「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

公民館、公共施設のロ
1
ビー、各種センターなど

施設等の名称

所在地

電話番号

前橋市文京町二丁
群馬県生涯学習センター
027-224-5700
目20番22号

営業時間

定休日

ホームページURL

・開館時間 9時00分～22時00分（日曜、祝日は9
時00分～17時00分）
・少年科学館 9時30分～17時00分
・視聴覚センター及び情報相談フロア 9時00分～
17時00分

・月曜日（祝休日の場合は翌日）
・年末・年始（12月27日～1月5日）
・開館時間、休館日は臨時に変更する
ことがあります。

http://www.manabi.pref.gunma.jp/

2

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

前橋プラザ元気２１

前橋市本町二丁目
027-210-2273
12-1

8時30分～22時00分

なし（年末年始、機械メンテナンス日等）

http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigy
ousya/331/338/345/p002588.html

3

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

前橋市児童文化センター

前橋市西片貝町五
027-224-2548
丁目8

9時00分～16時30分(夏季休業期間中は１7時00
分)

月曜日及び第二木曜日

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kur
ashi/230/257/005/p010919.html

4

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

前橋市粕川支所

前橋市粕川町西田
027-285-4111
面216-1

午前8時30分～午後5時15分

土日祝日

http://www.city.maebashi.gunma.jp/sos
hiki/simin/kasukawa/index.html

5

図書館、美術館、博物館、
群馬県立図書館
資料館など

前橋市日吉町1-9027-231-3008
1

9時00分～19時00分 (火～金曜日）
9時00分～18時00分（土曜日）
9時00分～17時00分（日曜・祝日）

月曜日、毎月最終木曜日、年末年始

http://www.library.pref.gunma.jp/

6

図書館、美術館、博物館、
アーツ前橋
資料館など

前橋市千代田町五
丁目1番16号 アー 027-230-1144
ツ前橋

11時00分～19時00分

水曜日

http://www.artsmaebashi.jp

7

図書館、美術館、博物館、
阿久沢家住宅
資料館など

前橋市柏倉町604027-280-6511
番地1

9時00分～16時00分

4月から11月：月曜日※ただし、月曜日
が祝日の場合、その翌日は閉館。
12月から3月：月曜日～金曜日（土曜
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kur
日・日曜日・祝日のみ開館）
ashi/230/266/268/p002858.html
※ただし、年末年始（12月29日から1月3
日まで）は閉館。

8

図書館、美術館、博物館、 大室公園民家園・大室は 前橋市西大室町
資料館など
にわ館
2510番地

027-280-6511

9時00分～16時00分

民家園
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kur
4月から11月 月曜日～水曜日
ashi/230/266/270/p003155.html
12月から3月 月曜日～金曜日（12月28
はにわ館
日から1月4日は休園）
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kur
ashi/230/266/270/p013911.html

9

図書館、美術館、博物館、
粕川歴史民俗資料館
資料館など

027-280-6511

10時00分～16時00分

毎週月曜日、火曜日（これらの日が祝
祭日の場合は、これらの祝祭日後の休 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kur
日でない日）
ashi/230/266/270/p012445.html
年末年始(12月28日から1月6日)

9時～17時

土、日、祝

http://www.city.maebashi.gunma.jp

前橋市文京町2-1027-220-5511
1

10時00分～22時00分

なし

http://keyaki-walk.com/

前橋市上泉町680027-232-2500
1

9時～20時

なし

http://www.beisia.co.jp/

10

前橋市粕川町膳
48-1

図書館、美術館、博物館、 前橋市総合教育プラザ教 前橋市岩神町三丁
027-230-9095
資料館など
育資料館
目一番１号

デパート、ショッピングセン
11 ター、スーパーマーケット、 けやきウォーク前橋
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
12 ター、スーパーマーケット、 ベイシア前橋モール店
道の駅、書店など

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

○

7月中は無料の展
示、8/1からは有料
の展示が加わる

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

施設等の名称

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

所在地

電話番号

営業時間

定休日

ホームページURL

デパート、ショッピングセン
ベイシア前橋みなみモー
13 ター、スーパーマーケット、
ル店
道の駅、書店など

前橋市新堀町893

027-210-0888

9時～20時

なし

http://www.beisia.co.jp/

デパート、ショッピングセン
14 ター、スーパーマーケット、 前橋リリカ
道の駅、書店など

前橋市国領町2
丁目14－1

027－231－4180 10時00分～20時00分

無休

http://www.lirica.sc/sys/

２Fに椅子・自販機
等を配置した休憩
スペースを設置して
います。

15 レストラン、食堂、カフェ

そば処 はせ川

前橋市東片貝町
291の1

027-263-2504

１１時～２０時

火

http://www.sobahasegawa.com/

うちわ貸し出し

16 レストラン、食堂、カフェ

パーラーレストラン モモ
ヤ

前橋市千代田町2027-231-5017
12-2

10時～19時

毎週水曜日
第3木曜日

17 レジャースポット

エメラルドボウル

前橋市国領町213-38

10時～23時

年中無休

027-233-6405

http://emeraldbowl.co.jp/

18

公園、自然の中の涼しい
場所など

ぐんまフラワーパーク

前橋市柏倉町2471
027-283-8189
番地7

平日9時00分～17時00分、土日祝9時00分～18時
無休
00分

http://www.flower-park.jp

19

その他（ゆっくり休憩でき
るスペースがある場所）

青木旅館

前橋市富士見町赤
027-287-8511
城山八

6時～22時

無し

http://www.aokiryokan.co.jp/

20

その他（ゆっくり休憩でき
るスペースがある場所）

アリスの森
NPO法人前橋環境保全基 前橋市田口町783
地

9時～17時

月

http://www.alice123.org

おいしい空気が吸
えて、リフレッシュで
きる
FMGUNMAの生放
送番組が観覧可能
です。また、椅子を
10席以上をご用意
してあります。

その他（ゆっくり休憩でき
21
るスペースがある場所）

027-233-3211

FM GUNMAスタジオ・クラ 前橋市若宮町1-4027-234-8000㈹
ブエアー
8 GNビル

８時～20時

無し

http://www.fmgunma.com/index.php

群馬県地球温暖化防止活 前橋市城東町二丁
027-237-1103
動推進センター
目3番8号

9時～17時

土日祝

http://www.gccca.jp/

22

その他（ゆっくり休憩でき
るスペースがある場所）

23

図書館、美術館、博物館、
日本絹の里
資料館など

高崎市金古町888027-360-6300
1

9時30分～17時00分

毎週火曜日（祝日の場合は翌日）

http://www.nippon-kinunosato.or.jp

24

図書館、美術館、博物館、
高崎市立中央図書館
資料館など

高崎市高松町5-28 027-322-7919

火曜日～金曜日 10時00分～20時00分
土曜日、日曜日、月曜日、祝日 10時00分～17時
00分

館内整理日（月１回）、特別整理期間
（春・秋）、
年末年始（12月28日～翌年1月4日）

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

25

図書館、美術館、博物館、
高崎市立箕郷図書館
資料館など

高崎市箕郷町西明
027-371-4486
屋299-1

水曜日～金曜日 10時00分～19時00分
土曜日、日曜日、月曜日、祝日 10時00分～17時
00分

火曜日、館内整理日（月1回）、特別整
理期間（春・秋）、
年末年始（12月28日～翌年1月4日）

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

○
赤城山のクリアファ
イル

○

ぐんまちゃんのうち
わをプレゼント（数
に限りがございま
す。）
○

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

施設等の名称

所在地

電話番号

営業時間

定休日

ホームページURL

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

26

図書館、美術館、博物館、
高崎市立群馬図書館
資料館など

高崎市足門町
1667-1

027-372-6644

火曜日～金曜日 10時00分～19時00分
土曜日、日曜日、祝日10時00分～17時00分

月曜日、館内整理日（月1回）、特別整
理期間（春・秋）、
年末年始（12月28日～翌年1月4日）

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

27

図書館、美術館、博物館、
高崎市立新町図書館
資料館など

高崎市新町3126

0274-42-3100

水曜日～金曜日 10時00分～19時00分
火曜日、館内整理日（月1回）、特別整
土曜日、日曜日、月曜日、祝日 10時00分～17時 理期間（春・秋）、
00分
年末年始（12月28日～翌年1月4日）

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

28

図書館、美術館、博物館、
高崎市立榛名図書館
資料館など

高崎市下室田町
900-4

027-374-2212

火曜日～金曜日 10時00分～19時00分
土曜日、日曜日、祝日 10時00分～17時00分

月曜日、館内整理日（月1回）、特別整
理期間（春・秋）、
年末年始（12月28日～翌年1月4日）

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

29

図書館、美術館、博物館、 高崎市立山種記念吉井図 高崎市吉井町吉井
027-387-7249
資料館など
書館
乙285

火曜日～金曜日 10時00分～19時00分
土曜日、日曜日、祝日 10時00分～17時00分

月曜日、館内整理日（月1回）、特別整
理期間（春・秋）、
年末年始（12月28日～翌年1月4日）

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

30

図書館、美術館、博物館、
高崎市美術館
資料館など

高崎市矢島町110027-324-6125
27

10時～18時（金曜日のみ20時）

毎週月曜日（祝日の場合は開館）、祝日 http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs
の翌日
/2014011000353/

○

31

図書館、美術館、博物館、
高崎市タワー美術館
資料館など

高崎市栄町3-23高
027-330-3773
崎タワー21

10時～18時
金曜日は20時まで

月（月が祝の場合は翌日）

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs
/2014021900025/

○

32

図書館、美術館、博物館、
高崎市片岡町3高崎市山田かまち美術館
資料館など
23-5

10時00分～18時00分（入館は閉館の30分前まで）

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs
月曜日（祝日は開館し、翌日閉館）、祝
/2014040100192/
日の翌日、展示替期間、年末年始

○

33

図書館、美術館、博物館、
高崎市八幡町800高崎市観音塚考古資料館
027-343-2256
資料館など
144

9時～16時

月と祝日の翌日
(月が祝日の場合は火）

http://www.city.takasaki.gunma.jp/

○

34

図書館、美術館、博物館、
かみつけの里博物館
資料館など

9時30分～17時

毎週火

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs オリジナルポスト
/2014010701664/
カード

○

35

図書館、美術館、博物館、 高崎市榛名歴史民俗資料 高崎市榛名山町
資料館など
館
138-1

027-374-9761

9時3０分～16時

毎週火
祝日の翌日

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs
/2013121900188/

○

36

図書館、美術館、博物館、
高崎市少年科学館
資料館など

高崎市末広町
23番地１

027-321-0323

9時～17時

月、年末年始※ただし月が祝日の場合
は開館、翌平日を休館。夏休み期間中 http://www.t-kagakukan.or.jp/
は、月も開館

○

37

図書館、美術館、博物館、 洞窟観音・山徳記念館・徳 高崎市石原町
資料館など
明園
2857

027-323-3766

10時～16時
4～11月の土日祝日のみ17時まで

12月2週、又は
3週目の平日

http://www5.wind.jp./yamatokuen

○

38

図書館、美術館、博物館、
群馬県立近代美術館
資料館など

高崎市綿貫町992-1 027-346-5560

9時30分～17時00分

月曜日(月曜が祝日・振替休日の場合
はその翌日）

http://mmag.pref.gunma.jp/

○

高崎市棟高町1400
027-310-9450
番地

10時00分～22時00分

なし

http://takasaki-aeonmall.com/

デパート、ショッピングセン
39 ター、スーパーマーケット、 イオンモール高崎
道の駅、書店など

027-321-0077

高崎市井出町1514 027-373-8880

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

施設等の名称

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

所在地

電話番号

営業時間

定休日

ホームページURL

高崎市旭町45

027-327-1111

10時～19時
（土、日、祝は～19時30）

無し（元旦のみ）

http://takashimaya.co.jp/takasaki/

デパート、ショッピングセン 高崎ターミナルビル（高崎
高崎市八島町222
41 ター、スーパーマーケット、 モントレー・イーサイト高
番地
道の駅、書店など
崎）

027-322-7211

高崎モントレー 10時～20時30分
イーサイト高崎 9時～21時

高崎モントレー
（1/1・2/１・8/1）
イーサイト高崎（なし）

http://www.m-takasaki.com/

デパート、ショッピングセン
高崎市下小鳥町
42 ター、スーパーマーケット、 株式会社戸田書店高崎店
438-1
道の駅、書店など

027-363-5110

10時～23時

なし

43 レストラン、食堂、カフェ

カフェダイニング デリシャ 高崎市下小鳥町
ス
409-1

027-363-5081

11時～22時30分
(平日16時～17時30分中休み)

平日の月曜日

季節のジェラード

44 レジャースポット

高崎市江木町333群馬レジャーランド高崎駅
1高崎EXビル2階及 027-330-3002
東口店
び地下１階

2階24時間
地下9時～24時

無休

２Fで伝えると、景品
機1回無料券プレゼ
ント、15時以降は数
量限定アイスコー
ヒー無料サービス

デパート、ショッピングセン
40 ター、スーパーマーケット、 高崎髙島屋
道の駅、書店など

http://www.yamazakiya.co.jp/

45

公園、自然の中の涼しい
場所など

群馬県立観音山ファミリー 高崎市寺尾町
パーク
1064-30

027-328-8389

4月～9月（6時30分～18時30分）10月～3月（7時00
分～17時30分）
年末年始
サービスセンター（9時00～17時00）

http://www.kfp-tomo.org

46

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立東公民館

桐生市東5-6-8

0277-43-3088

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/b2221151c6a1fb1f49256b0e004
21644/24c3483e64a721d549256dea002
afc6f?OpenDocument

47

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立西公民館

桐生市永楽町2-16 0277-22-6637

9時～17時15分

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002
e676c/56ed13e278144af949256de9002
5a66c?OpenDocument

48

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立南公民館

桐生市新宿3-9-52 0277-44-4485

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/9082a5ed6262422449256dea001
f31fd?OpenDocument

49

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立北公民館

桐生市東久方町30277-44-7907
3-26

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/454ae934c7a4929649256dea002
02e26?OpenDocument

50

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立昭和公民館

桐生市美原町3-6

0277-43-6056

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/710a7fd9c09c5e6c49256dea002
126b6?OpenDocument

51

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立境野公民館

桐生市境野町2612-4

0277-43-9493

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/f118dae1007f2b2649256dea0021
d265?OpenDocument

○

入館料無料
（施設利用料あり）

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

施設等の名称

所在地

電話番号

営業時間

定休日

ホームページURL

0277-52-7143

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/b0498a05ebc8602349256dea002
268ab?OpenDocument

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/28f36fb838ade4e049256dea0023
1eeb?OpenDocument

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/cad9a1ad346e889649256dea002
70c4b?OpenDocument

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/2b03b029d0462efa49256dea002
7b7e0?OpenDocument

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/79ce21798d2f3b5149256dea002
bf7ad?OpenDocument

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/87b25f5f5bea606a49256dea0028
4722?OpenDocument

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/623a0b8f5bcdf60949256dea002a
206e?OpenDocument

52

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立広沢公民館

桐生市広沢町41970-172

53

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立梅田公民館

桐生市梅田町211-1

0277-32-1483

54

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立相生公民館

桐生市相生町2620-14

0277-53-9494

55

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立川内公民館

桐生市川内町5-17

56

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立桜木公民館

桐生市広沢町23334-1

0277-52-2369

57

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立菱公民館

桐生市菱町21349-1

0277-46-3610

58

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立桜木西公民館

桐生市相生町1451-1

0277-53-4511

59

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市立青年の家

桐生市仲町一丁目
0277-47-2186
8番37号

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/eaeabe87dc7fa39d49256c29001
8ec42?OpenDocument

60

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市役所

桐生市織姫町1番1
0277-46-1111
号

月曜～金曜 9時～17時15分

土・日・祝日

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/42fed222e9b38157492568fd002
b273a/eaeabe87dc7fa39d49256c29001
8ec42?OpenDocument

61

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

62

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

0277-65-8868

桐生市新里町武井 0277-74-2212
桐生市新里総合センター 693番地の1

黒保根支所

桐生市黒保根町水
0277-96-2111
沼182-3

9時～17時15分

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/ac46045db7568f4749256a06002
aa8f2/7ecd52b2499d21a849257633000
96ef3?OpenDocument

月曜～金曜 9時～17時15分

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002
e676c/2385c91906ce49124925732a002
2b7fc?OpenDocument

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

63

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

施設等の名称

総合福祉センター

64

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生広域林業会館

65

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

桐生市子育て支援セン
ター

66 レジャースポット

桐生スターレーン

デパート、ショッピングセン
67 ター、スーパーマーケット、 スマーク伊勢崎
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
68 ター、スーパーマーケット、 ベイシア西部モール店
道の駅、書店など
ぐんまこどもの国児童会
館

所在地

桐生市新宿3-3-19

桐生市相生町3560-5

電話番号

営業時間

定休日

月曜～土曜 9時～17時15分、日曜 9時～17時

祝日

0277-43-0183

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり
交流コーナー
平日の午後5時15
分以降及び土曜・
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
日曜日について
me.nsf/0/4954f240ff89c03b4925754700
は、職員又は警備
1dc262?OpenDocument
員に声かけのうえ
ご利用お願いしま
す。
ホームページURL

小会議室（和室）
会議等が開催され
る場合は利用でき
ない場合がありま
すので、ご利用の
際は桐生広域森林
組合（55-0077）へ
お問い合わせくださ
い。

0277-55-0077

月曜～金曜 9時～17時

0277-46-5031

月曜～金曜 9時～17時15分 土曜～日曜 10時
祝日
～16時

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho
me.nsf/0/bbfb456d976f5168492573b10
018d317?OpenDocument

0277-44-8155

10時～23時

無休

http://www.starlanes.co.jp/kiryu/

伊勢崎市西小保方
0270-30-7114
町368

10時00分～21時00分

なし

http://smark-isesaki.jp/

伊勢崎市宮子町
3423-15

0270-26-1110

9時～20時

なし

http://www.beisia.co.jp/

太田市長手町480
番地

0276-25-0055

9時30分～18時00分 (7/20は、9時30分～17時00
分）

期間中は無し

http://www.kodomonokuni.or.jp

桐生市末広町13-4

桐生市巴町21821-36

土・日・祝日

保健福祉会館内
利用できるのは、小
さなお子さん連れの
方に限ります。
○

69

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

70

図書館、美術館、博物館、 太田市立縁切寺満徳寺資 太田市徳川町3850276-52-2276
資料館など
料館
1

9時30分～17時
（入館は16時30まで）

月（月が祝日の場合は翌日）年末年始

http://www8.wind.ne.jp/mantokuji/

○

71

図書館、美術館、博物館、
太田市立大隅俊平美術館 太田市由良町3051 0276-20-6855
資料館など

9時30分～17時
（入館は16時30まで）

月（月が祝日の場合は翌日）年末年始

http://www.oosumi-museum.jp/

○

72

図書館、美術館、博物館、 太田市立高山彦九郎記念 太田市細谷町
資料館など
館
1324-7

0276-32-5632

9時30分～17時
（入館は16時30まで）

月（月が祝日の場合は翌日）年末年始

http://www5.wind.ne.jp/hikokuro/

○

73

図書館、美術館、博物館、 太田市立新田荘歴史資料 太田市世良田町
資料館など
館
3113-9

0276-52-2215

9時30分～17時
（入館は16時30まで）

月（月が祝日の場合は翌日）年末年始

http://www12.wind.ne.jp/tomohm/

○

74

史跡金山城跡ガイダンス
図書館、美術館、博物館、
太田市金山町40番
施設・太田市金山地域交
0276-25-1067
資料館など
30号
流センター

9時～16時３０分

月（月が祝の場合は翌日）

http://www.city.ota.gunma.jp/

10時00分～21時30分

なし

http://ota-aeonmall.com/

デパート、ショッピングセン
75 ター、スーパーマーケット、 イオンモール太田
道の駅、書店など

太田市石原町81番
0276-47-8790
地

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

施設等の名称

所在地

電話番号

営業時間

定休日

ホームページURL

デパート、ショッピングセン
76 ター、スーパーマーケット、 ベイシアおおたモール店
道の駅、書店など

太田市飯塚町6260276-48-0111
1

9時～20時

元日

http://www.beisia.co.jp/

77 レジャースポット

太田市浜町4-1

0276-45-3421

10時～23時

無休

http://oht-parklane.jimdo.com/

0278-22-0550

火～金9時30分～19時
土・日9時30分～17時

月・祝祭日

http://www.library.numata.gunma.jp

太田パークレーン

78

図書館、美術館、博物館、
沼田市立図書館
資料館など

沼田市西倉内町
821-1

79

その他（ゆっくり休憩でき
るスペースがある場所）

ごったく広場

沼田市下之町8920278-22-1760
8

10時～17時

土、日、祝

http://www3.kannet.ne.jp/~gottaku/

80

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

郷谷公民館

館林市当郷町218

0276-72-4075

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

最終日曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011022500025/

81

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

中部公民館

館林市仲町14-1

0276-73-2161

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

最終日曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011030800049/

82

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

大島公民館

館林市大島町
4375-1

0276-77-1502

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

最終日曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011030800056/

83

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

赤羽公民館

館林市赤生田町
1950-2

0276-72-3306

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

第４月曜日※定休日以外に臨時休館と http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
なる場合もあります。
ocs/2011032900037/

84

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

六郷公民館

館林市新宿一丁目
0276-74-7771
4-30

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

最終日曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011030800070/

85

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

三野谷公民館

館林市上三林町
113

0276-73-4062

9時00分～22時００分※変更となる場合もありま
す。

最終日曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011030800087/

86

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

多々良公民館

館林市西高根町
48-2

0276-74-9174

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

最終月曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011030800094/

87

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

渡瀬公民館

館林市足次町483

0276-72-4070

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

第1月曜日※定休日以外に臨時休館と http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
なる場合もあります。
ocs/2011030800100/

88

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

分福公民館

館林市分福町8470276-75-2288
7

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

最終日曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011030800117/

89

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

西公民館

館林市富士原町
1241-80

9時00分～22時００分※変更となる場合もありま
す。

最終日曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011030800124/

90

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

城沼公民館

館林市松原一丁目
0276-71-0380
22-22

9時00分～22時00分※変更となる場合もあります。

最終日曜日※定休日以外に臨時休館
となる場合もあります。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011030800131/

91

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

館林市三の丸芸術ホール 館林市城町1番2号 0276-75-3030

9時00分～22時00分

クールシェア期間中はなし

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/b
unka/geibun/index.html

92

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

館林市文化会館

9時00分～22時00分

クールシェア期間中はなし

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/b
unka/geibun/index.html

0276-75-3739

館林市城町3番1号 0276-74-4111

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

○

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

施設等の名称

所在地

電話番号

営業時間

定休日

ホームページURL

館林市役所

館林市城町１番１
号

0276-72-4111

8時30分～17時15分

土曜、日曜、祝日

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/

館林市日向町2003 0276-72-8188

9時30分～17時00分

7/21（火）、7/27(月)、8/3(月)、
8/17(月)、8/24(月)、8/31(月）

http://www.gmat.pref.gunma.jp/

93

公民館、公共施設のロ
ビー、各種センターなど

94

図書館、美術館、博物館、
群馬県立館林美術館
資料館など

95

図書館、美術館、博物館、 向井千秋記念子ども科学
館林市城町2-2
資料館など
館

0276-75-1515

9時00分～17時00分

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/k
月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日（土・日曜、祝日は除く）
agakukan/

96

図書館、美術館、博物館、
館林市第一資料館
資料館など

館林市城町3番1号 0276-72-4111

9時00分～17時00分

月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日（土・
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/b
日曜、祝日は除く）、月末整理日（土・日
unka/04_dai1/04_dai1.html
曜、祝日は除く）

97

図書館、美術館、博物館、
田山花袋記念文学館
資料館など

館林市城町1番3号 0276-74-5100

9時00分～17時00分

月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日（土・ http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/b
日曜、祝日は除く）
unka/06_kine/06_kine.html

98

図書館、美術館、博物館、
館林市立図書館
資料館など

館林市城町3番1号 0276-74-2346

9時00分～19時00分 （土・日曜、祝日は9時00分
～１7時００分）

月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日（土・
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/li
日曜、祝日は除く）、月末整理日（土・日
brary/
曜、祝日は除く）

デパート、ショッピングセン
総合住宅展示場 館林ハ 館林市松原1丁目
99 ター、スーパーマーケット、
ウジングステージ
19-48
道の駅、書店など

0276-57-6804

10時～18時

年末年始

http://www.housingstage.jp/exhibition/t
atebayashi/

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

○

○

大人は入館料（３２
０円）がかかりま
す。（但し、８月２日
（日）は「家庭の日」
のため無料）※中
学生以下、６５歳以
上の方、障害者手
帳をお持ちの方は
無料

○

大人は入館料がか
かります。（但し、8
月2日(日)は「家庭
の日」のため無料）
一般：２１０円 団
体：１００円（２０名
以上）※中学生以
下は無料

展示場モニターアン
ケート回答頂いた
方にもれなく日清オ
イリオをプレゼント。
最新の省エネ住宅
が揃った住宅展示
場を涼しく見学でき
ます。

100

図書館、美術館、博物館、 公益財団法人 竹久夢二 渋川市伊香保町伊
0279-72-4788
資料館など
伊香保記念館
香保544-119

9時～18時
(12月～2月までは9時～17時)

無休

http://www.yumeji.or.jp

○

101

図書館、美術館、博物館、 渋川市美術館・桑原巨守 渋川市渋川1901資料館など
彫刻美術館
24

10時～18時

火

http://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou
/bijutsu/kuwahara_koku.html

○

渋川市行幸田字砂
0279-24-8444
田296

9時～20時

元旦

http://www.beisia.co.jp/

渋川市吹屋657-30 0279-22-5111

9時～20時

元旦

http://www.beisia.co.jp/

デパート、ショッピングセン
102 ター、スーパーマーケット、 ベイシア渋川店
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
103 ター、スーパーマーケット、 ベイシア渋川こもち店
道の駅、書店など

0279-25-3215

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

施設等の名称

所在地

電話番号

デパート、ショッピングセン
104 ター、スーパーマーケット、 株式会社 藤岡戸田書店 藤岡市中栗須286 0274-22-2469
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
Wonder GOO TSUTAYA藤
105 ター、スーパーマーケット、
藤岡市上栗須75−１ 0274-25-8851
岡店
道の駅、書店など
106 レジャースポット

藤岡ボウル

定休日

ホームページURL

9時～11時（日・祝日は22時まで）

元旦のみ

9時～24時

なし

http://www.wonder.co.jp

http://www.t-bowl.com

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

藤岡市上大塚
1730-6

0274-24-2570

10時～22時
土：10時～24時

無休

富岡市上黒岩
1674-1

0274-60-1200

9時30分～17時00分

毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はそ
http://www.gmnh.pref.gunma.jp
の翌日）、8月は全日開館

○

0274-62-6200

9時30分～17時
（入館は16時30まで）

月（月が祝日の場合はその翌日）

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

○

富岡市七日市
1712-1

0274-62-5005

10時～23時

なし

http://www.wonder.co.jp

0277-76-1701

9時30分～17時00分（入館は16時30分まで）

毎週月曜日、12/28～1/4

http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku
/

○

107

図書館、美術館、博物館、
群馬県立自然史博物館
資料館など

108

図書館、美術館、博物館、 富岡市立美術博物館・福
富岡市黒川351-1
資料館など
沢一郎記念美術館

デパート、ショッピングセン
109 ター、スーパーマーケット、 Wonder GOO 富岡店
道の駅、書店など

営業時間

○

110

図書館、美術館、博物館、
岩宿博物館
資料館など

みどり市笠懸町阿
左美1790-1

111

図書館、美術館、博物館、
富弘美術館
資料館など

みどり市東町草木８
0277-95-6333
６番地

9時～17時

事業期間中
無し

http://www.city.midori.gunma.jp/tomihir
o/

○

112

図書館、美術館、博物館、
みどり市大間々博物館
資料館など

みどり市大間々町
大間々1030

0277-73-4123

9時～17時

月（月が祝の場合は翌日）

http://www.city.midori.gunma.jp/conodo 化石か鉱物どちら
nt/
かをプレゼント

○

多野郡上野村楢原
0274-20-7070
310-1

9時～17時

ふれあい館／火,こかげ／火,森の体験
http://www.uenomura.ne.jp
館／木,森のギャラリー／木

8時30分～17時30分

なし

9時30分～21時30分

なし

９時～１６時

なし

長野原・草津・六合ステー 吾妻郡長野原町大
0279-82-1515
ション
字長野原1263-5

１０時～15時

不定休

長野原ショッピングパーク 吾妻郡長野原町大
0279-82-2775
レクス
字大津230-1

７時～１９時

無休

9時～18時 ※店舗により異なる

無休

デパート、ショッピングセン
113 ター、スーパーマーケット、 川の駅 上野
道の駅、書店など
114

公園、自然の中の涼しい
場所など

デパート、ショッピングセン
115 ター、スーパーマーケット、
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
116 ター、スーパーマーケット、
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
117 ター、スーパーマーケット、
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
118 ター、スーパーマーケット、
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
119 ター、スーパーマーケット、
道の駅、書店など

関東最大級の鍾乳洞 不 多野郡上野村川和
0274-59-2146
二洞
665
ちぎりいちブックセンター

吾妻郡中之条町
931

浅間酒造観光センター

吾妻郡長野原町大
字長野原１３９２番 0279-82-2045
10

道の駅八ッ場ふるさと館

0279-75-2002

吾妻郡長野原町大
0279-83-8088
字林1567番地4

http://www.uenomura.ne.jp

川の駅下の河原で
川魚を見るための
箱めがねの貸し出
し無料

Wi-Fiの利用無料

○

http://www.asama-sakagura.co.jp/
８／２（日）オープン
予定

http://yambamichinoeki.com/

「ぐんまクールシェア２０１５」クールシェアスポット一覧
※クールシェアの特典がある施設では、「クールシェア」に来ました」と施設の窓口でお伝えください。
※クールシェアスポットは、各施設の可能な範囲で実施をお願いしておいるものであり、冷房の設定温度や実施場所などは、各施設管理状況に応じたものとなります。
また、利用にあたっては、各施設の指示により、適切な利用をお願いします。
No 区分

施設等の名称

所在地

電話番号

営業時間

定休日

ホームページURL

クールシェアスポッ 入館料・施設利
備考
ト利用者への特典
用料あり

お茶サービス

120

図書館、美術館、博物館、 一般財団法人三国路与謝 利根郡みなかみ町
0278-66-1110
資料館など
野晶子紀行文学館
猿ヶ京温泉1175

9時～17時

水・木
祝日の場合は開館

http://www.sarugakyo.or.jp

121

図書館、美術館、博物館、
猿ヶ京関所資料館
資料館など

利根郡みなかみ町
0278-66-1156
猿ヶ京温泉1144

9時～17時

毎週水、木

http://www.sarugakyo.net/sekisyo/

道の駅 月夜野矢瀬親水
公園

利根郡みなかみ町
0278-20-2123
月夜野2936

9時00分～17時00分

4～11月は無休（12～3月は第2・4火曜
日）

http://www.tsukiyono-harvest.com/

道の駅 みなかみ水紀行
館

利根郡みなかみ町
0278-72-1425
湯原1681-1

9時00分～17時00分

7～10月は無休（11～6月は第２・４火曜
http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/
日）

ベイシア月夜野店

利根郡みなかみ町
0278-62-0001
下牧482

9時～20時

元旦

http://www.beisia.co.jp/

125 レストラン、食堂、カフェ

GARBA

利根郡みなかみ町
0278-25-3887
大穴815-3

9時～19時

なし

http://www.garba.jp/

ラスクプレゼント

126 レストラン、食堂、カフェ

Bossa Nova

利根郡みなかみ町
0278-72-6677
大穴841

9時～19時

なし

http://www.bossanova-cafe.com/

チョコビスケット
プレゼント

奥平温泉 遊神館

利根郡みなかみ町
0278-64-2626
入須川378

10時00分～ 21時00分

第2・4木曜日

http://takuminosato.or.jp/yusin/y_index
.html

佐波郡玉村町福島
0270-30-6180
３２５番地

10時～16時

月

http://www.town.tamamura.lg.jp/site/si
ryoukan/

毎月第３水曜日

http://www.tamamura-juku.com

デパート、ショッピングセン
122 ター、スーパーマーケット、
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
123 ター、スーパーマーケット、
道の駅、書店など
デパート、ショッピングセン
124 ター、スーパーマーケット、
道の駅、書店など

127

その他（ゆっくり休憩でき
るスペースがある場所）

128

図書館、美術館、博物館、
玉村町歴史資料館
資料館など

デパート、ショッピングセン
129 ター、スーパーマーケット、 道の駅 玉村宿
道の駅、書店など

佐波郡玉村町上
0270-27-6688
新田604-1

図書館、美術館、博物館、
明和町立図書館
資料館など

邑楽郡明和町南大島１０７３－１
0276-84-5555

9時30分～18時15分

月曜日 館内整理日
特別整理期間

131

図書館、美術館、博物館、 千代田町立山屋記念図書 邑楽郡千代田町大
0276-86-2885
資料館など
館
字赤岩1895-1

9時00分～17時15分

月曜日・火曜日 （月曜祝日の日は開館 http://www.town.chiyoda.gunma.jp/tosy
し、その週の最初の開館日を休館）
okan/index.htm

132

その他（ゆっくり休憩でき
るスペースがある場所）

10：00～12：00、 13：00～17：00、 18：00～20：30

月曜日（但し月曜日が祝日の場合は開 http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kyoi
館し翌日以降の祝日でない日）
ku/sports/sports003.htm

邑楽郡千代田町大
0276-86-3012
字上五箇600-2

○

特別な特典ではあ
りませんが、近隣の
観光案内等

○

9:時30分～20時30分

130

千代田町温水プール

○

年末年始

ミストがでている。
赤ちゃんの駅があ
る。幼児がちょこっ
と遊ぶ場所がある。

http://www.library.meiwa.gunma.jp/

○

