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） 
 
 
講師 群馬医療福祉大学 

 短期大学部 
助教 熊谷 瞳 
 

会場 中央公民館 45スタジオ 
 （前橋プラザ    （前橋プラザ元気 21 4階） 

 
 

 

 
～穀釆果食のすすめ～ 

その①「味噌」 
  

 大豆加工食品の一つである味噌。放射
線障害を防ぎ、活性酸素を除去する働き

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） 
①10：00～12：00 （①、②は 
②14：00～16：00    同じ内容）  
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) 

 

 

 

 
 

薬はどうして効くの？ 
 
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） 

 

講師 群馬大学 生体調節研究所 
教授、所長 岡島 史和 

会場 中央公民館 3Fホール 
（前橋プラザ元気 21 3階） 

 

 
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・プランナーによる 

すぐに役立つお得なお話 
+体験無料相談会 

  
①13:45～15:05 

「不動産投資入門」 
②15:15～16:35 

「20～30 代のマネー講座」 
（無料） 

講師 日本 FP協会 群馬支部 
会場 中央公民館 55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。 
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） 
 
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） 
 

9 月 6 日（木）10：30～11：30 9 月 8 日（土）13：45～１6：35 

 

 

 

 

 

9 月 9 日（日）①10:00～②14:00～ 

9 月 11 日（火）10：30～12：00 

 

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 中央公民館 41スタジオ 
    （前橋プラザ元気 21 4階） 

 
 

9 月 13 日（木）10：30～11：30 

 

 

前橋市 

共催 

9 月 11 日（火）13：30～15：00 

 
肥満、糖尿病の対策の 
現状とこれから 

  
 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） 
 

講師 群馬大学 生体調節研究所 

教授 北村 忠弘 
会場 中央公民館 3Fホール 
   （前橋プラザ元気 21 3階） 

 

9 月 13 日（木）１3：30～15：00 

 

NEW 

「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）  
講師 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  

会場 中央公民館 54学習室 
    （前橋プラザ元気21 5階） 

9 月 12 日（水）14：00～15：30 

 

9 月 14 日（金）13：０0～14：30 

NEW 追加 
開催!! 

NEW 医学・科学シリーズ① 

医学・科学シリーズ② 

 
胆石症について 

 

胆石の最近の治療、胆石の原因など

についてお話します。 
        （無料） 

 
 
講師 関越中央病院 

外科医師  小林 功 
 

会場 中央公民館 56学習室 
   （前橋プラザ元気 21 5階） 
 

 
 

9 月 19 日（水）14：00～15：00 

 NEW 

9 月 18 日（火）13：30～15：00 

 
NEW 

医学・科学シリーズ③ 
  
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄｻﾛﾝ前橋 ｺﾝｻｰﾄｼﾘｰｽﾞ 

関義夫ピアノコンサート 
 
ショパンのプレリュード第 15 番 
「雨だれ」ノクターン Op.9-1 ワルツ
Op.34-2 幻想即興曲 Op.66 舟歌
Op.60 英雄ポロネーズOp.53等を演
奏します。是非お越し下さい。 
        （参加費 1,500 円） 
※全席自由・ドリンクサービス付 
 
演奏者 関 義夫（ピアノ） 
会 場  シューベルトサロン 
         （広瀬川美術館内） 
 
 
 
 

9 月１５日（土）14：00～（13:30 開場） 

 NEW 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

まちなかコンサート 
  

前橋商業高校吹奏楽部に
よるまちなかコンサートが
開催されます。高校生による
熱い演奏を是非聴きにきて
下さい！！    （無料） 

 
時間 １部１３：００～   
    ２部１４：００～    
会場 芝生の広場（中央通り） 

 

   
 

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。 

    （無料） 
 

講師 群馬朗読の会 

    会長 六本木 正孝 
会場 中央公民館 56学習室 
   （前橋プラザ元気 21 5階） 

 
 

9 月２０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。 

 

“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、９月は「お
月見アレンジ」をします。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） 

9 月 20 日（木）19：０0～20：30 

00  
 
脳とストレス 

 
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
化を見れば、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) 

 
講師 群馬大学 生体調節研究所 
    准教授 大西 浩史 
会場 中央公民館 56学習室 

（前橋プラザ元気 21 5階） 

9 月 20 日（木）1３：30～15：00 

 NEW 医学・科学シリーズ④ 

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 44アトリエ 

（前橋プラザ元気 21  4階） 
 

※『臨床美術』及び『臨床美術士』は日本における 
㈱芸術造形研究所の登録商標です。 

 

   
 

9 月 23 日（日）14：00～16：00 

00 群馬学事始・古代編③ 

「王仁（わに）博士を 

招いた使いは誰？」 
  

論語や千字分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）  
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） 

 

9 月 24 日（月）10：30～12：０0 

 “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、９月は「お
月見アレンジ」をします。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） 
 

9 月２１日（金）14：00～15：30 

 
筋肉アップで元気モリモリ！ 

～弱った筋肉どうしたら…？！～ 
 
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） 

 
講師 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 
会場 にぎわいホール 
    （前橋プラザ元気 21 1階） 

 

9 月 27 日（木）10：30～11：30 

 

 

 

 
いのちのしくみ 

～１つの細胞から人間まで～ 
 
 
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） 
 
講師 群馬大学 生体調節研究所 
    准教授 鳥居 征司 
会場 中央公民館 56学習室 

（前橋プラザ元気 21  5階） 
 

9 月 27 日（木）13：30～15：00 

 NEW 
医学・科学シリーズ⑥   

糖尿病、肥満症、メタボリック 

症候群に対する対処法 
 
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）  
講師 群馬大学 生体調節研究所 

教授 泉 哲郎 
会場 中央公民館 57学習室 

 （前橋プラザ元気 21  5階） 

9 月２5 日（火）1３：３0～1５：00 

NEW 医学・科学シリーズ⑤ 

 

 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！ 

9 月は、カメを折ります。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） 
 
 
 

9 月２9 日（土）14：00～１5：00 

 

９月 1６日（日）／9 月３０日（日） 

21 日（土）/23 日（月） 

 

00 

  
「はじめの始まり ブリグとｼﾏﾝ」 

～富岡製糸場ドキュメンタリー 

映画上映会～ 
 
 前橋中央工科デザイン専門学校の学
生 20 人で製作した富岡製糸場の建設
をテーマとした映画です。 
 米国ヒューストン国際映画祭 学生
部門最高賞 「プラチナ賞」 受賞作品
をこの機会にご鑑賞下さい！！（無料） 
 
講師 中央工科デザイン専門学校
会場 中央公民館 53学習室 
    （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

９月２７日（木）18：00～19：00 

 

 

NEW 


