
▲  
群毛広域生涯学習ネ† ■・ワーク推進協議会ってなに一r   

足利市、佐野市、桐生市、太田市、館林市の5市で構成きれ、両毛地域での広域学習ネットワークの構築に  

向けて結成したものです。   

生涯学習における事業・情報・施設等、様々なネットウーク化について検討、研究、実践をしています○  

A＄KOT（アスコット）ってなに？  

足利市のA、佐野市のS、桐生市のK、  
太田市の0、舵林市のTと、モれ￥れ  
の市のアルファベットから頭文字をつ  
ないで割った造語です。  

★推進協雑会の主な活動  

」
ト
 
 

▲南毛5市広域学習リレ十講座の腕喋  

・各市主廃車轟鱒広域嘩奴へ如綾取り拍  
2 ☆生涯学習情報のネヅトワーク  

・生涯学習情報紙「ASKPT」の柴宿  

・各市の生涯学習事業に雨竜5市司－ナーの出展  

☆生涯学習箆嶺のネ沸ワーク 

・各桁の公民館職員の顧慮交流擾業の実施等、  

公民館の針沖ワー、向けた取り司  

両毛5而は、市  
村合併により新  

野市、新太田市  
新桐生市が誕生し、  
人口・面積とも増  
えています。  

1．いつも行っている。  

2．ときどき行っている。  
3．全く行っていない。  

▲平成I7年7月ヱ3日（土）に足利市で   
開催士れたりし一講座のきうす  

0問く舶詑lⅥ  
○瞳示示童筆寧モ■（醐  
0臓（℡糾1111）  ○細（醐  
○卿隋酬■（脚・鱒■111）  

わ脾で亡椙駿くだきい．   

両毛広域生涯学菅   

ネットウtク推進協寄金   
市壌鱒玖た側肛も応じ奮ず¢で↓榊畑中生駕  



佐野市中央公民儒   
佐野市棚喪公卿臥‡階が観光物療金銀、2～3階が公民醸のヌペ一  

度を有す為綴車線として、平嵐7年に開館しました。   
申貌穀民鎮で妹、高氏企画スタ少フによる市民大学「楽習カレッ列  

挙艶轍笹鱒萄匪め、問罷，また、；粒々な自主サークル活動等に刹用されて  
■ヰこゝ 

触触亀、鋼細魚民潜牒生地区綿館餅輌3  
痘公應淘虔轟腰ます。   
由瑚：磯野市金井上町2引今 野02弥24．5叩1  

根古屋森林公園   
古くは、唐沢山城の出城が築かれ  

てあった要谷山ぬ酉に位置し、自然  
豊か翠公園内にほ、コテージやキャ  
シザ施設があ鞄宿泊することがや蕃  
ます。また、和紙ゐ就すき体験がで  
考量「飛飽和鍍金館」やう′どん，そ  
ばが食ぺられ遜「限古屋専」なぜ亀  
あります。  
微寧日：火囁臥年来年始   

佐野市飛駒町22g9   
℡0283－6（芳一2939   

如土資料保存≡細   
旧田沼町立三好小学校校舎を珍払  

整備し、旧田沼町内から収集した貴  
重な郷土資料を展示していまず去   

旧三好小学校校舎は、明治隠年5  
月、三好尋常藩学ホ学校硬食として  
撃てられた轟のです。  
開館時間：10：88～15：00  
廃館臼：帯2・4日囁日  
入館料：無料   

佐野市岩崎町1き25－1   

磨髄鹿撞飢好日醸車埼郊士隆触感  

育澤記恵美絹瑚   
学細程度所蔵企画展を開催し、  

者渾コレタ寧亭㌢を中心に、江戸時  
代～敦柁め日ン索敵給乱＝捉・肺  
胞芸恕弟■むみ脅すい観癌でご紺介し  
でいまサ。  
閲溺時附：9：泌～叩ご郎  

瑚射旦那、畢亘野染料ゝ年表  
年給、展示摩東側  

能覧料：一位卿・円、ま高染㈱円、  
中鉢学生1的円   

佐野帯触無1－†榔御   
惣喝脛減鱒鏑鱒  

葛生化石館   
ほぼ克埜象形で蕗厳した「ニ登ポ  

？サイ」ぬ復頭骨格な、ど偉野市産沿  
化石を帝劇こ展節して￥墜す。  
開館時櫛：独：偶ト～17．：櫛・  
体毘8：昂限、野郎鯛郎h車乗  

＃払察示箇条劇陶  
入館約：輔   
佐野市穂並康≠加・鳩   
℡御欄空  

音生伝承館   
佐野聯こ江戸時構鱒重安け継がれ  

てきた磯無感，沓鮎形造細心に、  
地燃に橿ある文北・芸能恋どを廠介  
してい癒す9  

廟倭噂飼：那苛畷桝†γl閲  

林館日：月曜8、報甘勘翌駄■鱒素  
謡臥麺棒廉希開l  

入関：無斡   
佐野薄霧生東†一昭・輔 
華麗瓶用賑軸l1   

人闊号室．田村耕一臓館   
佐野市出身の陶芸家で人間国宝の  

田村耕一先生の作品を展示する展示  
室や観光コーナーなどが設けられて  
います。  
（平成16年11月にオープン）   
当館では、田村耕一先生の作品の  

魅力を存分に伝える企画展も開催し  
ています。   
気品ただよう落ち着きの空間で、「陶  

芸の世界」をお楽しみください。  
閲館時間：9：08～17：80  
休館8：12月30日～1月1日  

その他臨時休館有り  
入館料：無料   

佐野市高砂町27g4・1   

℡0283－22－0311  

郷土博物許   
郷土博物館は、旧佐野市を中心と  

する地域の考古・歴史・民俗等に関  
する資料を収集・保管・調査・研究  
および展示する施設であり、「原始か  
ら近現代へ」をテーマとした常設展  
示と足尾鉱毒問題の解決に一生をさ  
さげた田中正造に関する貴重な資料  
等を展示しています。  
開館時開：9：00・－16：30  
休館日：月曜日、祝日、年末年始、  

毎月月末、特別整理日  
入館料：無料（企画展開催時有料）   

佐野市大横町2047   
℡02旧－22－5111  ▲郷土賃料保存三好館  



＿L  

地域活動の拠点『公民館』   
桐生市には1つの中央公民館と13の地区公民館  

があり、主にサークル活動等への施設提供や、高  

齢者学級・女性学級などの講座の開設などを行っ  

ています。   

そして毎年、各公民館では文化展を開催しサー  

クル活動等の発表の場を設けていますム   

さらに、地区公民館では生涯学習推進委貞を中  

心に、様々な団体による地域交流の事業が開催さ  

れています。   

例えば、「そば打ち教室」や「親子もちつき大会」  

など、地域の交流・親子の交流を目的とした事業  

が展開されています。地域によっては、公民館夏  

まつりを開催し、公民館と一緒に子どもからお年  

寄りまでが楽しめる事業を行っています。   

その他、各公民館での活動は様々ですが、いず  

れの公民館においても、特色のある地域活動の一  

助となっています。  

▲広沢公民館rF調号まつり」  

公  民 瀬  －  



新たに施設が加わりました   
太田市は平成17年3月2＄日に太田市、尾島町、新  

由町、薮塚本町の1市3町が合併して新たな市として  

スタートしました。そして社会教育施設として、旧尾  

島町の尾烏生涯学習センター、世良田生涯学習センター、  
旧新田町の木崎公民臥生品公民館、綿打公民館、旧  

薮塚本町の薮塚本町中央公民鏑が新たに加わりました。   
それぞれの遜設で行っております今年度の事菜を紹  

☆各施設の実施事業例  
社会教育総合センター  

尾島生涯学習センター  

世良出生渡学習センター  

木崎公民館  

生品公民館  

綿打公民館  

薮塚本町中央公民館  

市民教室パソコン講座  

ふるさと歳時記  

茶会所大光庵 月釜茶会  

（事業検討中）  

そば打ち教箋  

女性短期大学  

トトロの科学教室   

これらの事業は一部であり他にも実施していますので、  

興味を持たれた方は下記連絡先へお腰いいたします。  

（社会教育総合センター）  ▲尾島生涯学習センター外観  

魅 課 名  

社会  雪組合1  、二Il、  

ハ、．。。．．．J【町…犯  競調呈．ふ頂弊華う∵ノ  

き 行 政 セ ン う  太田市飯塚呵591－  02ワ6（45）69ワ8  

康用両得栗野乏ウ9－  軋符牒紅敵影鳥  

」l行 政 セ ン タ  太田市東長岡町18  0276（48）6853  

太田市新野呵20写 セン挙－  

強 戸 行 政 セ  太田市菅塩町345  02ワ6（37）4979  

輔頂㌢窮凋軒畢  濾㌢摘雛壇為′α、2くf‖  送料田市籠舞呵405：  

宝 泉 行 政 セ  太田市由良呵176J  02ワ6（32）2688  

∴申  宥二機販ィ．   太由市細栢配4  芦、蛇汲昏将ウ  ′β慮由≡，．   

尾島生涯学習センター  太田市亀岡呵63－1  0276（52）2341   
捜渡ろ野墜潜撃智サン封ニ予    ‡キ宗女房市世畏由酌55幽  礎磯路2番場d澄   

木  崎  公  民  館  太田市新田木崎呵1215  0276（56）1053   

虐．舘二1    毒遠田南新田村由曙刊0ウ  ぢ爾乞ウ潜も彦ウう湘池   

居  館  太田市新田大桐呵916－  02ワ6（5ワ）104  

巌麺晦康画商＜二；；≡‡  



■拷  

民館のT・ウエストギャラリーを  
介し零す！   

◆館林市の  
℡民滋（11飽）を紹介します◆  今回紹介するの  

は西公民館の一角  

に設けられたT－  

ウエストギャラリ  

ーです。   

平成15年7月か  

ら始まったこのギ  

ャラリーは、営利  

目的や商業行為以  

外であれば証でも  

利用申し込みが可  

能な地域住民の発  

表の場となっています。展示を希望する方は地域の芸術家やサー  

クルの活動発表、個人の趣味などなど、半年先まで予約が入って  

いるという人気ぶりです。   

今月は大谷町在住の野坂はつえさんの作品展でした。粘土細工  

で作られている花は本物と見聞違うほどで、一緒に展示してある  

人形と楽しげな空間を作り出していました。  

■ ■  

お問い合わせ先：館林市生涯学習課 TELO276－72－4111（内線224）FAX，0276－74－9677  
メールアドレス■shogaku＠city．tatebayashi．gunma．jp   



紹介します！．  

足利市の公民館   
屋調節には、1アの鈴居館があります。その内、織姫  

公民飼と助戸公民騰がまちの中心部に位置し、中央公  

民鱒的な槻細恕担っています。   
俄姫、助戸公民鮨では「とちぎ県民カレッジ連携融軋  

を開催するなど、広域からの参加者を受け入れています。   
毎年、癒癒鹿民銀では「地都市民講座」として、現  

代的な視点から時代を見つめる講座を開催しています。  
また、助戸公民額では女性の地位向上を目指して「足  
利市女性大学」を開落しています。  

詳細は、各救民館に泰郎鳩ぁせくだ省い。   
また、全盛民帝でホー 

是非、アタセ牒して見てください。  

▲馳戸公民館  

設 名  住  所   

阿児公民鮨一正刊m嘘六丁目3165－1  ∪∠出qし∠lJb－1年q  U∠冒q（∠’lノ9b4日   

郎涙一針諒恕  凄触感繭絢殖如  陀熊確郷錘維 溌触鋼材‘二1ブ！紬⑥昏   

毛野公民館  足利市八椚呵390 0284（41）25ワ4   0284（41）2540   

山嵐公徳単  蓮利秘車軸透 Q澄巷4緑鋤6厳重 梯蜂水難鋤包纏   

三重公民館  足利市五十部町4ワ2  0284（21）9ワ19   0284（21）4931   

山鰍牽培靡  ご轟担席療養痍垂∈柳 Q頭酪酸凍輌酪   恋愛酎（録射組逢妻   

北郷公民願  足利市利保呵二丁目14  0284（41）5080   0284（41）5968   

名車公息衝  足利市名車中鮒紺－i  〔橙声瑛確†＝浄抑ウ P遜卵細け摘軸   
富田公民館  足利市駒場呵ワ48－2  0284（91）0002   0284（91）0449   

女湯川虫局牽  摩蒸緬重奏痩躯車台ノ  q2革窺豚押印頁凍 凋痩躯（ウ渾）年毎？   

御厨公民館  足利市百頭町2024－1  0284（ワ1）0296   0284（ワ3）4289   

計汲饗照輝≡  程利制藤根餌場 9綿粧学珠）裏榔紡   鋸頭函（？事跡空襲番   

久野公民館  足利市久保日呵180－1  0284（ワ1）9028   0284（73）429ワ   

垂線柴島鍵  題利恵短車軸熱愛 0孝藩射濠調細雪橡 黒縁率紆彊）4299   
三和公民館  足利市松田町ワ03－2  0284（61）1431   0284（61）1395  

蚤腐食良鎗  1細鉦 
小俣公民欝   一 


