
 

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） 
 

※鑑定をご希望の方は申込の際に 

「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）  

 

 

 

  

からだへの気づきと 
リラックス体操 

 
現在の漢字の祖先である甲骨文字。

その中には人間の体の動きから作り出
されたものがたくさんあります。漢字
の基となった身体の動きを表現して、
自然と一体となるストレッチを行い、
リラックスしましょう！   （無料） 
※動きやすい服装、飲み物、タオルを 
ご持参下さい。 

 
講師 群馬医療福祉大学 

教授 櫻井 秀雄 
会場 中央公民館 51・52和室 

（前橋プラザ元気 21  5階） 

 

   
痛み知らずのがんの早期診断 

  
がんは早期発見すれば、治る病気に

なっています。早期発見の方法も、日
進月歩で痛み知らずにできるようにな
りました。これをわかりやすく講義し、
その後質問と相談を受け付けます。 

            （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 54学習室 
    （前橋プラザ元気21 5階） 
 
 

 

 

 

前橋市 

共催 

２月１日（金）14：00～15：30 

 

 

口の体操 
～意外と知らない舌の動きと 

飲み込みの機能～  
普段あまり気にしない口の体操をし

て、何歳になってもご飯を美味しく食
べてみませんか？      （無料） 

※ハンカチやタオルをご持参下さい 
 

講師 群馬医療福祉大学 
リハビリテーション学部 
講師 悴田 敦子  

会場 中央公民館 55学習室 
（前橋プラザ元気 21  5階） 
 

 

２月４日（月）13：30～15：00 

 NEW 

炎症から見る身近な病気 その２ 

『腰痛』 早く治す対策と予防法 
 
体の中で起こる炎症という現象を理

解して病気を見ると、その症状、対策、
解決方法がはっきり見えてきます。 
第 2 回は腰痛です。     （無料）    
講師 群馬医療福祉大学 

リハビリテーション学部 
学部長 栗原 卓也  

会場 中央公民館 56学習室 
    （前橋プラザ元気21 5階） 
 

 

 

   
「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！」を交えなが
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） 
 

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 40スタジオ 
    （前橋プラザ元気21 4階）   

２月８日（金）14：00～15：30 

9 月２１日（金）14：00～15：30 

 

 

9 月２１日（金）14：00～15：30 

2 月７日（木）17：30～19：00 

 

2 月 3 日・17 日（日）15：00～16：00 

 

 

  
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 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、２月は「ひ
なまつりタペストリー」をつくります。
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 53会議室 

   （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

  
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、２月は「ひ
なまつりタペストリー」をつくります。
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 いきいきまちの駅スマイル 
（                 （中央通り） 

 
 

2 月 15 日（金）14：00～15：30 

 

2 月 14 日（木）19：00～20：30 

 

2 月 14 日（木）10：30～11：30 

 

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 
「夢を叶える住宅資金と住宅ローン 

～賢い住宅ローンの組み方～」  
②15:15～16:35 
「フラット３５活用法 
 ～知っておきたい重要ポイント～」 

（いずれも無料）  
講師 日本 FP協会 群馬支部 
会場 中央公民館 56学習室 

（前橋プラザ元気 21 5階） 

 

 

2 月 16 日（土）13：45～16：35 

 
 

第一印象ＵＰ！ 

魅力を引き出すカラー発見レッスン 
 
 魅力を引き出すパーソナルカラーを
楽しみながら見つけ、お肌にあうファ
ンデーションの色も見つけましょう 

         （無料） 
  
講師 ㈱ノエビア サロンスタッフ 

大河原 律子 
会場 中央公民館 51会議室 

（前橋プラザ元気21 5階） 

 

2 月 16 日（土）10：00～12：00 

 

２月７日（木）14：00～15：30 

 

 

 

 

 

 
俳句の魅力を探る 

～松尾芭蕉から村上鬼城へ～ 
  

 俳句は、ＨＡＩＫＵとして欧米諸
国で注目をあびています。俳句の魅
力はどこからくるのか、その深層を
探究します。       （無料） 
 

講師 群馬医療福祉大学 

    教授 中里 昌之（麦外） 
会場 中央公民館 51学習室 
   （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

 

2 月 16 日（土）13：30～15：00 

 NEW 



    

穀采果食のすすめ④ 

「麩」 
麩は小麦のグルテンを利用した加工

食品です。麩に含まれるたんぱく質は、
穀類の中で最も多く、消化吸収も良い
のが特徴です。主采、副采、デザート
とレパートリーをきかせた料理を紹介
いたします。 （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 

（前橋プラザ元気 21 5階） 

 
羊毛で 

おひなさまをつくろう！ 
 
３月３日は、“ひな祭り”です。今

年は、お内裏様とお雛様を羊毛で作っ
てみませんか？  
羊毛の自然の色合いや素材を楽し

みながら、みんなで素敵な時間を過ご
しましょう!!   （参加費1,000円） 

＊お子様の参加は年長以上～とさ
せていただきます。 
 
講師 黒田人形店 黒田 桂子  
会場 いきいきまちの駅スマイル 

（中央通り） 

 
     

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 前橋市市民活動支援センター 

会議室（前橋プラザ元気 21 3Ｆ） 

 

 

 

 

 
「老いとうまくつきあう健康塾」 

便秘に悩まない～排便の話～ 
  
便秘のメカニズムや種類、またその

対処法について分かりやすく説明しま
す。            （無料）   
※1 月開催の便秘講座と全く同じ 
内容となります。  

講師 群馬大学大学院保健学研究科 
准教授 内田 陽子 
前期博士課程 佐藤 文美 
 

会場 中央公民館 40スタジオ 
    （前橋プラザ元気 21 4階） 

 
   

中野新太郎 
シャンソンコンサート 

 
甘楽町出身のシャンソン歌手・中野

新太郎さんによるコンサートです。是
非ご参加下さい！(参加費 2, 000 円) 

《プログラム》 
 愛の賛歌、恋のロシアンカフェ、ミ
ロール、ヨイトマケの唄、黒い花びら、
悲しき口笛、ピエロの絵、甘楽の夜、
下駄      
 
講師 シャンソン歌手 中野 新太郎      
会場 シューベルトサロン 

（広瀬川美術館内） 

 

 

   

朗読教室Ⅰ 
  
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～中級者向けの講座です。（無料） 
 

講師 群馬朗読の会 
    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） 
 

 

   

視聴率って！？  
   

テレビの視聴率は一体どのように
計算されているのでしょうか？統計
学の理論に基づきながら、視聴率調査
の対象となる世帯の抽出方法を説明
いたします。        （無料） 
   
講師 群馬医療福祉大学 
    准教授 白石 憲一 
 
会場 中央公民館 55学習室 

（前橋プラザ元気 21 5階） 

 

2 月 17 日（日）14：00～16：00 

 

 

自分らしく生きる 

～認知症を通して～ 
  

 認知症状を持つ方に対する、介護
方法や病気の予防をするにはどうす
ればよいか等を作業療法の視点から
お伝えします。      （無料） 
 
講師 群馬医療福祉大学 
    リハビリテーション学部 
    助教 高坂 駿  
会場 中央公民館 51・52学習室 
    （前橋プラザ元気 21 5階） 

 

2 月 20 日（水）13：30～15：00 

 

※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。 

 

 

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１０
０才まで健康で過ごす為の食生活に
ついてお話します。食育についてもお
話しいたします！     （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） 

 

2 月 21 日（木）13：30～15：00 

 
講師 シャンソン歌手 

 中野 新太郎  
会場 シューベルトサロン 

（広瀬川美術館内） 

 

    

菜園のすすめ２ 
～野菜作りを始めませんか？～ 
  
２回目は前橋市周辺の市民農園につ

いて調べた実状を話します。市民農園
は野菜づくりをしたい人なら誰でも安
価に借りられるし、まだまだ余裕があ
るようです。        （無料） 

   
講師 群馬大学 

 名誉教授 澤井 宏明     
会場 中央公民館 53学習室 

（前橋プラザ元気 21 5階） 

 

 

2 月 22 日（金）10：30～12：00 

 

 

   

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、簡単な折り紙
の折り方を学んでみませんか！ 
今年は、色々な「うつわ」を折りま

す。お気軽にご参加ください。 
（参加費 50 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） 

 

2 月 23 日（土）14：00～15：00 

 

2 月 24 日（日）1４：０0～1６：00 

 

NEW 

NEW 

2 月 24 日（日）14：00～16：00 

 

    

朗読教室Ⅱ  
   

朗読教室Ⅰの講座と比べて、朗読上

級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。 

（無料） 
講師 群馬朗読の会 
    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） 

 

2 月 28 日（木）10：00～12：00 

 １月 31 日（木）17：30～19：00 

9 月 23 日（日）14：00～16：00 

00 

 

 

 

 

NEW 

2 月 28 日（木）18：00～19：30 

 NEW 

2 月 21 日（木）10：00～12：00 

 

2 月 22 日（金）14：00～15：30 

00 

2 月 23 日（土）14：00～15：00 

00 

 



３月の講座予定表  

    

開催日時 講 義 の 内 容 等（参加費） 講    師 会   場 

3/9 
（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「知って安心 成年後見制度」 
②15:15～16:35「介護保険の活用法」       （無料） 

日本ＦＰ協会 

     群馬支部 

中央公民館 
56学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

3/9 
（土） 14:00

～
16:00 

ミセスのためのスキンケア基礎講座       
毎日のお手入れのポイントを確認しながら、お肌に合ったお手入

れの基本をレッスンしましょう！少人数なので、パーソナルなレ

ッスンです。（定員：各３名）       （参加費 500 円） 

（株）鈴木ストア 

ビュティーアドバイザー  

大橋 純子 

(株)鈴木ストア店内 
（中央通り） 3/10 

（日） 

3/13 
（水） 

14：00 
～ 

15：30 

「老いとうまくつきあう健康塾」 便秘に悩まない～排便の話～          
便秘のメカニズムや種類、またその対処法について分かりやすく

説明します。                    （無料） 

群馬大学大学院保健学 

研究科 准教授 内田陽子 

前期博士課程 佐藤文美 

中央公民館 
56学習室 

（前橋プラザ元気 21） 

3/14 
（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 
47スタジオ 

（前橋プラザ元気21） 

3/14 
（木） 

13：30 
～ 

15：00 

100才まで健康！！～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

押しを交えて、更に食育についてもお話しいたします！ （無料） 

マナぐんま 
栄養士 吉澤 富子 

元山 稔子            

中央公民館 

55学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

3/14 
（木） 

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） 

3/14 
（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 
52会議室 

（前橋プラザ元気21） 

3/15 
（金） 

10：30 
～ 

12：00 

やさしい相続 ～疑問・難問一発解決２～ 
遺産分割協議書、法定相続分、遺言書など相続に関する事柄につ

いて実例を交えてやさしく解説いたします。前回参加した方も、

初めて参加する方も大歓迎！             （無料） 

古田島行政書士事務所 

行政書士 古田島 俊憲 

中央公民館 
55学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

3/19 
（火） 

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」 
尿漏れ…他人事ではありません！生活の中で不便を感じている人
も多いはず。そんな悩みを解決しませんか？       （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 

55学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

3/21 
（木） 

10：00 
～ 

12：00 

朗読教室Ⅰ  
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 
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） 

3/23 
（土） 

10：00 
～ 

13：00 

親子パン教室 《かわいいパンかご＆プチパン》 
群馬県産の小麦粉でパンかごを焼き上げ、おいしいプチパンをい

れます。エプロン、三角巾、タオル、スリッパ、筆記用具を持参

下さい。                （参加費 1,500 円）                       

子育て支援ボランティア 

前橋 MCS 佐々木 光枝 

前橋プラザ元気 21 

料理実習室 

3/23 
（土） 

10：30 
～ 

12：00 

～サイエンスカフェ～「川と私たちのくらし」 NEW‼ 
川と私たちのくらしについて、環境と災害の観点から話題提供し

ます。                  （参加費 500 円） 

社会環境デザイン 
工学専攻  
教授 清水義彦 

紅茶専門店 
リバティー 

（市営Ｐ城東１Ｆ） 

3/23 
（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！？ 
2013 年は「うつわ」をテーマに折ります。 （参加費 50 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） 

3/24 
（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 

3/27 
（水） 

14:00 
～ 

15:00 
心臓のはたらき（働き）と病気            NEW‼ 
心臓の働きとその病気について分かりやすくお話します。 （無料） 

関越中央病院 
循環器科 
医師 新島 桂 

中央公民館 
51・52学習室 

(前橋プラザ元気 21) 

3/28 
（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。朗読

教室Ⅰを修了した方が対象となります！        （無料） 

群馬朗読の会 

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） 

3/28 
（木） 

10：30
～

12：00 

「老いとうまくつきあう健康塾」                 

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 
53会議室 

（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。 



  

 

                                                                                                                                              
 
 
 
    
    
●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。   

開 催 日 時 講  座  名 開 催 日 時 講  座  名 

あ月 日 時 分～  あ月 日 時 分～  

あ月 日 時 分～  あ月 日 時 分～  

住 所  T E L  

氏 名  年 齢  F A X  
※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。 

☞まちなかキャンパスホームページ  検索 前橋商工会議所 

 
健康応援団「百娘隊」 

～あなたのからだ簡単にはかれます～ 
 
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をチェックで
きる体組成計での測定、血圧測定、健康アドバイスを行い
ます。またピンシャン元気体操も行っています。（無料） 
（※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） 
 
開催日：２月４日（月）・1８日（月） 
 
時 間：1３：00～1５：30   
ピンシャン！元気体操 
①13：30～  ②14：30～ 
スタッフ 前橋市 保健師・管理栄養士等  
会  場 いきいきまちの駅スマイル （右地図参照）  
●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 

 

いきいきまちの駅「スマイル」からのお知らせ 

前橋商工会議所 商業振興課 （＊平日午前８時３０分～午後５時３０分まで） 

TEL027-234-5109 / FAX027-234-8031 
いきいきまちの駅 スマイル  （＊午前１０時～午後４時まで（水曜日を除く）） 

TEL027-289-4321 / FAX027-289-4322 

 
群馬大学保健学研究科の内田陽子先生が開催している「老いとうまく付き合う健康塾シリーズ」（「わかりや

すい解剖・生理学」、「尿失禁予防と対処法」、「口腔セルフケア」、「便秘に悩まない ～排便の話～」）に 

過去 3回以上の参加者全員にもれなく表彰状を授与させていただきます！是非お申し出下さい！   
＊１ 過去（開講当時～現在まで）に参加した分も対象になります。 

＊２ お申し出頂いた場合のみ表彰状をお渡しいたします。（こちらから通知などは致しかねます） 

＊３ 表彰状のお渡しは講座開催時のみとさせていただきます。（お預かり等は致しかねます） 

※詳細についてはチラシ下部の『前橋商工会議所 商業振興課』までご連絡ください。 

☆☆「老いとうまく付き合う健康塾」を受講された皆様へ☆☆ 
 

お申込み 

問合せは 

コチラ☞ 

 
「老いとうまく付き合う健康塾」検討会開催のお知らせ！！ 
 「老いとうまく付き合う健康塾」では、更なる発展・向上のため参加者

の方からのご意見を募集いたします。是非ご参加下さい！！   
○開催日時：平成２５年２月２７日（水） 午後２時～３時３０分 

○会   場：中央公民館５６学習室（前橋プラザ元気２１ ５階） 

○参 加 費：無料  

○参加条件：上部お知らせ掲載の表彰状を受け取っている方 

＊お茶とお菓子をご用意いたしますので、是非気軽にご参加ください。 

 

元気 21「だんべえ踊り教室」 
  
前橋まつりでおなじみの「だんべえ踊

り」をおどってみませんか？老若男女、初
心者・経験者問わず誰でも参加OKです！
一緒に楽しい時間を過ごして、前橋を盛り
上げましょう！！       （無料）  
＊動きやすい服・靴・飲物をご用意下さい。   
開催日:2 月 4 日,１１日,1８日,２５日

（全て月曜日） 
 
時 間：19：30～21：00 
 
指導者 G21Dスタッフ  
会  場 中央公民館 45スタジオ 

（前橋プラザ元気 21 4階） 
 

                  

 

☆☆☆ お知らせ ☆☆☆ 


