
新年と即位・改元を祝い、
おめでたいテーマの作品を
集め、はれやかな美の世界
をご紹介します。前期は主
に吉祥主題の花鳥を、後期
は日本を象徴する富士山と
海にちなむ縁起物を展示し、
しあわせを願います。

素地を彫った線や筆で描い
た勢いある線など、「線」
に注目して田村作品の魅力
に迫ります。

史跡唐沢山城跡保存会によ
るガイドツアーを実施しま
す。

史跡ボランティアによるガ
イドツアーを実施します。
を養成するための講座を実
施します。

佐野ふるさと民話の会の皆
さんが民話を語り、語りの
文化を伝えます。

5月10日の地質の日を記念
し、化石を使った各種体験
講座などのイベントを開催
します。

磁器素地にＬ字の溝を彫る
ことで陰影ゆたかな線を描
く「影青」を体験します。

寄贈作品と収蔵品の中から
未だ公開していなかった作
品を展示します。

佐野市に伝わる神楽のお面や
衣裳を展示、紹介します。

企画展の開催に合わせて、
国立ハンセン病資料館学芸
員の金貴粉氏の講演会を開
催します。

五月飾りを取り上げ、両親
の子どもに対する愛情とそ
の思いにふれてもらいます。
また、武者絵幟絵師 志賀利
一による武者絵もあわせて
展示、紹介します。

日韓の近代には、日清・日
露戦争、韓国併合、3・1運
動など様々な事件がありま
したが、壮年期以降の須永
が様々な時代背景の中で朝
鮮の人々とどのように交流
を続けたのか、朝鮮近代史
に名を留める政治家や作家
の書画を中心に須永文庫資
料を紹介します。

目で見る芸術作品に無くては
ならない「線」。よく見てみ
ると、じつに豊かな表情をも
ち、意外なはたらきをしてい
ます。日本絵画・工芸作品の
見かたを考える、親子・若い
人にもおすすめの鑑賞入門で
す。

対象者日　　時 問合せ内　　容
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対象者日　　時 問合せ

地元産の石灰を使って西洋
伝統技法「フレスコ」を体
験します。

夏休みに合わせて、栃木県
立博物館所蔵資料の中から、
国内外に生息する様々な昆
虫を、実物標本やパネルな
どで紹介します。

化石の中には姿かたちは似
ているけれど実はまったく
違う生き物がいます。他人
の空似の化石たちをあつめ
ました。

佐野市では化石が豊富に産
出します。市内の石灰石鉱
山に赴き、実際に採集体験
を行います。

企画展に関連して、専門家
による講演会を行います。

田村耕一と耕一を支えた妻
・ゆたかに焦点をあて、作
品や写真等の展示をとおし
て、二人を紹介します。

栃木県無形民俗文化財に指
定されている牧歌舞伎と、
栃木県有形民俗文化財に指
定されている吉澤人形頭を
取り上げ、地域に伝わる文
化財を紹介します。

コマやヨーヨーに絵を描い
て、コマまわしなど昔の遊
びを楽しんでもらいます。

立正大学デリバリーカレッ
ジと共催で、わたしたちを
取り巻く社会について講座
を開催します。

10月15日の化石の日を記
念し、化石を使った各種体
験講座などのイベントを開
催します。

内容未定

美術館は作中の人物とわた
したち、両者にとっての出
会いの場です。人をあらわ
す絵画を中心に作品の〈中
の人〉との会話を交えつつ
、その魅力や鑑賞ポイント
をご紹介します。気になる
あの作品の〈あの人〉に逢
いにきませんか？

女性芸術家の活動に焦点を
あててきた栃木県立美術館
のコレクション展。第二次
世界大戦前から近年に至る
、絵画・写真・版画・工芸
などを展示します。各作家
の生き方も紹介し、女性と
して、芸術家として生きる
ことについて見つめます。

江戸時代に伝来した万華鏡。
今回は鉱物を使ったオリジナ
ルの万華鏡を作ります。

内　　容
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対象者日　　時 問合せ

化石館周辺の化石を見学で
きる地点を一緒に歩いて回
り、楽しく化石について学
びます。

女の子の初正月の贈り物で
ある羽子板に絵を描いて、
お正月遊びの羽根つきを楽
しんでもらいます。

佐野市では化石が豊富に産
出します。市内の化石産地
に赴き、実際に採集体験を
行います。

小さな作品でも手抜きをせ
ずに制作した田村耕一の小
品を展示します。

江戸時代に伝来し、更紗眼
鏡と呼ばれ大変な人気とな
りました万華鏡。オリジナ
ルの万華鏡を作り、今も変
わらない万華鏡の魅力を楽
しんでもらいます。

当館収蔵資料の中から、小
学校３年生の学習内容に合
わせて、民俗分野のテーマ
展示を行います。

平成30年度後半及び31年
度前半に寄贈及び収集した
標本を紹介展示します。

佐野市では化石が豊富に産
出します。市内の化石産地
に赴き、実際に採集体験を
行います。

各地で活発なまちづくり活
動に取り組んでいる団体や、
近隣の関係団体の実践事例
を情報交換し、交流を図り
ながら生涯学習まちづくり
の発展につなげることを目
的に佐野市生涯楽習フォー
ラム「佐野楽」を開催しま
す。

絵画と工芸作品で季節をめ
ぐり、世界をまわる展覧会
です。前期は四季の風景や
行事とともに日本各地を訪
ねます。後期は世界の名所
と美術を歴史や文化もまじ
えてご案内します。どなた
でも楽しめる大旅行！ぜひ
ご参加ください。

佐野市の工芸品のひとつで
ある雛人形を取り上げ、両
親の子どもに対する愛情と
その思いにふれてもらいま
す。お雛様は一般から募集
したものを中心に展示、紹
介します。

内　　容
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ランチタイムに1時間・
500円で楽しめる気軽なコ
ンサートです。

ウクレレ世界チャンピオン
ＤＡＩＣＨＩのコンサート
です。

ランチタイムに１時間・
500円で楽しめる気軽なコ
ンサートです。

人間国宝山本東次郎率いる
大蔵流山本会の狂言公演で
す。

子供向けの狂言教室です。

大学の知的資源を活用した
身近で関心の持てるテーマ
での講座を開講し、多様な
学習機会を提供します。

文化・教養や学習、生活技
術の向上を図る内容での講
演会を開催します。

生涯学習活動の事例発表や
生涯学習の振興を図る内容
での講演会を開催します。

各種文化団体参加の運営委員
会により、各種文化団体及び
一般市民による日ごろの活動
成果の発表の機会と交流の場
として開催します。

一般の方のピアノ等コンサ
ートです。

ウクレレ体験ワークショッ
プです。

ランチタイムに１時間・
500円で楽しめる気軽なコ
ンサートです。

ランチタイムに１時間・
500円で楽しめる気軽なコ
ンサートです。

市内小中高の吹奏楽です。

未定

未定

小中高生及び一般の方のピア
ノ等コンサートと、大学・短
大・専門学校等の音楽専攻を
卒業後10年程度の方のピア
ノ・声楽・管弦楽・弦楽器等
のコンサートです。

対象者日　　時 問合せ内　　容

対象者日　　時 問合せ内　　容

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999
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市民の学習活動成果を発表
します。ダンスや音楽など
の舞台発表、作品展示、各
種体験コーナーや環境啓発
フリーマーケットなど。子
ども科学館や資料館の展示
などもご覧いただけます。

子どもたちや青少年健全育
成関係団体がそれぞれの立
場でイベントを企画し、ゲ
ームや手作りコーナーなど
の体験学習を通して子ども
と大人、団体同士の交流を
深めるイベントです。

作品展示、ステージ発表、
体験コーナー、模擬店、即
売会、その他イベントがあ
ります。
公民館や地域で活動してい
る個人、団体の活動成果の
発表と交流の場として、実
行委員会により開催、運営
しています。

講演会、シンポジウムなどを
予定しています。
公民館や地域の現状を見直
し、地域にとってより良い(使
いやすい、居心地のいい)公民
館となるよう、利用者、地域住
民、職員でともに考えます。

東洋大学教員による公開講
座。
食品や生命科学など学術的な
ものの中から、より身近な内
容をテーマに行います。
東洋大学、館林市、板倉町に
よる地域連携講座です。

学術的なものや子育てなどを
テーマに、子ども学科教員に
よる公開講座を行います。
関東短期大学と館林市による
地域連携講座です。

カウンセリングの基本的な理
論や技法について学び、青少
年や家庭教育の様々な問題に
対して理解を深めます。

各分野で活躍している人々
を講師として招き、その経
験や知識を通して現代にお
ける様々な必要課題への市
民の学習意欲を高めること
を目的に開催しています。

人権尊重都市宣言を記念し、
市民一人ひとりの人権に対す
る意識を高めるために講師を
招き開催しています。

東洋大学教員による連続講
座。「生命」「環境」「食」な
どライフサイエンス、フードサ
イエンスの分野を中心に講座
を開催しています。東洋大学、
館林市、板倉町による地域連
携講座です。

次代を担う青少年の役割と
責任に対する自覚を促し、健
全育成に対する理解を深め、
「少年の日」の普及を推進
するものです。併せて、青少
年育成に関する記念講演を
予定しています。

対象者日　　時 問合せ内　　容

対象者日　　時 問合せ内　　容
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対象者日　　時 問合せ

公民館利用者や地域で活躍す
るサークルによるミニコンサー
ト。公民館ロビーを活用して行
います。
公民館利用者の会が企画、運営
する手づくりイベントです。

将棋･俳句の各種大会や文芸
講演会を開催します。

大間々地域文化協会会員及び
地域内園児･児童･生徒等の芸
能発表会を開催します。

みどり市大間々町地内に在
住･在勤･在学･大間々町出身
者などの個人及び大間々地
域文化協会会員の作品展を
開催します。(絵画･写真･書
道･華道など)

作家が思いのままに作成した
独創的な絵画を中心とする作
品展。足利市内の知的障がい
者福祉施設｢ルンビニー園｣美術
班のつながりから、プロの現代
作家を含め、色々な作家の作
品を紹介する展示会です。

公民館をはじめ、東地域周辺
を中心に活動している個人･団
体の活動成果発表をします。
パッチワーク･俳句などの作品
展示や、大正琴･舞踊･フラ･ハ
ンドベル･歌などの芸能発表
の他、花の即売なども予定し
ています。

地域及び世代間交流の場とし
て、子どもたちが様々な体験
をするイベント。文化財の旧花
輪小記念館の木造校舎の廊下
を使ったぞうきんがけレース
をメインに、電気工作教室、お
楽しみ映画会、コンサート、模
擬店などを実施予定。

指定された背ラベルや作家
の本を借りるとミッション
クリア。スタンプの数に応
じて景品をプレゼント。

図書館員が選んだ名画を上映。
詳細はお問合せください。

図書館員が選んだ子供向きの
映画を上映。
詳細はお問合せください。

図書館職員による絵本の読み
聞かせ。

くじに書かれた内容や分類の本
を借りるとミッションクリア。ス
タンプがいっぱいになると景品
と交換できる。

図書館職員による絵本の読
み聞かせ。

読書感想文に適した本の選び
方や書き方を学ぶ連続講座。

夜の図書館探検とこわいおは
なし会。
館内探検後資料貸出も実施。

懐かしい映画を上映。上映作
品は館内掲示及びホームペー
ジで紹介。

7月｢化石探し｣、1月･3月
｢土器づくり･焼き｣、2月｢石
器づくり｣、3月｢まが玉づく
り｣

内　　容
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対象者日　　時 問合せ

岩宿時代の生活にチャレンジ
します。石器作り、やり投げ、
古代料理などを体験します。ナ
イトミュージアムを体験できる
宿泊コースを予定しています。

ボランティア養成を兼ねた体
験講座。石器作り、土器作りを
予定。

相澤忠洋記念館と共同し、調
査資料のほか、遺品や関連資
料を展示し、相澤忠洋氏の生
涯と研究を紹介。(予定)

主に夏休み中の小中学生を主
に対象とした、岩宿時代(旧石
器時代)の生活の様子を再現す
る展示。

石器作りやまが玉作り、古代
米脱穀などの体験や古代の食
体験ができます。

岩宿時代の最新の情報と研究
に基づいて、研究発表や討論
を行います。

「(仮)岩宿時代研究の現状と
課題」(明治大学博物館と共
催)(予定)

石器作りやまが玉作りなどの体
験、古代の食体験ができます。
(カタクリさくらまつり協賛)

岩宿博物館友の会の5つのサ
ークルが作品や研究結果を
展示します。

市内小学校等の児童たちが
体験学習で作成した作品を
展示します。

茨城県で採集した砂の中から
貝等の化石を探します。見つ
けた化石は10個まで持ち帰
れます。

日本列島の生立ちを化石で学
びます。

栃木県で採集した砂の中から古
生代の化石を探します。見つけた
化石は10個まで持ち帰れます。

カブトムシを幼虫から育てる
方法を専門家がレクチャーし
ます。サナギになる準備をし
たカブトムシの幼虫は、容器
ごとプレゼントいたします。

近代考古学の発展を追うと
ともに岩宿遺跡を考古学研
究全体の中に位置づける。
(予定)

群馬県内の考古学の研究史
をたどり、群馬の考古学研
究に岩宿遺跡を位置づける
とともに、岩宿遺跡の将来
像を模索する。(予定)

テーマ「群馬の考古学岩宿
遺跡」(予定)

春の種まきから収穫の秋ま
で、昔ながらの方法で農業
を体験します。古代米(赤米
･黒米)とサトイモを栽培す
るほか、地元に伝わる民俗
的な行事も体験します。田
植えと稲刈りの単発参加も
受け付けます。

内　　容
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対象者日　　時 問合せ

みどり市における養蚕信仰
に関する展示を行います。

平成31年中に新たに収蔵し
た資料を披露します。

花に魅せられ、描き続けてい
る星野富弘の創作活動の姿勢
を紹介する展示です。初公開
の作品展示もあります。

夏をテーマとする作品展示と
同時開催として、鳥・犬・猫な
どを描いた作品群を特集展示
します。

星野富弘が入院中に、かたと
きも離れず看護を行った「母」
をテーマとする作品を資料と
共に展示します。

詩画の公募展の入賞・入選作品
を展示します。「冬の展示」を
同時開催します。

全国各地で活躍しているきみ
つ少年少女合唱団によるコン
サートです。

地元の合唱団・東雲コーラス
による母をテーマとしたコンサ
ートです。

新日本フィルハーモニー交響楽
団所属のフルート奏者 荒川洋
によるコンサートです。

シンガーソングライター さくま
ひできによるコンサートです。

オカリナ奏者 弓場さつきによ
るコンサートです。

地元のハンドベル合奏団エンジ
ェルベルによるクリスマスコン
サートです。

折り紙や新聞紙などを使って、
紙かぶとをつくる講座です。

詩画作家 星野富弘さんと詩人
大橋政人さんの対談を行います。
※出演者の体調により内容を
変更する場合があります。

未定

企画展で作成した考古学関係
のポスターを展示し、コノドン
ト館の歩みを紹介します。

内　　容
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対象者日　　時 問合せ内　　容

星野富弘さんの詩画を拡大
・分割したパネルにみんな
で色を塗り、大きな詩画を
作ります。

ヴェネツィアンビーズを使
ってアクセサリーをつくり
ます。要予約。

特殊なオイルに草花を入れ、
おしゃれなインテリア雑貨を
つくります。要予約。

身近な草花を水彩絵具で描
く講座です。要予約。

こどもでもできる簡単な方
法でお皿などをつくる陶芸
講座です。要予約。

ニードルフェルトのルームアク
セサリーをつくります。要予
約。

星野富弘さんの詩とエッセイ
の世界を朗読でお楽しみいた
だけます。

四季をテーマとした、星野富弘
さんの詩とエッセイの世界を朗
読でお楽しみいただけます。

星野富弘さんのふるさとをボ
ランティアガイドがご案内し
ます。要予約。

季節のテーマに沿った折り紙
を折ったり、オリジナル缶バッ
ジをつくります。

美術館学芸員による作品解説
を行います。

美術館学芸員による作品解説
を行います。

美術館学芸員による作品解説
を行います。

｢絵｣と｢言葉(詩文)｣をひとつ
の画面に収めた詩画。｢いのち
の尊さ･いのちの輝き｣を表現
した、一人ひとりの体験や感
性から生まれるオリジナルな
詩画を募集します。入選作品
は富弘美術館で展示します。

富弘美術館ならではの趣向を
凝らしたお茶会を開催します。

富弘美術館や星野富弘さん、
作品等に関するクイズラリーで
す。参加者全員に参加賞を、全
問正解者には賞品をプレゼン
トします。
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ASKOTM（アスコットム）って何？
足利市の A、佐野市の S、桐生市の K、太田市の O、館林市

の T、みどり市の M、それぞれの市のアルファベットから頭文

字をつなげてつくった造語です。県域を超えた両毛６市の連携

により、「いつでも、だれでも、どこでも必要に応じて学べる」

地域づくりを目指しています。

主な活動
・各市の生涯学習イベントに両毛６市コーナー

  を設けてのパネル展示

・各市の公民館職員研修、交流

・生涯学習情報誌（ASKOTM）、イベント

  情報誌の発行

・両毛６市合同イベントの企画

みどり市役所

教育庁舎

みどり市役所

教育庁舎

●● 桐生市役所桐生市役所

●●

太田市社会教育

総合センター

太田市社会教育

総合センター

●●

佐野市役所

田沼庁舎

佐野市役所

田沼庁舎

足利市

生涯学習センター

足利市

生涯学習センター

●●

館林市役所館林市役所

●●

●●

施　設　名

お問い合わせ先

住　　　所 電話番号

足利市教育委員会　生涯学習課

佐野市教育委員会　生涯学習課

桐生市教育委員会　生涯学習課

太田市市民生活部　生涯学習課

館林市教育委員会　生涯学習課

みどり市教育委員会　社会教育課

〒326-0052

〒327-8501

〒376-8501

〒373-0025

〒374-8501

〒376-0101

0284-43-1311

0283-20-3109

0277-46-1111

0276-22-3442

0276-72-4111

0277-76-9846

栃木県佐野市高砂町 1

群馬県桐生市織姫町 1-1

群馬県太田市熊野町 23-19

群馬県館林市城町 1-1

群馬県みどり市大間々町大間々 235-6

栃木県足利市相生町 1-1
（足利市生涯学習センター内）


