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○印は入館料・施設使用料等がある施設です
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前橋市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

群馬県庁　県民センター
前橋市大手町1-1-1
　群馬県庁　２階

027-226-
2264

 8時30分～17時15分
（ただし、土日祝日は
 9時から）

なし

県民センターでは、県政情報から観光情
報まで「ぐんま」に関する様々な情報の提
供を行っています。行政資料の閲覧や、
パンフレットやチラシの配布、県が作成し
た行政資料の有償頒布も行っています。

　
県民センター内での飲食はできません。
学習や資料閲覧を行うスペースのた
め、お静かにご利用ください。

http://www.pref.gu
nma.jp/01/c011015
5.html

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

群馬県庁　観光展示室・物
産展示室

前橋市大手町1-1-1
　群馬県庁　３１階

027-223-
1111

 8時30分～22時00分
（平日）
 9時00分～22時00分
（土・日・祝日）

なし ３１階観光展示室・物産展示室 　

県庁舎３１階には、県内外からお越しになった方へ、
「群馬県とはこんなところ」「群馬県にはこんな優れた
ものがある」など、群馬県の観光物産を幅広く紹介し
ている観光展示室と物産展示室という、２つのコー
ナーがあります。

http://www.pref.gu
nma.jp/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

群馬県生涯学習センター
前橋市文京町二丁目
20-22

027-224-
5700

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）

少年科学館の科学展示室では科学の面
白さを体験しながら学べます。
視聴覚センターでは、視聴覚ブースにて
DVDやCDの視聴ができます。

　

少年科学館プラネタリウムの観覧料は
大人300円、中学生以下無料です。少
年科学館は施設休館日の他に毎月1回
火曜日整備点検日のため休館となりま
す。

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

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

ＮＰＯ･ボランティアサロン
ぐんま

前橋市大手町1-1-1
群馬県庁昭和庁舎1階

027-243-
5118

月～金（祝日も開館）
10時00分～20時00分
土
10時00分～15時00分

日曜日
1928年に建てられた昭和庁舎の1階にあ
ります。

 15
人程
度ま
で

　

県内のNPOや市民活動に関する情報を
発信したり、ボランティア活動などにつ
いて相談ができる施設です。打合せ用
のテーブルもあります。

http://www.npo.pre
f.gunma.jp/salon.ht
ml

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
１２－１

027-210-
2188

 8時30分～22時00分
なし（機器メンテナン
ス日等）

館内に中央公民館、子育てひろばやこど
も図書館を併設。

　

コンサートや展示会等で利用されるにぎ
わいホール、こどもを対象とした日本最
大級のこども図書館や、市民学習を支
援するための公民館等が集まった、地
域交流を目的とした公共施設。

http://www.city.ma
ebashi.gunma.jp/jigy
ousya/331/338/34
5/p002588.html

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）

前橋市南町三丁目
６２-１

027-221-
4321

 9時00分～22時00分
毎週火曜日（同日が
祝日のときは翌日）

1階市民プラザ、市民ロビー、2階フリース
ペース

　 　
www.maebashi-
cc.or.jp/maebashish
ibun/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

前橋市民文化会館大胡分
館（大胡シャンテ）

前橋市大胡町１５
027-283-
1100

 9時00分～17時00分
毎週月曜日（同日が
祝日のときは翌日）

1階ロビー 　 　
www.maebashi-
cc.or.jp/ohgoshante
/

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
西田面２１６番地１

027-285-
4111

 8時30分～17時15分
土曜日、日曜日、祝
日

１階　情報提供コーナー
 4人
まで

　

http://www.city.ma
ebashi.gunma.jp/so
shiki/simin/kasuka
wa/index.html

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

ベイシア文化ホール
（群馬県民会館）

前橋市日吉町一丁目
10番1号

027-232-
1111

 8時30分～22時00分
　保守点検日
（ 7月10日・11日、 8
月28日）

１階東側玄関ホール内「風の広場」 　
催し物の来場者の混雑状況等により利
用できない場合もあります。

http://www.gunmab
unkazigyodan.or.jp/
kenmin/
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公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

群馬県地球温暖化防止活
動推進センター

前橋市城東町二丁目
3番8号

027-237-
1103

 9時00分～17時00分 土　日　祝日

地球温暖化や生活に役立つECOな情報
を閲覧できるスペースがあります。利用者
の方には、冷たい麦茶等を提供していま
す。

　
温暖化防止や生活に役立つエコな情報
満載の資料を配付しています。

http://www.gccca.j
p/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

群馬県立図書館 前橋市日吉町1-9-1
027-231-
3008

 9時00分～19時00分（火～金）
 9時00分～18時00分（土）
 9時00分～17時00分（日）
子ども読書相談室の開館時間
は17時まで

月曜日（同日が祝日
の時は翌日）、毎月
最終木曜日

　
４階に展望読書室があります。赤城山を
望む席で、ゆったりと読書を楽しんでい
ただけます。

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

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

アーツ前橋
前橋市千代田町
５－１－１６

027-230-
1144

11時00分～19時00分 水曜日 交流ゾーン、ギャラリー１ 　 　
http://www.artsma
ebashi.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

阿久沢家住宅
前橋市柏倉町
６０４番地１

027-284-
0045

 9時00分～16時00分
月・火・水（祝日は開
館）

国重要文化財　阿久澤家住宅は北関東
の平地における典型的な中規模古民家
です。茅葺寄棟造りで土壁となっているた
め夏涼しいです。

30人
まで

　

http://www.city.ma
ebashi.gunma.jp/kur
ashi/230/266/269/
p003166.html

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

大室公園民家園・
大室はにわ館

前橋市西大室町
2510番地大室公園内

027-268-
0439

 9時00分～16時00分 月・火・水曜

園内にある旧関根家住宅は、前橋市指定重要文化財
で、赤城南麓地方にみられる典型的な養蚕農家です。
この建物は、屋根の正面中央部が切り落とされた赤城
型民家で、養蚕を行いやすいように2階の通風、採光を
よくする工夫をしているため夏涼しいです。

30人
まで

　

http://www.city.ma
ebashi.gunma.jp/kur
ashi/230/266/270/
p003155.html

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

粕川歴史民俗資料館
前橋市粕川町
膳４８番地１

027-230-
6388

10時00分～16時00分

月・火（祝日は開館
し、祝日後の休日で
ない日が休館）
※展示替えのための
臨時休館あり

冷房があり、赤城南麓地域を中心とした
考古資料や民俗資料を展示し、地域の文
化や昔の生活を知ることができます。

100
人ま
で

　

http://www.city.ma
ebashi.gunma.jp/shi
setsu/439/p00720
4.html

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

総社歴史資料館 前橋市総社町1584-1
027-212-
2558

 9時00分～16時00分
月曜（祝日は開館し、
祝日後の休日でない
日が休館）

冷房があり、総社地区を中心とした考古
資料や民俗資料を展示し、地域の文化や
昔の生活を知ることができます。

100
人ま
で

　

http://www.city.ma
ebashi.gunma.jp/shi
setsu/439/p00720
6.html

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

萩原朔太郎記念
　水と緑と詩のまち
　前橋文学館

前橋市千代田町
三丁目１２-１０

027-235-
8011

 9時00分～17時00分
水曜日（祝日の場合
は翌日）、年末年始

１階ロビー、３階オープンギャラリー（無料
展示）

　 　
http://www.maebas
hibungakukan.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

ガーデン前橋 前橋市小屋原町472-1
027-267-
1346

10時00分～21時00分
（一部店舗より営業時
間が異なります）

なし
館内で涼しく快適な時間をお過ごしくださ
い。

　

ガーデン前橋は、店舗ごとに外から出
入り可能なオープンモール式を採用した
（一部店舗除く）、前橋・駒形バイパス沿
いショッピングモールです。

http://xgarden-
maebashi.net/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

けやきウォーク前橋 前橋市文京町2-1-1
027-220-
5511

店舗内エリアにより営
業時間が異なります。
詳細は店舗ホームペー
ジにてご確認ください

店舗ホームページに
てご確認ください

　 　
http://keyaki-
walk.com/
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デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

スズラン百貨店　前橋店
前橋市千代田町
2-12-3

027-233-
1111

10時00分～19時00分
8/2（水）、8/23（水）、
8/30（水）

百貨店 　
http://www.suzuran
-dpt.co.jp

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん時沢店
前橋市富士見町
時沢791

027-289-
1335

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせんロ－ズタウン店 前橋市江木町1701-1
027-230-
3311

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん前橋駒形店 前橋市東善町43-1
027-289-
3553

 9時00分～22時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

前橋リリカ 前橋市国領町２-１４-１
027-231-
4180

10時00分～20時00分
（一部店舗は、異なりま
す）

なし
館内中央エスカレーター付近のレストス
ペース（１Ｆ、２Ｆ）

　 特になし
http://www.lirica.sc
/

レストラン、食
堂、カフェなど 群馬會舘食堂

前橋市大手町2-1-1
　地階

027-221-
2595

11時30分～14時00分
17時00分～20時00分

水曜定休（他、夏期
休みあり）

昭和５年に建てられ文化財として親しま
れている群馬会館の地下にあります西洋
料理店です

　

建物と共に８６年、伝統の味を守り続け
ている西洋料理店です。懐かしい味の
ハヤシライスやハンバーグからウェディ
ングのコース料理まで幅広く料理を全て
手作りで丁寧におつくりしています。

http://cokyuan.com

レストラン、食
堂、カフェなど Ｇ　ＦＡＣＥ　ＣＡＦＥ

前橋市大手町1-1-1
　昭和庁舎１階

027-243-
1586

 9時00分～18時00分 不定休
県庁昭和庁舎の中にあるウィーンスタイ
ルのカフェです

　

悠久の時を刻み続ける昭和庁舎でウィーンのコー
ヒー文化に触れてみませんか。当店ではウィーンスタ
イルのコーヒーやケーキ、そしてランチもご用意してお
ります。又、ライブやコンサートも催しております。
（ウィーンカフェハウス協会会員）

http://cokyuan.com

レストラン、食
堂、カフェなど

タリーズコーヒー
前橋みなみモール店

前橋市新堀町940
　蔦屋書店前橋みなみ
モール店内1F

027-290-
3880

平日
10時00分～22時00分
土日祝
 8時00分～22時00分

なし 涼しい店内で是非おくつろぎください。 　

　ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待
ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30
円引きさせていただきます。（マイボトルは、タンブラー
のほかマグカップもＯＫです。）

http://www.tullys.c
o.jp/

レストラン、食
堂、カフェなど 日本料理　くろ松

前橋市大手町1-1-1
　群馬県庁舎31F

027-220-
1131

11時30分～22時00分 なし 前橋の街並みを堪能することが出来ます ○

ランチタイムご利用のお客様にはコー
ヒーをセルフにてサービスしておりま
す。　※但し、お料理ご注文のうえお食
事された方に限ります。

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　フォレストモール新前橋
ショップ

前橋市古市町180-1
027-254-
0087

10時00分～21時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 3／24
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レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　前橋荒牧ショップ

前橋市荒牧町２丁目
１４－２４

027-231-
2501

 9時00分～20時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　前橋片貝ショップ

前橋市上泉町１５番２
027-234-
3318

 9時00分～21時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ　ベイシア
前橋みなみモールショップ

前橋市新堀町893番地
027-290-
3113

10時00分～20時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　けやきウォーク前橋
ショップ

前橋市文京町
２丁目１－１

027-243-
7767

10時00分～22時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レジャースポット 前橋市児童文化センター
前橋市西片貝町
五丁目８番地

027-224-
2548

 9時00分～16時30分
※夏休み期間は
 9時00分～17時00分

月曜日（祝日の場合
は翌日休館）、第２木
曜日

エントランスホール等、館内の共有スペー
ス

　
「学び」と「遊び」の活動拠点として、子ど
もたちの夢を育て可能性を広げる総合
文化施設です。

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

レジャースポット エメラルドボウル 前橋市国領町2-13-38
027-233-
6405

10時00分～23時00分 なし
フロアにテーブル・椅子あり　ゲームコー
ナー併設

　
広々としたフロアで快適空間の提供　駐
車場４８０台（共用）　　詳細はホーム
ページへ

http://emeraldbowl.
co.jp/

その他（ゆっくり
休憩できるス
ペースがある場
所）

上毛共済生活協同組合 前橋市大友町1-5-5
027-210-
7733

 9時00分～17時00分
土曜・日曜・祝祭日及
び8/14・15

群馬県認可の生活協同組合として、地域
貢献に取り組んでいます。事務局内の共
用スペースで組合員の皆様をはじめ県民
の皆様に快適に過ごしていただけます。

 8人
まで

　 「上毛共済うちわ」をプレゼントします。
http://jomokyosai.o
r.jp

その他（ゆっくり
休憩できるス
ペースがある場
所）

上毛電気鉄道
中央前橋駅

前橋市城東町３丁目
1番1号

027-231-
3597

 7時00分～19時00分 なし
上毛電気鉄道中央前橋駅お客様待合室
を指定させていただきました

その他（ゆっくり
休憩できるス
ペースがある場
所）

東日本旅客鉄道株式会社
前橋駅

前橋市表町二丁目
29-16

非公開  5時20分～24時30分 なし

・北口駅前ドライミスト下は約2度ほど気温が下がる。
・駅コンコースは高架下のため多少気温が低いので暑さ
をしのげる。
・待合室は冷房設備があり自由に使用できる。

待合
室は
20人
まで

　

その他（ゆっくり
休憩できるス
ペースがある場
所）

弁天村
前橋市千代田町
３丁目１０−１

 7時00分～11時00分
17時00分～21時00分

水曜定休日 　１Ｆの4席のフリースペース
14人
まで

　 　
http://www28.atpag
es.jp/~bentenmitra/
index.html/T1.htm

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 4／24
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高崎市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

高崎市市民活動センター・
ソシアス

高崎市足門町1669-2
027-329-
7114

 9時00分～22時00分 なし、臨時休館あり

共有スペースとして、「情報提供コー
ナー」があります。丸テーブルが８個、椅
子が約５０脚あります。一部、飲食ができ
るコーナーになっています。

　 　
http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2014010600684/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

高崎市中央公民館 高崎市末広町27
027-322-
5071

 9時00分～22時00分
祝祭日、保守点検日
（毎月末日）

玄関ロビーのみの利用となります。なお、
空調の温度調節はできませんので、あら
かじめご了承ください。

20人
まで

　 玄関ロビーでの飲食は可能です。
http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2013122401134/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

高崎市東部公民館 高崎市貝沢町333番地
027-361-
2651

 9時00分～21時00分
※クールシェアの利用
は、平日の 9時00分～
17時00分

７月１７日、８月１１日
～１６日

１階談話コーナー（平日、午前９時～５時
まで）
２階図書室（平日、午前９時～午後４時３
０分まで）

　

　図書室には乳幼児用おもちゃを備え
ています。読書や学習以外にも、こども
の遊び場、子育て世代のおしゃべりや
交流の場としてご利用いただけます。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

高崎市西部公民館
高崎市金井淵町
３５番地３

027-343-
6094

 9時00分～17時00分
（図書室）

土日祝日、8/14～16

１階の図書室が利用可能です。所蔵の本
を読みながら過ごせます。
なお、空調の温度調節はできませんの
で、あらかじめご了承ください。

12人
まで

　
飲食は隣の学習室にて可能です（学習
室の利用がない場合のみ）。なお、ゴミ
は各自お持ち帰りください。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2013122500660/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

高崎市東公民館 高崎市弓町119番地9
027-328-
3030

 9時00分～21時00分
※クールシェアの利用
は、平日の 9時00分～
17時00分

７月１７日、８月１１日
～１６日

２階談話コーナー（平日、午前９時～５時
まで）

　
談話コーナーでは飲食自由です。ただ
ゴミは各自でお持ち帰りください。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

高崎市倉渕公民館
高崎市倉渕町
三ノ倉303

027-378-
3113

 9時00分～19時00分
（図書室）

祝日休館　7/17、
8/11～13、8/19

倉渕公民館の図書室です。倉渕支所と同
じ建物の１階です。

　
図書室ですので、本を読んだりビデオや
ＤＶＤを視聴できます。飲食は隣の市民
ロビーでお願いします。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2013122401257/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

群馬県立日本絹の里
高崎市金古町
888番地の1

027-360-
6300

 9時30分～17時00分

7/4・7/11～7/14・
7/18・7/25
8/1・8/8・8/15・
8/22・8/29～8/31

蚕糸絹業に関わる情報発信の拠点とし
て、染織等の体験学習機能や、養蚕から
絹織物まで親しむことのできる絹の総合
博物館です。

○

繭や生糸に関する資料や群馬県の絹製品などの展
示、絹を使った染織体験などにより、多くの人々が集
い、伝統ある群馬県の蚕糸絹業の足跡と天然繊維で
あるシルクの素晴らしさを紹介しています。

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

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎シティギャラリー
高崎市高松町
３５番地１

027-328-
5050

 8時30分～17時15分 なし ２階アートインフォメーションルーム 　 　

http://www.takasak
i-
foundation.or.jp/gall
ery/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市観音塚考古資料館
高崎市八幡町
８００－１４４

027-343-
2256

 9時00分～16時00分 月曜日 展示室、ホール ○
資料館ホールまでは無料。展示室観覧
の場合、入館料が必要です。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2014010800114/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 5／24
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図書館、美術
館、博物館、資
料館など

かみつけの里博物館
高崎市井出町
1514番地

027-373-
8880

 9時30分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

毎週火曜日
展示室・博物館ホール、ミュージアム
ショップ、学習コーナー

○

博物館ホールまでは無料。展示室観覧
の場合、入館料が必要です。クールシェ
アで来館の旨、お申しでいただいたお客
様に、オリジナルポストカード1枚（一家
族）プレゼント。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2014010701664/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市
榛名歴史民俗資料館

高崎市榛名山町138-1
027-374-
9761

 9時30分～16時00分 毎週火曜日 展示室 ○
標高800メートルの高地にあるため、夏
季はとても涼しい環境です。
65歳以上の人、中学生以下は入場無料

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2013121900188/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市吉井郷土資料館
高崎市吉井町
吉井２８５

027-387-
5235

 9時30分～16時30分 月曜日 １階及び２階展示室、２階休憩スペース 　

１階展示室は、吉井藩主家資料、馬庭念流資料、火
打金資料の展示及び火打金の体験コーナーがある。
２階展示室は、自然史、考古から近代までの資料を
展示している。エレベーターは、不設置。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2013121900157/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

多胡碑記念館 高崎市吉井町池1085
027-387-
4928

 9時30分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

月曜日（祝日の場合
はその翌日）

１階、２階展示室 ○
大人２００円、大学生１００円。
高校生以下、満６５歳以上、身障者とそ
の介護者１名は無料

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2013121900164/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市立中央図書館
高崎市高松町
５番地２８

027-322-
7919

 土・日・月・祝日
10時00分～17時00分
火～金
10時00分～20時00分

毎月最終水曜日 　 　 　
http://lib.city.takas
aki.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市立箕郷図書館
高崎市箕郷町
西明屋２９９－１

027-371-
4486

 月・土・日・祝日
10時00分～17時00分
水～金
10時00分～19時00分

火曜日　・　毎月最終
金曜日

　 　 　
http://lib.city.takas
aki.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市立群馬図書館 高崎市足門町1667-1
027-372-
6644

土・日・祝日
10時00分～17時00分
火～金
10時00分～19時00分

月曜日　・　毎月最終
木曜日

　 　 　
http://lib.city.takas
aki.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市立新町図書館 高崎市新町３１２６
0274-42-
3100

月・土・日・祝日
10時00分～17時00分
水～金
10時00分～19時00分

火曜日　・　毎月最終
金曜日

　 　 　
http://lib.city.takas
aki.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市立榛名図書館
高崎市下室田町
900番地4

027-374-
2212

土・日・祝日
10時00分～17時00分
火～金
10時00分～19時00分

月曜日　・　毎月最終
木曜日

館内のすべてのエリアで理想的なクール
シェアができます。

　

１階の高崎市榛名福祉会館、高崎市榛
名地域活動支援センター、高崎市榛名
児童館との複合施設で、人にも地域に
も優しい福祉と文化教育の交流スポット
です。

http://lib.city.takas
aki.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市立
山種記念吉井図書館

高崎市吉井町
吉井２８５－５

027-387-
7249

土・日・祝日
10時00分～17時00分
火～金
10時00分～19時00分

月曜日　・　毎月最終
金曜日

　 　 　
http://lib.city.takas
aki.gunma.jp/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 6／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市美術館 高崎市八島町110-27
027-324-
6125

10時00分～18時00分
（金曜日のみ～20時00
分）

月曜日（但し７月１７
日は祝日のため開館
し翌１８日休館）

涼しく快適な時間を過ごせる場所 ○
中学生以下、６５歳以上は入館料無
料。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2014011000353/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市タワー美術館 高崎市栄町３－２３
027-330-
3773

10時00分～18時00分
（金曜日のみ～20時00
分）

月曜日（但し７月１７
日は祝日のため開館
し翌１８日休館）

涼しく快適な時間を過ごせる場所 ○

高崎駅東口とデッキで直結している美
術館。
中学生以下、６５歳以上は入館料無
料。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2014021900025/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市山田かまち美術館
高崎市片岡町三丁目
２３-５

027-321-
0077

10時00分～18時00分
月曜日（但し７月１７
日は祝日のため開館
し翌１８日休館）

涼しく快適な時間を過ごせる場所 ○
中学生以下、６５歳以上は入館料無
料。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2014040100192/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市染料植物園
　屋内生態園休憩室

高崎市寺尾町2302-11
027-328-
6808

 9時00分～16時00分
但し、土曜・日曜・祝日
の閉館時間は17時

7/3、7/10、7/18、
7/24、7/31、8/7、
8/14、8/21、8/28

屋内生態園休憩室は２階建て、園内を散
策していただく方の休憩場所です。室内
にはトイレ・洗面所・清涼飲料水自動販売
機２台、テーブルとイスが設置され飲食可
能です。

50人
まで

　

染織文化や古代からの染織の変遷をそ
の時代に主に使われた染料植物を紹介
する全国でめずらしい施設です。園内
は無料で散策できますが、染色工芸館
は有料です。

http://www.city.tak
asaki.gunma.jp/doc
s/2014011400979/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

高崎市少年科学館
高崎市末広町
２３番地１

027-321-
0323

 9時00分～17時00分 7/3,7/10,7/18 展示コーナー 　 　
http://www.t-
kagakukan.or.jp

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

洞窟観音・山徳記念館・
徳明園

高崎市石原町２８５７
027-323-
3766

平日
10時00分～16時00分
土日祝日
10時00分～17時00分

なし

洞窟観音内は外気温が35℃を超えても
自然に17℃に保たれています。洞窟の入
口と出口の高低差により自然に空気が流
れ、特に入口付近の涼しさは格別です！

○

高崎田町の豪商「山田徳蔵」が高崎市
民の為に建設した壮大な観光霊場で
す。高橋楽山作の坂東33観音像が安置
され、洞窟内全体が芸術作品として演
出されております。

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

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

群馬県立近代美術館
高崎市綿貫町
９９２番地１

027-346-
5560

 9時30分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

月曜日（休日の場合
はその翌日。８／１４
は開館）

当美術館は、群馬県ゆかりの画家（福沢
一郎、山口薫など）や、日本と中国の古美
術のコレクション、日本と西洋の近代美
術、現代美術など、幅広い分野の作品が
あります。

○

快適で静かな当美術館の環境の中で、芸術作品をご
堪能ください。コレクション展示：一般３００円・大高生１
５０円（企画展示は展覧会により異なります）　中学生
以下は無料

http://mmag.pref.g
unma.jp

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

群馬県立歴史博物館
高崎市綿貫町
９９２番地１

027-346-
5522

 9時30分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）　※７月１５日グラン
ドオープン以降

７／１８，２４，３１　８／７，２
１，２８

群馬の歴史を展示する県立の歴史博物館です。県立公
園ぐんまの森の中にあり、自然豊かな環境の中に立地
しています。駐車場は、ぐんまの森の駐車場を無料で利
用できます。隣接には群馬県立近代美術館も立地して
います。

○

群馬の歴史を通史で紹介する常設展示室と多種多様
なテーマで群馬を紹介する企画展示室のほか、無料
の学習ホール内では、情報検索や図書を閲覧できる
コーナー、ミュージアムショップも利用できます。

http://grekisi.pref.g
unma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

群馬県立土屋文明記念文
学館

高崎市保渡田町
2000番地

027-373-
7721

 9時30分～17時00分
毎週火曜閉館（ただ
し、8月15日を除く）

１階映像展示室で、「万葉集　東歌紀行」
「土屋文明　ひととなり」などの映像を鑑
賞することができます。展示観覧中の方
のために、静かにお過ごしくださいますよ
うご協力ください。

42人
まで

　

7/15から9/18まで、漱石、谷崎、芥川、
啄木ら10名の文豪の直筆の手紙を紹介
する企画展「愛の手紙　－文学者の
様々な愛のかたち－」（要観覧料）を開
催中です。

http://bungaku.pref
.gunma.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅　くらぶち小栗の里
高崎市倉渕町
三ノ倉２９６-１

027-384-
8282

 9時00分～22時00分 第２木曜日 休憩コーナー他
20人
まで

　

地域の観光や歴史・文化などの情報発
信基地です。倉渕の緑豊かな大地で
育った米や新鮮な農産物を販売し、食
堂では旬の食材を活かした郷土料理な
どを提供しています。

http://www.kurabu
chi-oguri.com/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 7／24
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○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

アピタ高崎店
高崎市矢中町字
渕ノ内668-1

027-346-
1001

店舗内エリアにより営
業時間が異なります。
詳細は店舗ホームペー
ジにてご確認ください

店舗ホームページに
てご確認ください

　 　
http://www.uny.co.j
p/shop/201/index.
html

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

イオンモール高崎
高崎市棟高町
1400番地

027-310-
9000

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
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

スズラン　高崎店 高崎市宮元町13-1
027-326-
1111

10時00分～19時00分
8月1日（火）・8日
（火）・15日（火）・22日
（火）・29日（火）

　 　
http://www.suzuran
-dpt.co.jp

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

高崎モントレー 高崎市八島町222番地
027-324-
0550

10時00分～20時30分 8月22日 館内の各フロアーに椅子が設置してある 　 　
http://www.m-
takasaki.com/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん箕郷店
高崎市箕郷町
上芝240-5

027-360-
7600

 9時00分～22時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん菅谷店 高崎市菅谷町20-991
027-360-
6233

 9時00分～21時45分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん群馬町店 高崎市中泉町605-26
027-372-
0123

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

レストラン、食
堂、カフェ

カフェダイニング
デリシャス

高崎市下小鳥町409-1
027-363-
5081

11時00分～22時30分
平日の月曜日
平日の木曜日のディ
ナータイム

店内客席　テーブル席　　９
　　　　　　　カウンター席　１

36人
まで

○
飲食していただき、クールシェアで来ま
したと言われた方に季節のジェラート
サービス

レストラン、食
堂、カフェなど

タリーズコーヒー
高崎店

高崎市八島町20
 淡路ビル1F

027-310-
1260

平日
 7時20分～20時00分
土日祝
 8時30分～20時00分

なし 涼しい店内で是非おくつろぎください。 　

　ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待
ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30
円引きさせていただきます。（マイボトルは、タンブラー
のほかマグカップもＯＫです。）

http://www.tullys.c
o.jp/

レストラン、食
堂、カフェなど

タリーズコーヒー
ウニクス高崎店

高崎市飯塚町1150-5
ウニクス高崎　2F

027-386-
3531

 9時30分～22時00分 なし 涼しい店内で是非おくつろぎください。 　

　ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待
ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30
円引きさせていただきます。（マイボトルは、タンブラー
のほかマグカップもＯＫです。）

http://www.tullys.c
o.jp/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 8／24
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レストラン、食
堂、カフェなど

タリーズコーヒー
高崎モントレー店

高崎市八島町222番地
高崎モントレー4F

027-310-
5040

10時00分～20時30分
高崎モントレー休館
日に準ずる
（8月22日）

涼しい店内で是非おくつろぎください。 　

　ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待
ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30
円引きさせていただきます。（マイボトルは、タンブラー
のほかマグカップもＯＫです。）

http://www.tullys.c
o.jp/

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　高崎小鳥町ショップ

高崎市下小鳥町446-7
027-362-
9414

 9時00分～22時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　高崎東ショップ

高崎市高関町５６－１
0273-25-
8636

 9時00分～22時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　イオンモール高崎ショッ
プ

高崎市棟高町
1400番地

027-310-
9166

10時00分～22時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　高崎駅ビルショップ

高崎市八島町２２２
027-322-
3343

 7時30分～22時30分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

公園、自然の中
野涼しい場所な
ど

群馬県立
観音山ファミリーパーク

高崎市寺尾町
1064－30

027-328-
8389

 7時30分～18時30分 なし
自由に休憩できる交流室や様々な活動を
行う工房があり、涼をもとめて自然の森を
散策することもできます。

　
本園では子育て支援の取り組みや年配
者向けの取り組みを積極的に行い、幅
広い皆様にご利用いただいています。

http://ｗｗｗ.kfp-
tomo.org

桐生市

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丁目6番8号
0277-43-
3088

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/higa
shi/1001101.html

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番16号
0277-22-
6637

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/nish
i/1001087.html

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丁目
9番52号

0277-44-
4485

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/min
ami/1001103.html

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 9／24

http://www.tullys.co.jp/
http://www.tullys.co.jp/
http://www.misterdonut.jp/
http://www.misterdonut.jp/
http://www.misterdonut.jp/
http://www.misterdonut.jp/
http://www.misterdonut.jp/
http://www.misterdonut.jp/
http://www.misterdonut.jp/
http://www.misterdonut.jp/
http://www.kfp-tomo.org/
http://www.kfp-tomo.org/
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/higashi/1001101.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/higashi/1001101.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/higashi/1001101.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/higashi/1001101.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/nishi/1001087.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/nishi/1001087.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/nishi/1001087.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/nishi/1001087.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/minami/1001103.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/minami/1001103.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/minami/1001103.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaiji/kouminkan/minami/1001103.html


「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

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3丁目
3番26号

0277-44-
7907

月曜日～日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/kita
/1001115.html

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番6号
0277-43-
6056

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/sho
wa/1001082.html

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2丁目
612番地の4

0277-52-
2369

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/sak
aino/1001064.html

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4丁目
1970番地の172

0277-52-
7143

月曜日～日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/hiro
sawa/1001067.html

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2丁目
11番地の1

0277-32-
1483

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/ume
da/1001106.html

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2丁目
620番14号

0277-53-
9494

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/aioi
/1001092.html

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丁目
17番地

0277-65-
8868

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/kaw
auchi/1001089.html

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2丁目
3334番地の1

0277-52-
2369

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/sak
uragi/1001073.html

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2丁目
1349番地の1

0277-46-
3610

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/hish
i/1006250.html

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
１－451－１

0277-53-
4511

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日
 9時00分～17時00分

祝日、振替休日 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/kurashi/shog
aiji/kouminkan/sak
uraginishi/1001077.
html

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 10／24
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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号
0277-46-
1111

 9時00分～17時15分
土　日　祝日、振替休
日

本庁舎２階　市民サロン 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/shisetsu/shi
yakusho/1005238.h
tml

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
8番37号

0277-47-
2186

月曜日～土曜日
 9時00分～21時00分
日曜日及び祝日、振替
休日
 9時00分～17時00分

※毎月末日の平日は
館内保守点検日とな
ります。

ロビー 　 　
http://www.city.kiry
u.lg.jp/shisetsu/ken
shu/1001696.html

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

桐生市新里総合センター
桐生市新里町
武井693番地1

0277-74-
2211

 9時00分～17時15分 3階ロビー 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/shisetsu/bun
ka/niisato/1002920
.html

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

黒保根支所
桐生市黒保根町
水沼１８２－３

0277-96-
2111

 9時00分～17時15分
土　日　祝日、振替休
日

２階和室 　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/shisetsu/shi
yakusho/1005240.h
tml

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

桐生市総合福祉センター 桐生市新宿3－3－19
　0277-43-
0183

 9時00分～17時15分 祝日、振替休日
交流コーナー
土曜・日曜日については、職員又は警備
員に声かけのうえご利用お願いします。

　 　
http://www.city.kiry
u.lg.jp/shisetsu/hok
en/1002925.html

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

桐生市末広町13番4号
0277-46-
5031

月曜日～金曜日
 8時30分～17時15分
土曜日及び日曜日
10時00分～16時00分

祝日、振替休日
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。

　 　

http://www.city.kiry
u.lg.jp/shisetsu/kos
odate/1006241.htm
l

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

桐生市民活動推進セン
ター“ゆい”

桐生市末広町11-1
0277-47-
4066

平日：
10時00分～21時00分
土日祝：
10時00分～18時00分

 8/4～8/7は桐生ま
つり事務局設置のた
め利用できません

センターゆい内の会議室。活動団体が会
議室利用の場合は、利用できないことが
あります。

20人
まで

　

桐生市が設置し、市民団体であるきりゅ
う市民活動推進ネットワークが管理・運
営しています。公設・市民営という形の、
さまざまな市民活動を応援するための
拠点施設です。

http://kiryunet.org/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

MEGAドン・キホーテ
桐生店

桐生市永楽町5-10
0277-47-
3810

 9時00分～23時00分 なし
店内省エネ設定温度です。レストスペー
スとして１階中央プラザ・２階キッズランド
等ご利用いただけます。

　

MEGAドン・キホーテ、長崎屋衣料品と２８の専門店の
大型ショッピング施設です。子育て支援事業、桐生市
各パスポート事業に参加。食料品・ファッション・実用
品・ホビー・電気製品など、驚安価格でご提供。

http://www.donki.c
om/

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　桐生ショップ

桐生市新宿２丁目
３－８

0277-20-
8805

 9時00分～21時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　桐生相生ショップ

桐生市相生町５丁目
４７－７

0277-40-
2178

 9時00分～21時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 11／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

その他（ゆっくり
休憩できるス
ペースがある場
所）

重要文化財　彦部家住宅
桐生市広沢町６丁目
877

0277-52-
6596

10時00分～16時00分  7月 2日（日）

彦部家住宅は山と土塁に囲まれた敷地
内に主屋・長屋門・冬住み（隠居屋）・文
庫倉・穀倉を配置し西南には池泉回遊式
の室町風庭園が中世武家屋敷の面影を
今に伝えている国の重要文化財です。

○

入館料５００円（２０名以上の団体１割引き）
散策には案内ガイドが付きます。建物５棟、竹林内に
鎮座する竹ヶ岡八幡宮、後背の枡形門、桐生市指定
天然記念物「異種合体木」等見学に４０～６０分を要し
ます。平日来館者は電話予約がお勧めです。

http://www.hikobek
e.jp/

伊勢崎市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

群馬県立ふれあいスポー
ツプラザ

伊勢崎市下触町238-3
0270-62-
9000

 9時00分～20時00分 施設カレンダーによる １階ラウンジ・２階ギャラリー 　

障害者・高齢者は無料で利用（手続要）
できるスポーツ施設です。前記以外の
方は利用料が必要です。対象者を利用
者に限定させていただきます。

http://www.sunfield
.ne.jp/~fureai

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

アピタ伊勢崎東店
伊勢崎市三室町5330
番地

0270-20-
8111

店舗内エリアにより営
業時間が異なります。
詳細は店舗ホームペー
ジにてご確認ください

店舗ホームページに
てご確認ください

　 　
http://www.uny.co.j
p/shop/205/index.
html

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

イトーヨーカドー伊勢崎店 伊勢崎市連取町1507
0270-26-
5111

10時00分～21時00分 なし

たくさんの方々にご利用していただけます
よう、快適な温度の維持に努めておりま
す。夏の暑い日を当店で、楽しく・涼しくお
過ごしください。

　 　
http://blog.itoyokad
o.co.jp/shop/166/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

SMARK 伊勢崎
伊勢崎市西小保方町
368

0270-30-
7114

10時00分～21時00分
（一部店舗により異な
る）

なし
入口付近にはポップアップ噴水など、目で
見ても遊んでも涼しい演出も。館内には
ゆったりとくつろげるソファを多数設置。

　

SMARKは、約180のショップと10スクリーンのシネマ・
コンプレックスを有する、ショッピングに留まらずシネ
マやアミューズ、お食事などファミリーで一日中楽しめ
る北関東最大級のショッピングモールです。

http://smark-
isesaki.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん平和町店 伊勢崎市平和町19-1
0270-40-
7888

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん茂呂店
伊勢崎市茂呂町2丁目
2776

0270-40-
5010

 9時00分～22時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　伊勢崎宮子ショップ

伊勢崎市宮子町289-1
0270-21-
2555

10時00分～21時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　スマーク伊勢崎ショップ

伊勢崎市西小保方町
368　スマーク伊勢崎内

0270-61-
0213

 9時00分～22時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 12／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

太田市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

太田行政センター
　本陣ホール

太田市本町２０番１号
0276-22-
2603

 9時00分～21時00分
毎月月末に館内清掃
のための休館日有り

本陣ホールは、土日祭日も含めて、市民
に開放されたスペースです。

　

本陣ホールは、行政センターの施設のため、各種会
議等の貸切で、利用できない日があります。またホー
ル内は、学生の学習の場としても利用されており、大
きな声での会話は、ご遠慮いただいております。

http://www.city.ota
.gunma.jp/index.htm
l

レジャースポット ぐんまこどもの国児童会館 太田市長手町480番地
0276-25-
0055

 9時30分～17時00分
＊夏休み期間中の土
日祝並びにお盆は18
時まで開館

 7/3､10、18

総合公園内にある大型児童館。科学展
示室、図書室、工作室、乳幼児用遊戯
室、プラネタリウムなどがあり、涼しい館
内で楽しく過ごせます。

　
プラネタリウム観覧料大人３００円（幼
児・小・中学生無料）

https://kodomonok
unijidoukaikan.jimdo.
com/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

太田市立史跡金山城跡ガ
イダンス施設＋太田市金
山地域交流センター

太田市金山町40-30
0276-25-
1067

 9時00分～17時00分
(入館は16時30分まで）

　毎週月曜日（月曜
祝日の場合は翌日休
み）

ガイダンスルームでは金山城の歴史を展
示や映像で紹介している。また、定員５０
名の広さのコミュニティルームでは貸切り
利用の無い時に無料で開放しており、自
由に利用ができる。

　

ガイダンス施設は、金山城跡の歴史を
紹介する歴史学習の場、金山来訪者の
憩いの場であり、施設南側には金山地
域交流センターが併設されている。施設
設計者は、建築家「隈研吾」氏。

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

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

イオンモール太田 太田市石原町81番地
0276-47-
8790

10時00分～22時00分 なし

今年はイオンモールで『涼も～る』をテー
マに、お客さまが快適にお過ごし頂ける
館内温度を調節しております。緑あふれ
るギャザリングスペース、お子さまが遊べ
るスペースもございます。

　 　
http://ota-
aeonmall.com/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん東矢島店 太田市東矢島町194
0276-47-
2123

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん城西の杜店 太田市城西町80-1
0276-33-
7727

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん大原店 太田市大原町1701-2
0277-79-
0220

 9時00分～22時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん太田新井店 太田市新井町377-6
0276-45-
5511

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん太田八幡町店 太田市八幡町29-13
0276-55-
6070

 9時00分～22時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 13／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅おおた 太田市粕川町701-1
0276-56-
9350

 9時00分～19時00分
７月１２日(水)１３日
(木)

休憩コーナーは７月１２日(水)１３日(木)も
２４時間利用可能です。

　

東毛地区唯一の道の駅です。トイレ、駐
車場、休憩コーナー（年末年始を除く）
は２４時間ご利用いただけます。お気軽
にお立ち寄り下さい。

http://michinoeki-
ota.com/

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　イオンモール太田ショッ
プ

太田市石原町８１
0276-47-
8771

10時00分～22時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

沼田市

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

沼田市立図書館 沼田市西倉内町821-1
0278-22-
0550

平日
 9時30分～19時00分
土・日
 9時30分～17時00分

月・祝祭日 　 　

だれでも自由に、そして気軽に利用でき
る開かれた図書館、市民の身近な本棚
として親しまれる図書館を目指しており
ます。ぜひご利用ください。

http://www.library.n
umata.gunma.jp

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

白沢高原温泉　望郷の湯
沼田市白沢町
平出1297番地

0278-53-
3939

10時00分～22時00分
 7月11日（火）閉館
日、 8月は無休

温泉館内無料休憩所（50畳大広間）、有
料個室 3室（休憩のみ）

○

２時間　大人 560円　小人 310円（３才～小学生）
道の駅・白沢内農産物直売所では地元白沢産の朝取
り野菜、お土産品の販売を致しており望郷の湯レスト
ランでは日本一の河岸段丘が望めます。

http://www.boukyo
u.com/

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　沼田ショップ

沼田市横塚町1325-1
0278-22-
7430

 9時00分～21時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

館林市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市郷谷公民館 館林市当郷町218
0276-72-
4075

 9時00分～22時00分 7/30　8/27
公民館では1階ロビーに図書コーナーを
設けており、一度に20人ぐらいが収容で
きます。

20人
まで

　

郷谷公民館は夏休み期間も営業してい
ます。涼しい場所で読書や勉強ができ
る図書コーナーを設置していますので、
お子様と一緒にご来館ください。

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110225000
25/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市中部公民館 館林市仲町14-1
0276-73-
2161

 9時00分～22時00分
7/30・8/27（最終日曜
日は休館）

館内フリースペース・冷水器 　 　

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308000
49/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市大島公民館 館林市大島町4375-1
0276-77-
1502

 9時00分～22時00分
7/15.7/16.7/30.8/13.
8/15.8/16

公民館を入ると、右手に図書コーナー・児
童コーナーがあり、正面にはホールがあ
る。イス・机があり静かな環境でクール
シェアすることができる。

60人
まで

　

平成１８年に完成した館林市内でも新しい公民館であ
る。施設内は、すべてバリアフリーになっており利用す
る方にやさしい作りになっている。共有スペースとし
て、図書コーナー・児童コーナー・ホールがあり誰でも
自由に利用することができる。

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308000
56/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市赤羽公民館
館林市赤生田町
１９５０番地の２

0276-72-
3306

 9時00分～22時00分
月・日曜日・祝日
 9時00分～17時00分

７/２４（月）、８/２８
（月）

１階の児童室に冷水器が常設してありま
す。

　

赤羽公民館は、館林市の東南部、赤羽
地区にあります。勤労青少年ホームと
の複合 施設として昭和６２年４月に開
館以来、老若男女を問わず多くの皆さ
まにご利用いただい ております。

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110329000
37/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 14／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市六郷公民館
館林市新宿一丁目
4-30

0276-74-
7771

 9時00分～22時00分
7月30日（日）、8月27
日（日）

公民館1階ホールは、自由スペースとなっ
ています。本、イベントのチラシ、生涯学
習関連の冊子などを幅広く取り揃えてい
ます。どれもご自由に閲覧できますので、
ご利用ください。

20人
まで

六郷公民館は、昭和２９年に旧六郷村
役場を利用して館林市公民館六郷分館
として開館して以来、様々な人々との
ネットワークを図る交流の拠点として、
地域の皆様に親しまれてまいりました。

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308000
70/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市三野谷公民館 館林市上三林町113
0276-73-
4062

 9時00分～22時00分

毎月最終日曜日
※定休日以外に臨時
休館となる場合もあり
ます。

和室・児童室 　 　冷水器あります

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308000
87/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市多々良公民館 館林市西高根町48-2
0276-74-
9174

 9時00分～22時00分
7/16.31
8/13.14.15.16.28

冷水器 　

地域住民の生きがいの創造、自己実現
の場、そして地域活動の拠点施設であ
り、館林市内で唯一住民票などの市民
課窓口や児童室を併設している地域の
総合施設です。

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308000
94/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市渡瀬公民館 館林市足次町４８３
0276-72-
4070

 9時00分～22時00分
第１月曜日　※定休
日以外に臨時休館と
なる場合もあります。

児童室ほか 　 　

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308001
00/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市分福公民館 館林市分福町847-7
0276-75-
2288

 9時00分～22時00分
7/30、8/27
臨時休館（8月13日～
15日）

児童室：机、イス常設。児童コーナー、読
書ができます。
館内に冷水機あり。

約20
人ま
で

　 　

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308001
17/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市西公民館
館林市富士原町
1241-80

0276-75-
3739

 9時00分～22時00分
毎月最終日曜日、臨
時休館（8月13日～15
日）

館内に冷水機を設置しています 　 　

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308001
24/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

館林市城沼公民館 館林市松原1-22-22
0276-71-
0380

 9時00分～22時00分
日曜
 9時00分～17時00分

7/30　8/27
館内のホールには長椅子や学習スペー
スがあり、冷水機も設置しています。学習
利用や休憩に適しています。

　
館林市の中心部に位置する城沼公民
館は、交通アクセスも良く、さまざまな活
動の場としてご利用いただいています。

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
docs/20110308001
31/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

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
市庁舎1階市民ホールは、開放的であり、
ソファも設置されており、冷水器もありま
す。

　 　
http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp

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 館林市城町３－１
0276-74-
4111

 9時00分～17時00分
クールシェア期間中
は無し（必要に応じて
臨時休館）

玄関ホール、市民サロン（無料エリア）
約10
人ま
で

　
※会議室・ホール等の夜間利用が入っ
ている場合のみ退出時まで開館してい
ます。（最長22時まで）

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
bunka/

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1-2
0276-75-
3030

 9時00分～17時00分
クールシェア期間中
は無し（必要に応じて
臨時休館）

アートプロムナード（無料エリア）
約20
人ま
で

　
※会議室・ホール等の夜間利用が入っ
ている場合のみ退出時まで開館してい
ます。（最長22時まで）

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
bunka/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 15／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

群馬県立館林美術館 館林市日向町２００３
0276-72-
8188

 9時30分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

7/1(土)～14(金)・
18(火)、7/24・31(月)、
8/7・21・28(月)

本館及び別館（展示室内は、観覧料が必
要です）

　

無料スペースは、エントランスホール及
び別館となります。夏休み期間中は「カ
ミナリとアート　光／電気／神さま」展を
開催しています。展覧会を観覧する場
合は、有料となります。

http://www.gmat.pr
ef.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

田山花袋記念文学館 館林市城町１－３
0276-74-
5100

 9時00分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

月曜日（7/17、8/14を
除く）、7/18（火）

エントランスが無料エリアとなっています。 ○

入館料210円、団体（20名以上）100円、
中学生以下無料
7/2（日）、8/6（日）は「家庭の日」のため
無料

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
bunka/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

館林市第一資料館 館林市城町３－１
0276-74-
4111

 9時00分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

月曜日（7/17を除
く）、7/8（土）、7/18
（火）、7/28（金）、
8/31（木）

入館無料です。 　 館林市立図書館内にあります。
http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
bunka/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

向井千秋記念
子ども科学館

館林市城町2-2
0276-75-
1515

 9時00分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

月曜日（7/17、8/14を
除く）、7/18（火）

日本人初の女性宇宙飛行士向井千秋さ
んや科学について、楽しく快適に学ぶこと
ができます。１階には冷水器を設置してお
り、また、夏休み期間中は平日もプラネタ
リウムを投影しています。

○

大人（高校生以上）は入館料（320円）が
かかります。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で
す。

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/
kagakukan/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

館林市立図書館 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
 9時00分～17時00分

月曜日（7/17を除
く）、7/8（土）、7/18
（火）、7/28（金）、
8/31（木）

施設周辺は緑が多く、窓から眺める風景
は心を涼やかにさせてくれます。また、館
内は閲覧席や新聞・雑誌コーナーなどが
あり、夏を乗り切るエコ生活に関連した書
籍をご覧いただけます。

　

図書、雑誌等の閲覧と貸し出しを行って
います。こども室を備えていますので、
ご家族で書籍に親しんでいただきなが
ら、家族の絆を深めることができる施設
となっています。

http://www.city.tat
ebayashi.gunma.jp/li
brary/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

総合住宅展示場
　館林ハウジングステージ

館林市松原１丁目
19-48

0276-57-
6803

10時00分～18時00分 なし
７棟のモデルハウスとインフォメーション
センターがご利用いただけます。

　

毎日の「楽」をテーマにした「楽活」ライフ
を、一流住宅メーカー７社がご提案いた
します。ご家族で楽しめるイベントや住
宅購入に役立つ情報を取り揃えており
ます。

http://www.housing
stage.jp/exhibition/
tatebayashi/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん富士見町店 館林市富士見町12-60
0276-76-
2055

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

レストラン、食
堂、カフェなど

タリーズコーヒー
館林アゼリアモール店

館林市楠町3648-1
　館林つつじの里SC内
アゼリアモール1F

0276-76-
8052

10時00分～20時00分 なし 涼しい店内で是非おくつろぎください。 　

　ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待
ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30
円引きさせていただきます。（マイボトルは、タンブラー
のほかマグカップもＯＫです。）

http://www.tullys.c
o.jp/

渋川市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

渋川市中央公民館 渋川市渋川908番地21
0279-22-
4321

 8時30分～22時00分
(フリースペースの利用
は概ね20時まで)

 7月24日(月) 8時30
分～17時　＊定期清
掃のため

１階ホールにフリースペース（飲食可）が
あります。

20人
まで

　 　

http://www.city.shi
bukawa.lg.jp/kosoda
te/shougaigakushu
u/cyuokominkan/in
dex.html

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 16／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

渋川市赤城公民館
渋川市赤城町
敷島５６８－１

0279-56-
2214

 8時30分～22時00分 なし 1階ロビー・２階ロビー
20人
まで

　 　
http://www.city.shi
bukawa.lg.jp

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

渋川市古巻公民館 渋川市八木原678番地
0279-22-
1892

公民館は
 8時30分～17時15分
（児童室兼図書室は
土曜日 9：30～15：30）

公民館は無休、児童
室兼図書室は日曜、
祝祭日は休室です

　児童室兼図書室 　
約１万１千冊の蔵書があり、閲覧スペー
ス畳スペースもあります。

http://www.city.shi
bukawa.lg.jp

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

渋川市北橘公民館
渋川市北橘町
真壁２３５４番地

0279-52-
2300

 8時30分～22時00分
（閉館時間について
は、臨時に変更するこ
とがあります。）

・月曜日、 7月18日、 8月11
日
・館内整理日(毎月最終木曜
日)（その他臨時に休館するこ
とがあります。）

２階ロビー
（１２名程度が座れるイスが設置してあり
ます）

　 　
http://www.city.shi
bukawa.lg.jp/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

渋川市
渋川老人福祉センター

渋川市渋川1760-1
0279-25-
0500

 9時00分～16時00分

7/3，7/10，7/18，
7/19，7/24，7/31，
8/7，8/12，8/14，
8/21，8/28

おとしよりをはじめ、市民のみなさまに、
健康で明るい生活を営んでいただくため
の憩いの施設です。カラオケやお風呂も
ご利用いただけます。

○

渋川市外にお住まいの方：３００円
渋川市にお住まいの方
　・60歳以上の方、障害のある方、小学校就学前の児
童：無料　・小学生・中学生：１００円
　・上記以外の方：２００円

http://shibukawa-
csw.or.jp/publics/in
dex/58/#page-
content

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

渋川市
小野上地域福祉センター

渋川市小野子９−１
0279-59-
2310

 8時30分～19時00分
毎週水・日曜日、国
民の祝日

住民の皆さんに心身共に健康で生きがい
のある日々を過ごしていただくことを目的
とした憩いの場です。カラオケやお風呂も
ご利用いただけます。

○

渋川市外にお住まいの方：３００円
渋川市にお住まいの方
 ・７０歳以上の方、障害のある方、小学校就学前の児
童：無料
 ・上記以外の方：２００円

http://shibukawa-
csw.or.jp/publics/in
dex/59/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

渋川市
子持老人福祉センター

渋川市吹屋６５８−２０
0279-56-
2829

 9時30分～16時00分 毎週日曜日、祝日

高齢者の健康保持と増進のための施設
で、自主的な活動の場として、また、健康
づくりの場として活用いただいています。
カラオケやお風呂もご利用いただけま
す。

○

渋川市外にお住まいの方：３００円
渋川市にお住まいの方
　・６０歳以上の方、障害のある方：無料
　・上記以外の方：２００円

http://shibukawa-
csw.or.jp/publics/in
dex/60/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

公益財団法人
　竹久夢二伊香保記念館

渋川市伊香保町
伊香保544-119

0279-72-
4788

 9時00分～18時00分 なし

大正時代の画家・竹久夢二の美術館。自
然豊かな森に囲まれ、木陰には爽やかな
風がそよぐ。館内の喫茶室「港やサロン」
で作品を鑑賞しながらゆっくりとティータイ
ムも楽しめる。

○

所蔵数16,000点。伊香保ゆかりの作品
や代表的な美人画、デザイン画など、多
彩な夢二作品を展示。館内ではアン
ティークオルゴールの演奏を聴くことも
できる。

http://www.yumeji.
or.jp

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

渋川市美術館・
桑原巨守彫刻美術館

渋川市渋川
1901番地24

0279-25-
3215

10時00分～18時00分 火曜日
彫刻家・桑原巨守の作品が常設展示され
ています。企画展も随時開催しています。

○

観覧料：常設展200円、企画展はその都
度設定します（65歳以上及び中学生以
下、障害者とその介添人1人までは無
料）

http://www.city.shi
bukawa.lg.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん子持店 渋川市吹屋660-34
0279-30-
0030

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅こもち
白井宿ふるさと物産館

渋川市白井2318番地1
0279-60-
6600

 9時00分～19時00分
 7月18日（火）、 8月 8
日（火）

道の駅情報センター 　
物産館では新鮮やさいやくだもの販売、
食堂では名物「かつ丼」がおすすめ。情
報センターでは無料Wi-Fiがあります。

http://komochi.com
/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 17／24
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り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　渋川ショップ

渋川市行幸田６３番地
0279-26-
7833

 9時00分～20時30分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

レジャースポット だれでも広場
渋川市赤城町
宮田８５０番地３

0279-56-
2829

10時00分～16時00分  7/12、7/13

平成２８年６月に「あらゆる世代が集まれ
る場所」としてだれでも広場はオープンし
ました。住んでいる場所や年齢に関係なく
「だれでも」利用することができます。

　

キッズスペースやリラクゼーションルー
ム、べんきょう部屋など、多世代の方に
ご利用ただける施設となっています。ま
た、館内はFREE WI-FIとなっておりま
す。

http://shibukawa-
csw.or.jp/publics/in
dex/29/

その他（ゆっくり
休憩できるス
ペースがある場
所）

群馬県立ゆうあいピック記
念温水プール

渋川市行幸田3011
0279-25-
3033

 9時00分～18時50分

 7月 3日、10日、24
日、31日
 8月 7日、14日、21
日、28日

プール以外に、ゆっくりくつろげるラウンジ
と運動器具のあるトレーニングスペース、
子供がおもちゃで遊べるキッズルームが
あります。

プール利用は大人４１０円、小人２００円
障害のある方、６５歳以上の方及びそ
の介護者１名は無料、医事相談等で利
用証を発行された方は無料

http://yuuai.server
-shared.com/

藤岡市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

藤岡市鬼石公民館
（図書室）

藤岡市鬼石170-1
0274-52-
3881

 9時00分～16時30分 7/17、8/11
公民館図書室を対象施設としますが、図
書室利用者の学生がいますので最大１０
人程度。飲食は基本的にできません。

10人
まで

　
図書室であるため、いろいろな本を読む
ことができる。

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

スーパーセンターフィール 藤岡市中栗須390番地
0274-24-
6068

10時00分～20時00分 　イベントホール、フリースペース 　
イベントホールでは、スケジュールが合
えば無料で催し物を楽しみながら涼ん
で頂けます。

http://www.feel390.
com

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせんフィール藤岡店 藤岡市中栗須396
0274-24-
6200

 9時00分～21時45分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

ピアゴ藤岡店
藤岡市藤岡
416番地の4

0274-23-
6161

店舗内エリアにより営
業時間が異なります。
詳細は店舗ホームペー
ジにてご確認ください

店舗ホームページに
てご確認ください

　 　
http://www.uny.co.j
p/shop/187/index.
html

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅　ららん藤岡 藤岡市中1131−8
0274-24-
8220

10時00分～19時00分
（花の交流館）
10時00分～17時00分
（アグリプラザ棟）

なし
・花の交流館の展示スペース
・農産物直売所と地域食材レストランのア
グリプラザ棟にある休憩スペース

　
休憩スペースでは、農産物直売所他で
購入した食品などを食べることもできま
す。

http://www.laranfuji
oka.com/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

Wonder GOO
TSUTAYA藤岡店

藤岡市上栗須75-1
0274-25-
8851

 9時00分～24時00分 なし 　 　 　
http://www.wonder.
co.jp/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 18／24
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富岡市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

富岡市生涯学習センター 富岡市七日市400-1
0274-62-
1531

 9時～21時30分
（ 8時30分～22時）
月曜日は17時に閉館

7月10日(月）、8月14
日（月）

１階市民ギャラリー、ホワイエをご利用く
ださい

　 　

http://www.city.to
mioka.lg.jp/www/co
ntents/1000000001
036/index.html

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

富岡市小野公民館 富岡市白岩608番地6
0274-62-
3002

 8時30分～21時30分
日曜日・祝日及び公
民館が定める日

玄関脇の開放感のある読書コーナー
15人
まで

　
富岡市最東部にある平屋建ての風光明
媚な公民館

http://www.city.to
mioka.lg.jp/www/ge
nre/000000000000
0/1406868464055/i
ndex.html

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

群馬県立自然史博物館 富岡市上黒岩1674-1
0274-60-
1200

9時30分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

７月３日(月)、１０日
(月)、１８日(火)、２４
日(月)

エントランス ○

本博物館では『自然史』をテーマとし、生
命の歴史や群馬県の自然を紹介してい
ます。涼しい環境の中で展示物を見て
学んで体験してください。

http://www.gmnh.pr
ef.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

富岡市立図書館 富岡市七日市４00-1
0274-62-
1737

 9時00分～19時00分
月曜日（祝日の場
合、翌日）

1階書架、新聞雑誌コーナーをご利用くだ
さい。

　 　

http://www.city.to
mioka.lg.jp/www/ge
nre/000000000000
0/1409706618283/i
ndex.html

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

富岡市立美術博物館・
福沢一郎記念美術館

富岡市黒川351-1
0274-62-
6200

 9時30分～17時00分
7/22～8/31の土日は
19時まで

月曜日

2階展示室では7/22から企画展「文化人・
芸能人の多才な美術展」2017を開催。初
日はオープニング終了後入場可（14時
頃）。1階エントランス（無料ゾーン）でも休
憩可能。

○

自然に囲まれた、富岡ゆかりの美術と
歴史を学べる美術博物館。その他、企
画展も開催。期間中の観覧料は一般
600円、高齢者400円、大学・高校生300
円、中学生以下無料。

http://www.city.to
mioka.lg.jp/www/ge
nre/000000000000
0/1387242529968/i
ndex.html

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　富岡ショップ

富岡市富岡字
小沢裏２３６４－５

0274-63-
8531

 9時00分～21時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

安中市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

安中市地域福祉支援セン
ター

安中市安中2-19-27
027-380-
5112

 8時30分～17時15分
期間中の土、日、祝
日

支援センターの花壇脇に簡易のミスト発
生装置を設置してセンターを訪れる人や
地域の方々に水による涼しさを提供す
る。

 6人
まで

支援センターには社会福祉協議会、心
身障害者福祉作業所、シルバー人材セ
ンターなどがあり、近隣の商店街を往来
する人も多く、広い空間で涼しさを味わ
える。

http://webc.sjc.ne.j
p/annaka/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

安中公民館 安中市安中３７９９
027-382-
7641

 9時00分～22時00分 なし 講義室・図書室・和室 ○
社会教育法に準じた団体、公民館主催
事業より派生した社会教育団体等によ
る、生涯学習活動

http://www.city.ann
aka.lg.jp

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

安中市文化センター 安中市安中３-９-６３
027-381-
0586

 8時30分～18時00分
（併設の図書館の閉館
時間は18時）

毎週火曜日　（その
他、振替休館日　７/
１９、８/１６）

１階　エントランスホール、談話コーナー
32人
まで

　

・ホールにて催し物が開催される日時
は、利用できません。
・既設のベンチは、座席数に限りがあり
ます。

http://www.city.ann
aka.lg.jp/kyouiku_sh
ougaigakushu/buns
etop.html

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 19／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

安中市松井田文化会館
安中市松井田町
新堀５３０

027-393-
4400

 9時00分～18時00分
（併設の図書館の閉館
時間は18時）

毎週月曜日　（その
他、振替休館日　７/
１８、月末休館日　８/
３１）

１階　エントランスホール、市民サロン室
60人
まで

　

・大･小ホール、展示ギャラリーにて催し
物が開催される日時は、利用できませ
ん。
・既設のベンチ・イスは、座席数に限り
があります。

http://www.city.ann
aka.lg.jp/kyouiku_sh
ougaigakushu/kaika
nmoyoshi.html

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

安中市松井田庁舎
安中市松井田町
新堀２４５

027-382-
1111

 8時30分～17時00分 土日祝日年末年始
１F玄関横の市民サロン。１３脚。テレビあ
り。

13人
まで

　 　
http://www.city.ann
aka.gunma.jp/

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

碓氷川熱帯植物園 安中市原市６５番地
027-381-
0747

 9時30分～16時30分 毎週火曜日
熱帯植物園の休憩スペース、椅子、テー
ブル有り。室内温度に応じてエアコンを使
用。

30人
程度
まで

　

碓氷川熱帯植物園はクリーンセンター
の余熱利用施設としてつくられました。
園内には私達の食生活にとけ込んでい
る果実や普段見る事のできない熱帯植
物が育てられています。

http://www.city.ann
aka.lg.jp/clean_cent
er/shokubutsuen.ht
ml

レストラン、食
堂、カフェなど

タリーズコーヒー
横川サービスエリア
下り店

安中市松井田町横川
字井戸入917
（横川SA下り）1F

027-395-
2066

 7時00分～19時00分 なし 涼しい店内で是非おくつろぎください。 　

　ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待
ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30
円引きさせていただきます。（マイボトルは、タンブラー
のほかマグカップもＯＫです。）

http://www.tullys.c
o.jp/

公園、自然の中
野涼しい場所な
ど

群馬県野鳥の森
　小根山森林公園

安中市松井田町横川
027-395-
3026

 9時30分～16時30分 毎週木曜日
市街地より標高が高く、木々に囲まれて
いる環境なので、涼しく過ごすことができ
る。

　 　
http://www.city.ann
aka.lg.jp/kanko_spot
/oneyama.html

みどり市

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

みどり市笠懸公民館
みどり市笠懸町
阿左美1581番地1

0277-76-
2211

火～土曜
 9時00分～22時00分
日曜・祝日
 9時00分～17時00分

月曜日 1階ロビーをご利用ください 　 　
http://www.city.mid
ori.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

みどり市立笠懸図書館
みどり市笠懸町
鹿３７３番地

0277-77-
1010

平日
 9時30分～18時
土・日曜・祝日
 9時30分～19時

月曜日
１階　図書書架、新聞・雑誌コーナー、談
話コーナーをご利用ください。

　 　
http://www.city.mid
ori.gunma.jp/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

みどり市立大間々図書館
みどり市大間々町
大間々1332-3

0277-73-
0707

平日
 9時30分～18時00分
土・日・祝日(月曜除く)
 9時30分～19時00分

毎週月曜日・資料整
理日（7/28、8/31）

１階 図書開架フロアおよび２階 ホール
（入口から入り右手の階段を上った所）

　
http://www.city.mid
ori.gunma.jp

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

岩宿博物館
みどり市笠懸町
阿左美1790-1

0277-76-
1701

 9時30分～17時00分
月曜日（祝日と重なる
場合は翌日）

1階ロビーを御利用ください。 ○ 1階ロビーは無料
http://www.city.mid
ori.gunma.jp/iwajuk
u/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 20／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

富弘美術館 みどり市東町草木86
0277-95-
6333

 9時00分～17時00分
(入館は16時30分まで）

 8月28日
ロビー及び展示室、休憩室等各所にソ
ファがあります。

○
売店・カフェのみの利用の場合、入館料
無料。また、カフェ以外の場所での飲食
はご遠慮ください。

http://www.city.mid
ori.gunma.jp/tomihir
o/

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

みどり市大間々博物館
みどり市大間々町
大間々１０３０

0277-73-
4123

 9時00分～17時00分
（入館は16時30分ま
で）

月曜日（7月17日を除
く）、7月18日

館１階の東側と西側のロビーにはイスが
設置してありますので、ゆっくりとくつろぐ
ことができます。また２階の図書室では読
書を楽しむことができます。

○

・赤城東南麓の自然・民俗・歴史を総合
的に展示しています。大正10年建築の
銀行の建物を利用した博物館です。
・クールシェアで来館したと申し出ると、
江戸時代の寛永通宝を1枚プレゼント

http://www.city.mid
ori.gunma.jp/conod
ont/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん大間々店
みどり市大間々町
大間々401-3

0277-73-
0107

 9時00分～24時00分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

榛東村

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

榛東村　耳飾り館
北群馬郡榛東村
山子田１９１２

0279-54-
1133

 9時00分～17時00分
（入場は16時30分ま
で）

毎週月曜日（ただし、
７／１７は開館いたし
ます。７／１８は休館）

　ロビーまでは入場無料です。なお、展示
室は入場有料です。入館料は一人２００
円（団体：２０名以上は一人１５０円）　障
害者手帳をお持ちの方は１００円です。

○

耳飾り館では、縄文時代の耳飾りを中心に、世界各
国の耳飾りや情報を展示しています。また、体験実習
コーナー（有料）では、勾玉作りやウッドビーズのアク
セサリー作成など、様々な体験をすることができま
す。

上野村

公園、自然の中
野涼しい場所な
ど

関東最大級の鍾乳洞
　不二洞

多野郡上野村川和665
0274-59-
2146

受付
 9時00分～16時30分

なし

県指定天然記念物の鍾乳洞で見学所要時間は１周約４
０分です。年間平均気温１０～１５度と夏は涼しく、冬は
暖かいです。隣接する長さ２２５ｍ・高さ９０ｍの上野スカ
イブリッジからはシャボン玉の舞う景色が楽しめます。

○
　料金：大人８００円（団体７００円）　小
中学生５００円（団体４００円）

http://www.uenomu
ra.jp/

神流町

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

神流町図書館 多野郡神流町万場92
0274-57-
2364

 9時00分～17時45分 月曜・日曜・祝日 涼しい場所で読書ができます 　
飲食はご遠慮ください・利用の際はお静
かにお願いします

長野原町

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

長野原町営　浅間園
吾妻郡長野原町
大字北軽井沢

0279-86-
3000

 8時30分～17時 00分 毎週水曜日
浅間山麓にあり、標高1300mを超える場
所に立地しているため、夏でも冷涼で快
適に過ごせる

○

入館料　大人：600円　子ども（中学生以
下）：300円　乳幼児（小学生未満）：無
料　館内入園せず駐車場だけの利用は
無料

http://www.asamae
n.tsumagoi.gunma.jp
/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

長野原・草津・六合
ステーション

吾妻郡長野原町
大字長野原1263-5

0279-82-
1515

10時00分～16時00分 不定休 全館

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 21／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅　八ッ場ふるさと館
吾妻郡長野原町
大字林1567-4

0279-83-
8088

 8時30分～18時00分 年中無休
八ッ場食堂（30人）、２階の見晴らしの良
い会議室（30人　※食事時間帯を除く）

　

大自然に囲まれ、ゆったり、のんびりで
きる道の駅です。地元で採れるみずみ
ずしい野菜・果物・豆いっぱい大福・焼
きたてパン・ダムカレー・塩あま納豆な
ど、おいしいものいっぱいです。

http://yambamichin
oeki.com/

高山村

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅　中山盆地
吾妻郡高山村
大字中山2357-1

0279-63-
2000（直売
所0279-
63-1919）

 9時00分～18時00分 無
道の駅直売所内「おもてなしコーナー」に
冷たい麦茶を用意しています。芝生広場
で高原の涼風をお楽しみ下さい。

　

標高600ｍの高原にあり周囲を山に囲
まれた、日帰り温泉施設が併設された
道の駅です。直売所では地元のおいし
い夏野菜が人気です。

http://www.takaya
ma-kanko.jp/

東吾妻町

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅 あがつま峡
吾妻郡東吾妻町
大字三島6441

0279-67-
3193

 9時00分～18時00分 無休 直売所内にある休憩スペース
25人
まで

　 　
http://agatsumakyo
.jp/

片品村

その他（ゆっくり
休憩できるス
ペースがある場
所）

花の駅・片品「花咲の湯」
利根郡片品村
花咲1113

0278-20-
7111

10時00分～21時00分
毎月第２・第４水曜日
（祝祭日の場合は営
業）

標高830ｍの高原に位置し、休憩室や食
事処では周囲の山々に囲まれた風景と
相まって常に涼しさを感じることができま
す。

○
　入館料
　５時間まで：大人650円・小人450円
　５時間以上：大人850円・小人650円

http://www.hanasa
kunoyu.com

その他（ゆっくり
休憩できるス
ペースがある場
所）

寄居山温泉　ほっこりの湯
利根郡片品村
鎌田4078-1

0278-58-
4568

10時00分～20時00分
（平日）
10時00分～21時00分
（土日・祝日）

毎月第１・第３水曜日
（祝祭日の場合は営
業）

標高800ｍの高原にあり、休憩スペース
の眼下には片品川が流れ、冷涼な風を感
じることができます。

○
入浴料金
大人550円・小人350円・幼児無料
食事・雑貨・駄菓子は別途購入

http://www.hokkori
noyu.net

みなかみ町

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

相俣ダム資料室
利根郡みなかみ町
相俣１４９３

0278-66-
0034

 9時00分～16時30分 なし

　この資料室は相俣ダム管理支所１階に開設した広さ
約５０㎡の展示施設です。入退室自由で職員の干渉も
ありません。県認証のぐんまビジタートイレも併設されて
いますので、お気軽にお立ち寄りください。　※ベンチ・
椅子は１２人分ほど

10～
20人
まで

　

　相俣ダム資料室は、相俣ダムの歴史
とダムの働きや役割について学ぶこと
ができます。また、「流木アート」や「ダム
と川の絵」を展示しています。巷で話題
のダムカードもゲットできます。

http://www.ktr.mlit.
go.jp/tonedamu/to
nedamu00030.html

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

みなかみ町
カルチャーセンター

利根郡みなかみ町
上牧１７３５

0278-20-
4040

 9時00分～17時00分
毎週月曜日、7/18・
19、8/12、

センターエントランスホールと児童図書
室、当日利用予定がなければ小会議室を
学習室として開放します。

　

音楽関係や展示イベントがある場合、エ
ントランスホールのシェアはできない場
合がありますが、児童図書室について
は開館日は常にシェアできますのでご
利用ください。

http://www.town.mi
nakami.gunma.jp/po
litics/13sisetu/bun
kashisetsu/Culture
Center.html

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

一般財団法人　三国路与
謝野晶子紀行文学館

利根郡みなかみ町
猿ヶ京温泉1175

0248-66-
1110

 9時00分～17時00分 毎週水・木曜日
一階視聴覚室「蓮」では当館製作のDVD
各種をご覧いただけます。中庭が見渡せ
るテラス「ちんちるべ」でもくつろげます。

25人
まで

○

与謝野晶子の旅の歌を中心に展示して
います。受付でクールシェアでのご来館
を申し出ていただいたお客様には入館
料1割引きいたします。

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 22／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅
　月夜野矢瀬親水公園

利根郡みなかみ町
月夜野２９３６

0278-20-
2123

 9時00分～17時00分 無休
利根川から吹かれる風と公園内の木陰
やじゃぶじゃぶ池で自然の香りを満喫し
ていただきたい。

　
http://www.tsukiyo
no-harvest.com/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅
　みなかみ水紀行館

利根郡みなかみ町
湯原１６８１－１

0278-72-
1425

 9時00分～17時00分 無休
利根川の川縁にある諏訪峡遊歩道を散
策し、道の駅をご利用下さい。

　
http://www9.wind.n
e.jp/mizukikou/

レストラン、食
堂、カフェなど 奥平温泉　遊神館

利根郡みなかみ町
入須川３７８番地

0278-64-
2626

10時00分～21時00分 第２・４木曜日
入浴後（有料）、快適な室内でくつろいで
いただけます。

　
入浴料５７０円→４５０円（窓口でクール
シェアスポット利用と伝えて下さい）

http://www.takumin
osato.or.jp/yusin/y_
index.html

玉村町

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

玉村町歴史資料館
佐波郡玉村町
大字福島３２５

0270-30-
6180

10時00分～16時00分
月曜日、７月４・５日、
８月１１日

冷房のきいた館内で、玉村町の歴史に関
する展示資料を見学したり、映像を鑑賞
することができます

　 　
http://www.town.ta
mamura.lg.jp/site/si
ryoukan/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん玉村店
佐波郡玉村町
上飯島280

0270-64-
6306

 9時00分～21時45分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

道の駅　玉村宿
佐波郡玉村町
大字上新田６０４－１

0270-27-
6688

 9時30分～19時00分 毎月第３水曜日 　 　 　
http://www.tamamu
ra-juku.com/

明和町

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

明和町立図書館
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（祝日の場合
は開館し、翌日が休
館）、月末最終平日

図書館内 　 　
http://www.library.
meiwa.gunma.jp/

千代田町

公民館、公共施
設のロビー、各
種センターなど

千代田町温水プール
邑楽郡千代田町
大字上五箇600-2

0276-86-
3012

10時00分～12時00分
13時00分～17時00分
18時00分～20時30分

月曜日（月曜日が祝
日の場合は翌火曜
日）

室内プールですので年間を通して利用で
きます。
プールに入って夏を乗り切ろう。

○ 　

http://www.town.ch
iyoda.gunma.jp/kyoi
ku/sports/sports00
3.htm

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 23／24
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「ぐんまクールシェア２０１７」クールシェアスポット一覧
○印は入館料・施設使用料等がある施設です

区分 施設等の名称 所在地 電話番号 営業時間（開館時間） 休業日（閉館日） クールシェアに適した場所の説明
人数の
目安

入館
料あ
り

施設紹介・利用者特典・備考 ホームページURL

図書館、美術
館、博物館、資
料館など

千代田町立
山屋記念図書館

邑楽郡千代田町
大字赤岩１８９５－１

0276-86-
2885

 9時00分～17時15分
月曜日（月曜祝日の
場合は開館し、その
翌日休館）

１階雑誌コーナー及び閲覧コーナー 　 　
http://www.town.ch
iyoda.gunma.jp/tosy
okan/index.htm

レストラン、食
堂、カフェなど

ミスタードーナツ
　ジョイフル本田千代田
ショップ

邑楽郡千代田町
大字萱野８１３－１

0276-86-
6883

 9時00分～20時00分
ショップにより異なり
ます

冷たいドリンクやスイーツで、ひと休みし
ませんか。

手づくりのおいしいドーナツと期間限定
の冷たいスイーツをご用意してお待ちし
ております。

http://www.misterd
onut.jp

邑楽町

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

生活協同組合
コープぐんま　コープ中野
店

邑楽郡邑楽町
大字中野4435

0276-88-
2929

 9時30分～21時30分 なし
店舗1階のイートインコーナーと店舗2階
共有スペースをお使いください。

20人
程度
まで

　

当店は食品を中心としたスーパーマー
ケットを展開しております。通年、来店の
お客様へ麦茶などのウェルカムドリンク
を無料にてサービスしておりますのでぜ
ひご来店ください。

デパート、ショッ
ピングセン
ター、スーパー
マーケット、道
の駅、書店など

とりせん邑楽町店
邑楽郡邑楽町
中野3110-3

0276-70-
2322

 9時00分～21時45分 なし イートインがあります

「安全です！」「新鮮です！！」をモッ
トーに、地域のお客様の暮らしがより豊
かになるよう奉仕する会社です。皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.
co.jp/

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いますので、冷房の設定温度やクールシェアの方法などは、各施設の管理状況に応じたものとなります。また、飲食店等の商業施設では商品を注文するなどして、各施設の指示により適切な利用をお願いします。 24／24
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