


日付・曜日
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

イベント名・内容・時間・会場
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

１．最後の現役映画看板絵師～ 北村勝英展
  昭和30年代から描き続けたご自身の映画看板絵コレクション
   時… 10:00～16:00（入場無料）
   会… 前橋プラザ元気21・1Fホール

２．町田忍・講演会 〜昭和から学ぶまちづくり〜
  昭和の庶民文化の第一人者によるトークショー
   時… 14:30～15:30(開場14:00・入場無料・先着100名)
   会… 前橋プラザ元気 21・1F ホール

３．昭和ロックvsグループサウンズwith関あつし
  昭和のロックとGSの対決ライブ！
   時… 16:00～19:00(開場15:30・入場無料)
   会… まちなか音楽館

４．昭和ミニチュア幻影館
  ミニチュア造形作家10名によるジオラマ＆ドールハウス展
   時… 10:00～16:00（土日は17:00 まで）
   会… 前橋スズラン別館・４F（旧スポーツ館）

５．昭和なジオラマ・模型展
  前橋ジオラマ部による昭和をテーマにした模型やジオラマの展示
   時… １２月５日(土)～平成２８年１月１０日（日）
   会… 前橋テルサ１F

６．前橋原風景写真展
  井上道男･竹内吉太郎が写した昭和の前橋があなたの目の前に…
   時… 10:00～18:00
   会… まちなかサロン「マチナカさん」（中央通り）

７．前橋昭和のワーゲン展
  昭和を走った外国車の代表「フォルクスワーゲン」が集合！
   時… 10:00～15:00
   会… 中央イベント広場他

８．出張！なんでも鑑定団 in 前橋
  あの人気長寿番組が前橋にやってきます！（※鑑定希望、観覧希望
  はすでに締め切りました．入場には当選ハガキが必要です．）
   時… 13:00～
   会… 前橋テルサ　ホール

９．昭和演劇・劇団前橋オリオン一座「夏の思い出」
  昭和がテーマのほのぼの切ない 4 畳半劇！
   時… 11:00開演・16:00開演　(2回公演・入場無料)
   会… まちなかサロン「マチナカさん」（中央通り）

10．昭和のアナログレコードジャケット展
  邦楽洋楽様々なジャンルのレコードを展示。視聴可能！
   時… 11:00～19:00(入場無料)
   会… まちなか音楽館

11．昭和の自動車展
  往年の国産名車が勢ぞろい！
   時… 10:00～16:00
   会… 中央イベント広場，弁天通り 他

12．Qのまち 歳末大感謝祭！（12/11-13）
  中心商店街の歳末セール．13日はプレミアム販売会(10:00～
  17:30）を前橋テルサ１Fロビーにて開催！前橋の名物「片原饅頭」
  （万十屋）も登場！※詳細は12/10日の新聞折込で！
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13．前三百貨店復活祭
  期間限定であの前三百貨店が復活！前三の大型模型の中で
  店内・人物写真や様々なグッズを展示．13日のＱのまちプレミアム
  販売会では前三の包装紙(再現)も使用します！
   会… 前橋テルサ１Fロビー

14．昭和レトロコスプレイベント・しょうタイム♪
  昭和ファッション&初代ヲタクの同窓会．みんなで街を歩こう！
   時… 10:00～16:00
   会… もてなし広場（銀座通り・スズラン百貨店新館北向い）

15．昭和シネマ（シネマまえばし）
  厳選昭和の映画上映（11:00～，19:00～の２回上映・入場無料）
  12/1（火） 「金語楼の子宝騒動」（1957年）
  12/ 8（火）「憧れのハワイ航路」（1950 年）
  12/15 （火）「青い山脈」（1949 年）
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16．集まれ！昭和のファミコン戦士たち
  思い出のゲーム・懐しの初代ファミコンで遊ぼう！
    時… 12:00～19:00（入場・PLAY無料）
    会… 6日（日）・前橋○○部室（弁天通り）
           13日（日）・アルキロコス（竪町）

前橋昭和博覧会
各催物のご案内（タイムスケジュール）

※各催物は，主催者の都合により変更になる場合があります。
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１．最後の現役映画看板絵師～ 北村勝英展
 
  昭和30年代から描き続けた
  ご自身の映画看板絵コレクション

  期間… 12月２日（水）～６日（日）
  時間… 10:00～16:00（入場無料）
  会場… 前橋プラザ元気２１・１Ｆホール

２．町田忍・講演会 〜昭和から学ぶまちづくり〜
 
  映像で見る懐かしい昭和の数々とトーク．
  山本龍市長を交えてのパネルディスカッションも開催！

  期間… 12月５日（土）
  時間… 14:30～15:30(開場14:00)
  会場… 前橋プラザ元気２１・１Ｆホール
              ※入場無料・先着定員100名

３．昭和ロックvsグループサウンズwith関あつし

  昭和のロック・GS の対決ライブ！入場無料!!!
   ※定員となり次第締め切り

  期間… 12月５日（土）
  時間… 16:00～19:00(開場15:30)
  会場… まちなか音楽館
  出演… りんごばなな、World's end、関あっし

４．昭和ミニチュア幻影館
 

  日本指折りのミニチュア造形作家10名による県内初の
   ジオラマ＆ドールハウス展
   （同時開催：懐かしのおもちゃ博物館）

  期間… 12月５日（土）～13日（日）
  時間… 10:00～16:00（土日は17:00 まで）
  会場… 前橋スズラン別館・４F（旧スポーツ館）
             ※入場無料（小学生以下は保護者同伴）

５．昭和なジオラマ・模型展
 
  前橋ジオラマ部協力による昭和をテーマにした模型、
  ジオラマ展示！前橋テルサ様のご協力により会期を
  延長して展示！

  期間… 12月５日（土）～平成28年１月10日（日）
  会場… 前橋テルサ・１Ｆ ロビー

６．前橋原風景写真展

   井上道男と竹内吉太郎が写した昭和の前橋．懐かしい前
   橋の風景、街並み、人々がよみがえります．市民から提供
   していただいた貴重な写真も展示

  期間… 12月６日（日）～13日（日）
  時間… 10:00 ～18:00
  会場… まちなかサロン「マチナカさん」（中央通り）

７．前橋昭和のワーゲン展
 
  昭和を走った外国車の代表「フォルクスワーゲン」が集合！

  期間… 12月６日（日）
  時間… 10:00～15:00
  会場… 中央イベント広場 他

８．出張！なんでも鑑定団 in 前橋

  テレビ東京の人気長寿番組「なんでも鑑定団」の前橋
   大会公開収録（※鑑定希望、観覧希望はすでに締め
   切りました．入場には当選ハガキが必要です）

  期間… 12 月13日（日）
  時間… 13:00～
  会場… 前橋テルサ　ホール

９．昭和演劇・劇団前橋オリオン一座
    「夏の思い出」
 
  昭和がテーマのほのぼの切ない４畳半劇！

  期間… 12月13日（日）
  時間… 11:00開演，16:00開演（２回公演・入場無料)
  会場… まちなかサロン「マチナカさん」 （中央通り）

10．昭和のアナログレコードジャケット展

   昭和のヒット曲を中心に邦楽洋楽様々なジャンルの
    レコードを展示。展示レコードは視聴可能！

   期間… 12月６日（日）～ 13 日（日）
   時間… 11:00～19:00(入場無料)
   会場… まちなか音楽館

11．昭和の自動車展
  往年の国産名車が勢ぞろい！

  期間… 12月13日（日）
  時間… 10:00～16:00
  会場… 中央イベント広場，弁天通り他

12．Qのまち 歳末大感謝祭！
  中心商店街の歳末セール．
  13日はプレミアム販売会(10:00～17:30)を開催！
  前橋の名物「片原饅頭」（万十屋）も登場！
  詳細は12/10（木）の新聞折込で！
 
  期間… 12月11日（金）～13日（日）
  時間… 10:00～17:30
  会場… 中心商店街各所
            ※プレミアム販売会は前橋テルサ・１Ｆロビー

13．前三百貨店復活祭

  期間限定であの前三百貨店が復活！前三の大型模型
  の中で懐かしい前三の店内・人物写真や様々なグッズを
  展示 (協力：前三会）．13日のＱのまちプレミアム
  販売会では前三の包装紙(再現)も使用します
 
  期間… 12月６日（日）～13日（日）
  会場… 前橋テルサ・１Ｆロビー

14．昭和レトロコスプレイベント・しょうタイム♪

  昭和ファッション&初代ヲタクの同窓会．
  みんなで街を歩こう！

  期間… 12月12日（土）・13日（日）
  時間… 10:00～16:00
  会場… もてなし広場
            （銀座通り・スズラン百貨店新館北向い）

15．昭和シネマ（シネマまえばし）
 
  シネマまえばしがお届けする厳選昭和の映画上映。
  入場無料。（11:00～，19:00～の２回上映）

  作品・上映日
  12/  １（火） 「金語楼の子宝騒動」（1957年）
  12/  ８（火） 「憧れのハワイ航路」（1950 年）
  12/15（火）  「青い山脈」（1949 年）

16．集まれ！昭和のファミコン戦士たち

 思い出のゲーム・懐しの初代ファミコンで遊ぼう！

  期間… 12月６日（日）・13日（日）
  時間… 12:00～19:00（入場・PLAY無料）
  会場… ６日（日）・前橋○○部室（弁天通り）
　  　　    13日（日）・アルキロコス（竪町）

前橋昭和博覧会 各催物のご案内

※各催物は，主催者の都合により変更になる場合があります。



◉各会場へはJR前橋駅から徒歩約20分以内。上毛電鉄・中央前橋駅からは徒歩約10分以内でお越しになれます。

◉駐車場は会場最寄の有料駐車場をご利用ください。

前橋昭和博覧会／各会場図


