
No 行 事 名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

1
令和元年度「ふるさと群馬のたからもの」
文化財の絵コンクール入賞作品の展示

11月2日（土）～17
日（日）
※9日（土）・10日
（日）は県庁舎一
般開放休止

8:30～22:00
※土・日・祝日
は9:00から
※17日（日）は
17:00まで

群馬県庁31階 観光物産展示室
（前橋市大手町1-1-1）

群馬県教育委員会
文化財保護課
（027-226-4684）

https://www.pref.gunma.jp/c
ate_list/ct00005993.html

入場無料

2
令和元年度「ふるさと群馬のたからもの」
文化財の絵コンクール表彰式

11月12日（火）
15:00～15:30
（予定）

群馬県庁昭和庁舎3階 正庁の間
（前橋市大手町1-1-1）

群馬県教育委員会
文化財保護課
（027-226-4684）

一般参加不可

3
テーマ展示「いい湯だなぁ～♪ぐんまの温泉
今・昔」

8月3日（土）～11
月10日（日）

9:00～17:00
群馬県立文書館
（前橋市文京町3-27-26）

群馬県立文書館
（027-221-2346）

https://www.archives.pref.gu
nma.jp/

観覧無料、休館日は月曜日、祝
日、月末、秋季特別整理期間
（10月1日（火）～4日（金））

4

群馬県民の日記念・文書館開館記念日行
事 記念講演会（第１回ぐんま史料講座）
「群馬の温泉めぐり～明治・大正・昭和の史
料を読む」

10月27日（日） 13:30～15:30
群馬県立文書館
（前橋市文京町3-27-26）

群馬県立文書館
（027-221-2346）

https://www.archives.pref.gu
nma.jp/

資料代500円、定員80名（要事
前申込、10月15日（火）締め切
り）
同日に行われる展示解説会は
無料、事前申込み不要

5
ぐんま新発見講座 第４回｢高山社跡の保
存修復での新たな発見｣

11月8日（金） 14:00～15:30
群馬県立図書館3階ホール
（前橋市日吉町1-9-1）

群馬県立図書館 調査相談係
（027-231-3008）

https://www.library.pref.gun
ma.jp/

入場無料／事前申込不要・当
日会場の受付で記名

6
第100回企画展「ハート形土偶 大集合！！
－縄文のかたち・美、そして岡本太郎－」

9月28日（土）～12
月1日（日）

9:30～17:00
群馬県立歴史博物館
（高崎市綿貫町992-1）

群馬県立歴史博物館
（027-346-5522）

http://grekisi.pref.gunma.jp/
大人600円、高大生300円、中学
生以下無料

7 第12回テーマ展示  くらしのうつりかわり１
9月14日（土）～12
月1日（日）

9:30～17:00
群馬県立歴史博物館
（高崎市綿貫町992-1）

群馬県立歴史博物館
（027-346-5522）

http://grekisi.pref.gunma.jp/
常設展料金（大人300円、高大
生150円、中学生以下無料）で
観覧可

8 古典の日制定記念 人形芝居公演 10月13日（日） 13:00～15:30
玉村町文化センター
（佐波郡玉村町福島325）

公益財団法人
群馬県教育文化事業団
（027-224-3960）

http://www.gunmabunkazigy
odan.or.jp/

入場無料

9 創立70周年記念第70回群馬県華道展
10月18日（金）～
21日（月）

10:00～17:00
群馬県庁昭和庁舎2階 第1・2展示室、
21・26会議室、3階 34会議室
（前橋市大手町1-1-1）

公益財団法人
群馬県教育文化事業団
（027-224-3960）

http://www.gunmabunkazigy
odan.or.jp/

入場無料

10 第65回群馬県大茶会 10月20日（日） 10:00～15:00
少林山達磨寺
（高崎市鼻高町296）

公益財団法人
群馬県教育文化事業団
（027-224-3960）

http://www.gunmabunkazigy
odan.or.jp/

前売：1,800円（3席）、当日：
2,000円（3席）、1席（バラ）：700
円、高等学校茶道クラブ：500円
（2席）

11 文学賞授賞式 11月14日（木） 13:30～14:00
群馬県庁昭和庁舎3階 正庁の間
（前橋市大手町1-1-1）

公益財団法人
群馬県教育文化事業団
（027-224-3960）

http://www.gunmabunkazigy
odan.or.jp/

受賞者・選考員等の関係者

12 第38回ぐんま新人演奏会 11月17日（日） 13:00～16:00
ベイシア文化ホール（群馬県民会館）
（前橋市日吉町1-10-1）

公益財団法人
群馬県教育文化事業団
（027-224-3960）

http://www.gunmabunkazigy
odan.or.jp/

入場料：1,000円

13 新出土文化財展
11月6日（水）～21
日（木）

9:00～17:00
臨江閣
（前橋市大手町3-15）

前橋市教育委員会
文化財保護課
（027-280-6511）

入場無料

14 横室の歌舞伎衣装展示 11月4日（月） 10:00～15:00
総合教育プラザ内第３コミュニティーセン
ター１階第１・２和室
（前橋市岩神町3-1-1）

前橋市教育委員会
文化財保護課
（027-280-6511）

入場無料

15
上野三碑ユネスコ「世界の記憶」登録記念
講演会「多胡碑と上野三碑」

11月2日（土） 13:30～16:00
吉井文化会館
（高崎市吉井町吉井285-2）

高崎市教育委員会
文化財保護課
（027-321-1292）

http://www.city.takasaki.gun
ma.jp/docs/2013121600071
/

入場無料
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16 上野三碑特別公開 11月3日（日） 9:00～15:00

山上碑
（高崎市山名町2104）
多胡碑
（高崎市吉井町1095）
金井沢碑
（高崎市山名町2334）

高崎市教育委員会
文化財保護課
（027-321-1292）

http://www.city.takasaki.gun
ma.jp/docs/2013121600071
/

入場無料

17
上野三碑ユネスコ「世界の記憶」登録記念
講演会「上野三碑と東アジア文化交流」

11月16日（土） 13:00～15:30
吉井文化会館
（高崎市吉井町吉井285－2）

高崎市教育委員会
文化財保護課
（027-321-1292）

http://www.city.takasaki.gun
ma.jp/docs/2013121600071
/

入場無料

18 桐生明治館無料開放
11月1日（金）～4
日（月）・7日（木）

9:00～17:00
桐生明治館
（桐生市相生町2-414-6）

桐生明治館
（0277-52-3445）

http://www.city.kiryu.lg.jp/ka
nkou/bunkazai/1010700/kun
ishitei/1001982.html

19 桐生市近代化遺産絹撚記念館無料開放
11月1日（金）～4
日（月）・7日（木）

9:00～17:00
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）

http://www.city.kiryu.lg.jp/ka
nkou/bunkazai/isan/100580
5.html

20 重要文化財旧生方家住宅無料公開
10月28日（月）、
11月2日（土）～4
日（月）

9:00～16:00
重要文化財旧生方家住宅
（沼田市西倉内町594 沼田公園内）

沼田市教育委員会
文化財保護課
（0278-23-2111 内線2601･2602）

http://www.city.numata.gun
ma.jp

観覧料無料

21 沼田市歴史資料館無料公開
10月28日（月）、
11月2日（土）～4
日（月）

9:30～17:00
沼田市歴史資料館
（沼田市下之町888 テラス沼田2階）

沼田市歴史資料館
（0278-23-7565）

http://www.city.numata.gun
ma.jp

観覧料無料

22 第４回企画展「かくれキリシタン鉱山」
11月7日（木）～12
月1日（日）

9:30～17:00
沼田市歴史資料館
（沼田市下之町888 テラス沼田2階）

沼田市歴史資料館
（0278-23-7565）

http://www.city.numata.gun
ma.jp

一般220円、中学生以下無料

23
第66回沼田市文化祭 沼田市指定重要民
俗文化財沼須人形芝居公演

11月2日（土）
13:00～16:00
（予定）

薪水書窓庵
（沼田市沼須町字砥石111-4）

沼田市教育委員会生涯学習課
（0278-23-2111 内線3322）

http://www.city.numata.gun
ma.jp

観覧料無料

24
館林市立資料館特別展「館林の絵馬－人
びとの願いと暮らし－」

9月14日（土）～11
月10日（日）

9:00～17:00
（入館は16:30
まで）

館林市第一資料館
（館林市城町3-1）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4111）

http://www.tatebayashi.gun
ma.jp/bunka/

入館無料

25
田山花袋記念文学館特別展「城沼がはぐく
んだ花袋の文学－「神秘」と「再生」の物語
－」

10月12日（土）～
12月1日（日）

9:00～17:00
（入館は16:30
まで）

田山花袋記念文学館
（館林市城町1-3）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4111）

http://www.tatebayashi.gun
ma.jp/bunka/

入館料が必要です（中学生以下
は無料）
10月28日（月）・11月3日（日）・
12月1日（日）は無料開放

26
館林市立資料館特別展「館林の絵馬－人
びとの願いと暮らし－」展示解説会

10月6日（日）、10
月28日（月）、11月
3日（日）

11:00～12:00
館林市第一資料館
（館林市城町3-1）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4111）

http://www.tatebayashi.gun
ma.jp/bunka/

入館無料

27
田山花袋記念文学館特別展「城沼がはぐく
んだ花袋の文学－「神秘」と「再生」の物語
－」展示解説会

10月28日（月）、11
月3日（日）、12月1
日（日）

14:00～15:00
田山花袋記念文学館
（館林市城町1-3）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4111）

http://www.tatebayashi.gun
ma.jp/bunka/

入館料が必要です（中学生以下
は無料）
10月28日（月）・11月3日（日）・
12月1日（日）は無料開放

28
「群馬県民の日」無料開放 田山花袋記念
文学館

10月28日（月）
9:00～17:00
（入館は16:30
まで）

田山花袋記念文学館
（館林市城町1-3）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4111）

http://www.tatebayashi.gun
ma.jp/bunka/

29
「家庭の日」無料開放 田山花袋記念文学
館

11月3日（日）・12
月1日（日）

9:00～17:00
（入館は16:30
まで）

田山花袋記念文学館
（館林市城町1-3）

館林市教育委員会文化振興課
（0276-74-4111）

http://www.tatebayashi.gun
ma.jp/bunka/

30
秋季企画展「蚕種（たまご）と風穴（れいぞう
こ）～絹の向上と量産への歩み～」

10月12日（土）～
12月1日（日）

9:00～17:00
藤岡歴史館
（藤岡市白石1291-1）

藤岡市教育委員会
文化財保護課
（0274-22-6999）

http://www.city.fujioka.gunm
a.jp

入場無料・開催中無休

31 近代化遺産一斉公開「公開事業」 10月26日（土） 10:00～15:00

旧富岡製糸場
（富岡市富岡1-1）
群馬県立富岡高等学校御殿・黒門
（富岡市七日市1425-1）
富岡市社会教育館
（富岡市一ノ宮1465-1）
北甘変電所
（富岡市一ノ宮422）

富岡市教育委員会
文化財保護課
（0274-62-1511 内線2132）

http://www.city.tomioka.lg.jp

申込不要
【旧富岡製糸場】 入場料：大人
1,000円、高校・大学生（要学生
証）250円、小・中学生150円
（予約団体割引あり・富岡市民
入場無料）
【北甘変電所・群馬県立富岡高
等学校御殿・黒門・富岡市社会
教育館】 入場料：無料



32 近代化遺産一斉公開「解説ツアー」 10月26日（土） 10:30～15:00

富岡倉庫
（富岡市富岡1450-1）
割烹旅館ときわ荘
（富岡市富岡1729-1）
群馬県立富岡高等学校御殿・黒門
（富岡市七日市1425-1）
北甘変電所
（富岡市一ノ宮422）
富岡市社会教育館
（富岡市一ノ宮1465-1）

富岡市教育委員会
文化財保護課
（0274-62-1511 内線2132）

http://www.city.tomioka.lg.jp
定員30名（要事前申込）
参加費 昼食代1,500円

33 ふるさと歴史ウォーク 11月23日（土） 9:00～15:50 富岡市内
富岡市教育委員会
文化財保護課
（0274-62-1511 内線2132）

http://www.city.tomioka.lg.jp
定員50名（要事前申込）、参加
費無料

34 旧茂木家住宅秋季特別展
10月22日（火）～
12月22日（日）

10:00～16:00
旧茂木家住宅
（富岡市宮崎329）

富岡市教育委員会
文化財保護課
（0274-62-1511 内線2135）

http://www.city.tomioka.lg.jp
観覧料：一般100円、団体（20人
以上）60円、中学生以下無料

35 富岡製糸場出土品特別展
11月15日（金）～
12月1日（日）

9:00～17:00
旧富岡製糸場
（富岡市富岡1-1）

富岡市教育委員会
文化財保護課
（0274-62-1511 内線2135）

http://www.city.tomioka.lg.jp

【旧富岡製糸場】 入場料：大人
1,000円、高校・大学生（要学生
証）250円、小・中学生150円
（予約団体割引あり・富岡市民
入場無料）

36 丸山変電所内部公開
10月26日（土）～
28日（月）、11月2
日（土）～4日（月）

10:00～15:00
丸山変電所
（安中市松井田町横川）

安中市教育委員会
文化財保護課
（027-382-7622）

入場無料

37
岩宿遺跡発掘70周年記念特別展②「岩宿
遺跡と日本の近代考古学」

10月5日（土）～11
月24日（日）

9:30～17:00
（入館は16:30
まで）

岩宿博物館
（みどり市笠懸町阿左美1790-1）

岩宿博物館
（0277-76-1701）

https://www.city.midori.gun
ma.jp/iwajuku/

入館料
一般310円、高校200円、小中
100円

38 第93回企画展「みどり市の養蚕信仰」
10月19日（土）～
12月8日（日）

9:00～17:00
（入館は16:30
まで）

みどり市大間々博物館
（みどり市大間々町大間々1030）

みどり市大間々博物館
（0277-73-4123）

https://www.city.midori.gun
ma.jp/conodont

入館料
一般（高校生以上）200円、小中
学生50円

39 令和元年度岩宿文化賞授賞式 11月2日（土） 9:30～12:30
笠懸公民館
（みどり市笠懸町阿左美1581-1）

みどり市教育委員会文化財課
（0277-76-1933）

https://www.city.midori.gun
ma.jp/www/contents/14936
00232722/index.html

今年は3年に1度の本賞等の授
賞式も行われます。

40 岩宿フォーラム・シンポジウム
11月2日（土）・3日
（日・祝）

11月2日（土）
13:30～17:00
11月3日（日・
祝）
9:00～15:00

笠懸公民館
（みどり市笠懸町阿左美1581-1）

岩宿博物館
（0277-76-1701）

https://www.city.midori.gun
ma.jp/iwajuku/

参加費無料
講演集は有料頒布（予価700
円）

41 岩宿ムラ収穫まつり 11月10日（日） 10:00～14:00

岩宿博物館
（みどり市笠懸町阿左美1790-1）
西鹿田中島遺跡ガイダンス施設
（みどり市笠懸町西鹿田885－1）

岩宿博物館
（0277-76-1701）

https://www.city.midori.gun
ma.jp/iwajuku/

参加費無料（一部有料の体験
あり）

42 ミニ円筒ハニワ作り 10月26日（土） 10:00～12:00
吉岡町文化財センター
（北群馬郡吉岡町大字南下1322-12）

吉岡町文化財センター
（0279-54-9443）

町民対象
定員20名（要事前申込）
参加費（材料費含む）500円

43 吉岡町文化財講演会 11月22日（金） 13:30～15:00
吉岡町文化財センター
（北群馬郡吉岡町大字南下1322-12）

吉岡町文化財センター
（0279-54-9443）

入場無料
定員40名（事前申込不要）

44
春秋館 新発見展―荒船風穴経営母体の
姿―

10月13日（日）～
11月30日（土）

9:00～16:30
下仁田町歴史館
（甘楽郡下仁田町下小坂71-1）

下仁田町教育委員会
文化財保護係
（0274-82-5345）

ｈｔｔｐｓ：
//www.town.shimonita.lg.jp/

入館料200円
世界遺産登録５周年記念特別
展

45 甘楽町民俗芸能大会 11月3日（日） 9:30～14:00
甘楽ふれあいの丘
（甘楽郡甘楽町大字白倉1360-1）

甘楽町教育委員会社会教育課
(0274-74-3131)

獅子舞・神楽舞等が一堂に会す
る。観覧無料

46 “須田賢司 木工藝の世界－清雅”
11月4日（月）～17
日（日）

9:00～17:00
長岡今朝吉記念ギャラリー
（甘楽郡甘楽町大字小幡544‐2）

甘楽町教育委員会社会教育課
(0274-74-3131)

11月4日（月）のみ10:00から

47 ふるさとの文化財絵画展
10月29日（火）～
11月24日（日）

9:30～17:00
ツインプラザ図書館
（吾妻郡中之条町大字伊勢町1005-1）
（0279-76-3115）

中之条町教育委員会
生涯学習課
（0279-76-3111）

管内の小中学生の作品を展示



48 「赤羽根遺跡発掘調査速報展」 11月3日（日・祝） 9:00～15:00
長野原町役場・＠長野原（住民総合セン
ター）
（吾妻郡長野原町大字長野原1340-1）

長野原町教育委員会
教育課文化財保護対策室
（0279-82-4517）

入場無料

49
重要有形民俗文化財上州藤原（旧雲越家）
の生活用具及び民家無料開放

11月2日（土）～4
日（月）

10:00～15:00
雲越家住宅資料館
(利根郡みなかみ町藤原3688)

みなかみ町教育委員会
（0278-25-5025）

http://www.town.minakami.g
unma.jp/

入館無料

50
群馬県史跡猿ヶ京関所跡並びに旧役宅無
料開放

11月2日（土）～4
日（月）

9:00～16:00
猿ヶ京関所資料館
（利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1144）

猿ヶ京関所資料館
（0278-66-1156）

http://www.town.minakami.g
unma.jp/

入館無料

51
特別展「玉村原風景写真館－明治・大正・
昭和・平成の歩み－」

10月3日（木）～12
月22日（日）

10:00～16:00
玉村町歴史資料館
（佐波郡玉村町福島325）

玉村町教育委員会
生涯学習課文化財係
(0270-30-6180)

http://www.town.tamamura.l
g.jp/site/siryoukan/

入館無料
毎週月曜・祝日休館

52 第40回板倉町民文化祭
10月26日（土）～
27日（日）

9:00～16:00
板倉町中央公民館
（邑楽郡板倉町大字板倉2698）

板倉町教育委員会事務局
生涯学習係
（0276-82-2435）

ｈｔｔｐ
ｓ://www.town.itakura.gunma
.jp/

入場無料

53 邑楽町指定文化財展
11月15日（金）～
17日（日）

9:00～17:00
邑楽町中央公民館
（邑楽郡邑楽町大字中野2569-1）

邑楽町教育委員会生涯学習課
（0276-47-5043）

http://www.town.ora.gunma.j
p

入場無料


