第６４回（平成２９年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表
〈10 群馬県〉
No

行

事

名

1 新出土文化財展2017
2 第45回前橋市郷土芸能大会
3 桐生明治館無料開放
4 桐生市近代化遺産絹撚記念館無料開放
5 埋蔵文化財パネル展

開催日
（開催期間）
平成29年10月17
日～22日
11月18日

開催時間等
9:00～16:00
13:00～16:00

11月1日（水）～
9:00～17:00
11月5日（日）
・11月7日(火)
11月1日（水）～11
9:00～17:00
月5日（日）
・11月7日(火)
10月30日（月）～
8:30～17:15
11月17日（金）

開催場所
（所在地）
総社歴史資料館（前橋市総社町総社
1584-1）
市民文化会館小ホール（前橋市南町三
丁目62-1）

問合せ先
（TEL)
前橋市文化財保護課（027-2806511)
前橋市文化財保護課（027-2806511)

桐生明治館
（桐生市相生町2-414-6）

桐生明治館
（0277-52-3445）

桐生市近代化遺産絹撚記念館
（桐生市巴町2-1832-13）

桐生市近代化遺産絹撚記念館
（0277-44-2399）

伊勢崎市役所東館一階市民ホール
（伊勢崎市今泉町二丁目410）

伊勢崎市教育委員会文化財保護
http://www.city.isesaki.lg.jp
課

6 旧富岡製糸場セミナー・ワークショップ

10月21日（土）～
22日（日）

21日10:10～
22日 9：00～

旧富岡製糸場
（富岡市富岡1番地1）

7 近代化遺産一斉公開「公開事業」

11月12日(日)

10:00～

旧富岡製糸場（富岡市富岡1番地1）/北
甘変電所（富岡市一ノ宮422）/

8 近代化遺産一斉公開「解説ツアー」

11月12日(日)

10:30～

9 ふるさと歴史ウォーク

11月23日（木）

9:00～

10

藤岡歴史館秋季企画展「藤岡に咲いた江
10/7～11/26
戸の浮世絵師 菊川英山」

11 ふるさとの文化財絵画展

11月

重要無形民俗文化財上州藤原（旧雲越家）
11月3日～5日
の生活用具及び民家無料開放
群馬県史跡猿ヶ京関所跡並びに旧役宅無
13
11月3日～7日
料開放
11月2日（木）～3
14 川場村文化祭
日（金）
12

15

特別展「刀工 藤枝太郎英義一門－英義と
ゆかりの人々－」

16 邑楽町指定文化財展
17 昭和村文化祭
第２回岩櫃城フォーラム「戦国終焉！戦国
末期の上野国と岩櫃城」
戦国真田の岩櫃城跡探検隊第十六弾「環
19
境保全とワシ・タカ類」
18

9:00～17:00
9:30～17:00
10:00～15:00
9:00～17:00
9:00～15:00

10月5日（木）～12
10:00～16:00
月24日(日）
11月17日(金)～19
日(日)
11月22日(水)～11
月23日(木)
平成29年10月28
日（土）
平成29年11月12
日（日）

9:00～18:00
9:00～16:00
13:00～16:15
（予定）
10:00～15:30

ホームページ

特記事項・注意事項

http://www.city.kiryu.lg.jp/s
hisetsu/bunka/meijikan/100
5113.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/s
hisetsu/bunka/1009277/100
6244.html
入場無料

定員40名（ワークショップ20名、
富岡市教育委員会文化財保護課
http://www.city.tomioka.lg.jp 聴講のみ20名、要事前申込）、
（0274-62-1511 内線2132）
参加費無料
申込不要
【旧富岡製糸場】 入場料：大人
1000円、高校・大学生（要学生
富岡市教育委員会文化財保護課
http://www.city.tomioka.lg.jp 証）250円、小・中学生150円
（0274-62-1511 内線2132）
（予約団体割引あり・富岡市民
入場無料）
【北甘変電所】 入場料：無料

富岡倉庫（富岡市富岡1450-1）/富岡市
講堂（富岡市富岡1753-1）/割烹旅館とき
わ荘（富岡市富岡1729-1）/北甘変電所 富岡市教育委員会文化財保護課
定員30名（要事前申込）
http://www.city.tomioka.lg.jp
（富岡市一ノ宮422）/旧一ノ宮町役場庁 （0274-62-1511 内線2132）
参加費 昼食代1,500円
舎（富岡市一ノ宮1353-1）/上州一ノ宮駅
舎（富岡市一ノ宮226-2）
富岡市教育委員会文化財保護課
定員50名（要事前申込）、参加
富岡市内
http://www.city.tomioka.lg.jp
（0274-62-1511 内線2132）
費無料
藤岡市文化財保護課
藤岡歴史館（藤岡市白石1291-1）
www.city.fujioka.gunma.jp
入場無料
（0274-22-6999）
ツインプラザ図書館（中之条町大字伊勢 中之条町歴史と民俗の博物館
管内の小中学生の作品を展示
町1005－1：0279-76-3115）
「ミュゼ」 （0279-75-1922）
雲越家住宅資料館
みなかみ町教育委員会
http://www.town.minakami.g
入館無料
（利根郡みなかみ町藤原3688）
（0278-25-5025）
unma.jp/
猿ヶ京関所資料館
猿ヶ京関所資料館
http://www.town.minakami.g
入館無料
（利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1144）
（0278-66-1156）
unma.jp/
川場村文化会館及び体育館（川場村谷 教育委員会事務局
http://www.vill.kawaba.gunm
地2409－1）
0278-52-3458
a.jp/
玉村町教育委員会生涯学習課文
玉村町歴史資料館
http://www.town.tamamura.l 入館無料
化財係
（玉村町福島325）
g.jp/site/siryoukan/
毎週月曜・祝日・12/19･20休館
(0270-30-6180)
邑楽町立図書館(邑楽町大字中野2676- 邑楽町教育委員会生涯学習課 http://www.town.ora.gunma.j
入場無料
1)
0276-47-5043
p
昭和村公民館
昭和村教育委員会社会教育係
入場無料
（昭和村大字糸井405-1）
（0278-24-5120）
東吾妻町コンベンションホール（群馬県吾 東吾妻町教育委員会（0279-59- www.town.higashiagatsuma.g
入場無料、定員400名
妻郡東吾妻町大字原町1046）
3370）
unma.jp
東吾妻町地域振興センター（旧岩島中学 東吾妻町観光協会（0279-70www.tohgoku.or.jp
要参加申込。11月7日締め切り
校、群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩下
2110）

20

田山花袋記念文学館特別展「KとT 独歩と
花袋 －二人が生んだ友情と文学－」

10月21日(土）
～12月3日（日）

田山花袋記念文学館特別展「KとT 独歩と
21 花袋 －二人が生んだ友情と文学－」展示 11月5日（日）
解説会
10月28日(土)
館林市立資料館特別展「館林の学び舎 ～
22
～12月17日(日)
学校の変遷と子どもたち～」

9:00～17:00

田山花袋記念文学館
（群馬県館林市城町1－3）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4111）

14:00～14:30

田山花袋記念文学館
（群馬県館林市城町1－3）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4112）

9:00～17:00

館林市第一資料館
（群馬県館林市城町3－1）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4113）

23

館林市立資料館特別展「館林の学び舎 ～
11月5日（日）
学校の変遷と子どもたち～」展示解説会

11:00～11:30

館林市第一資料館
（群馬県館林市城町3－1）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4114）

24

文化ルネッサンス
3本のフルートコンサート

11:00～12:00

館林市第二資料館
（群馬県館林市城町2－3）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4114）

11月3日（金）

http://www.city.tatebayashi.
gunma.jp/bunka/06_kine/06_
kine.html
http://www.city.tatebayashi.
gunma.jp/bunka/06_kine/06_
kine.html

http://www.city.tateba
yashi.gunma.jp/bunka/
04_dai1/04_dai1.html
http://www.city.tateba
yashi.gunma.jp/bunka/
04_dai1/04_dai1.html
http://www.city.tatebayashi.
gunma.jp/bunka/19_rune/19_
rune_event.html

