
　富岡市社会教育館は、一之宮貫前神社の東隣にあり、
各種講座や教室、研修などにご利用いただける施設で
す。
　建物は、昭和11年に精神修養施設である「東國敬神
道場」として建てられた歴史的・文化財的・建築学的
価値の高い近代和風建築です。
　設計は、当時の我が国の伝統建築を先導した大江新
太郎の主宰する「大江國風建築塾」によるものです。
　日本の伝統的な建築要素を随所に採用しており、「和
の雰囲気と癒しの空間が素晴らしい。」と市県内外か
ら多くの方が見学に訪れています。
　平成20年7月に「国登録有形文化財」として登録さ
れました。
　近くには、上信越の山々を一望できるもみじ平総合
公園、市立美術博物館・福沢一郎記念美術館、県立自
然史博物館、つつじの名所である宮崎公園、旧茂木家
住宅などがあります。
　また、市街地には、世界文化遺産・国宝の富岡製糸
場があります。
　幼児から高齢者まで、幅広い年齢層に利用していた
だけるよう親しみやすい施設の運営に努めていますの
で、お気軽にご利用ください。

富岡市社会教育館

１　各部屋の大きさ、収容人数、駐車場等は、下表のとおりです。

　　※市外在住の方は、3倍の使用料となります。
　　※解説つきの施設見学を無料にて行っていますので、いつで
　　　も自由にお越しください。
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富岡市社会教育館
〒370-2452　群馬県富岡市一ノ宮1465番地1

TEL・FAX：0274-62-2033

住　所：〒370̶2452　群馬県富岡市一ノ宮１４６５番地１
交　通：上信電鉄 上州一ノ宮駅から６００m（徒歩で１０分）
　　　  上信越自動車道富岡ＩＣから５km（自動車で８分）
見　学：無料にて随時行っています。お気軽にお越しください。
休館日：月曜日・祝日・国民の休日・年末年始
TEL・FAX：０２７４‒６２‒２０３３
URL  http : //www.city .tomioka. lg . jp/   
（市トップページ→公共施設案内→学習・公民館→富岡市社会教育館）

室　名 大　き　さ 収 容 人 数

   ９９㎡（６０畳） １００人　
   ６３㎡（３８畳） ５０人　
   ４１㎡（２５畳） ３０人　
   ３３㎡（２０畳）×３室 各２０人　
   ２０㎡（１２畳） ６人　

区　分
午　前 午　後 夜　間

講　 堂

談 話 室

講 師 室

和

室

赤 城

榛 名

妙 義

9時～正午 正午～5時 5時～10時

　４６０円 ７８０円 １, ８８０円
　３００円 ５２０円 １, ０３０円
　３００円 ５２０円 １, ０３０円
１５０円 ２５０円 ５２０円
１５０円 ２５０円 ５２０円
１５０円 ２５０円 ５２０円

食 堂 兼
多目的室

講 　 堂

談 話 室

講 師 室

和 　 室

応 接 室

食 堂

多 目 的
体 験 室

   ６０㎡（３６畳）

   ５０㎡（３０畳）

   ２６㎡（１５畳）

５０人　

４０人　

１０人　

２　食堂及び食堂兼多目的室では、飲食が可能です。 
　　なお、館内敷地は全て禁煙です。
３　施設を使用する際は、申請書が必要です。
４　休館日は、月曜日・祝日・国民の休日・年末年始です。
５　施設の使用料は、次のとおりです。

　　駐車場／７０台（近くに５５台の市営駐車場があります。）
　　敷地面積／１０,６０９㎡ （約３,２００坪）
　　延べ床面積／１,１６２㎡　  （約３５０坪）



昭和9年11月に天皇陛下が立会
う陸軍特別大演習が群馬県で行わ
れた。（前列中央が天皇陛下）

昭和9年11月の陸軍特別大演習
の折、天皇陛下が貫前神社を参拝
された。（左が天皇陛下）

昭和11年6月に天皇陛下の弟の
高松宮殿下・妃殿下が訪れた。（東
國敬神道場の看板が見える）

講堂での研修の様子。（講師を招
き青年男女に精神修養を行ってい
た）　撮影時不詳

東國敬神道場下の畑での奉仕の様
子。（東門と講堂が見える）　
撮影時不詳　

昭和10年12月に行われた東國敬
神道場の上棟祭。（前列に神主と
棟梁が並び約80人の大工が参列）

年　 号 で　 き　 ご　 と

昭和 9年11月14日
昭和10年 1月15日

昭和10年 5月13日

昭和10年 7月12日
昭和10年 8月22日
昭和10年 9月19日
昭和10年12月14日
昭和11年 3月31日
昭和11年 4月19日
昭和11年 6月 6日
昭和20年 4月　

昭和21年 4月
昭和31年 6月
昭和45年 6月 1日
平成14年 4月 1日
平成17年 3月31日
平成17年 4月 1日
平成17年11月 3日
平成20年 7月 8日
平成30年 3月23日

天皇陛下が貫前神社を参拝
群馬県知事が金澤正雄から君島清吉に代
わる
敬神崇祖精神高揚事業期成会結成
國幣中社貫前神社境内東に東國敬神道場
の建設計画を決定
設計を大江國風建築塾に委託
敬神道場の基本設計完了
地鎮祭挙行
上棟祭挙行
敬神道場竣成（総工費81,952円95銭）
東國敬神道場落成式挙行
高松宮両殿下・妃殿下が来館
陸軍中野学校が富岡に疎開し見習士官ら
が敬神道場に分宿
群馬県公民会館と改称
群馬県立社会教育館と改称
館報『蓬ケ丘』発刊（平成9年3月31日まで）
宿泊業務廃止
県立社会教育館を閉館
富岡市に移管
富岡市社会教育館として開館
国登録有形文化財に登録
富岡市社会教育館整備改修工事竣工

　昭和9年11月、陸軍特別大演習を巡察するために、
当時の天皇陛下が群馬県を行幸されました。その際、貫
前神社にも参拝されました。県では天皇陛下の行幸を記
念して、様々な記念事業を行いましたが、社会教育館は、
この記念事業の一環として建設されました。建設するに
あたっては、敬神崇祖精神高揚事業期成会が結成され、
青年男女の精神修養施設として、全額県民の寄附により
建設計画が進められました。
　施設の名称は「東國敬神道場」、場所は貫前神社境内東、
設計は大江國風建築塾が担当し、6ヶ月余りの工期を
もって昭和11年3月に竣工し、群馬県に移管されました。
　近代和風建築の大家である大江新太郎の主宰する大江
國風建築塾は、明治神宮、日光の社寺、高野山、住吉神
社などの改修を手掛け、市内では「ときわ荘（旧櫛渕邸）」
を設計しています。
　敷地面積は3,200坪、床面積は350坪の近代和風建築
であり、建物には木曽・台湾の檜を使い、随所に装飾や
細工が施されており、昭和初期の貴重な建築文化財です。
　当時の計画予算は10万円としましたが、5万円は県内
小学生2銭、中等学生20銭、県役人俸給100分の1、消
防組4千円（5万人）、在郷軍人4千円（4万人）、残り5
万円は特殊寄附と決まりました。総工費は81,952円95
銭、地元の一ノ宮町民も多数寄附するとともに、土地の
提供や移転にも協力し、昭和11年4月に開館しました。
開館間もない6月6日、天皇陛下の弟である高松宮殿下・
妃殿下が来館されていますが、他にも著名な方々がこの
施設を訪れています。
　昭和20年4月、陸軍中野学校の本部が当時の富岡中
学校（現富岡高校）に置かれ、将校、学生、見習士官らは、
敬神道場にも分宿していました。
　戦後は、群馬県公民会館、群馬県立社会教育館と施設
の名称が変わりましたが、宿泊者の減少や県立施設とし
ての広域性が薄れてきたことなどから、平成17年4月1
日に富岡市に移管されました。
　なお、宿泊は平成14年4月1日から廃止されています。

社会教育館の建設の経緯等について
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