
主　　催　群馬県立日本絹の里（群馬県・(公財 ) 群馬県蚕糸振興協会）
後　　援　農林水産省、中央蚕糸協会、（一財）大日本蚕糸会、碓氷製糸農業協同組合、NHK前橋放送局、群馬テレビ、
　　　　　上毛新聞社、株式会社 エフエム群馬、日本農業新聞

〒370-3511　群馬県高崎市金古町888-1　
TEL  027-360-6300　http://www.nippon-kinunosato.or.jp

共　　催　日本絹の里友の会

日本絹の里第７７回特別展

まゆクラフトと
絹の作品展絹の作品展
2月18日㈯～4月9日㈰平成29年2月18日 4月4月4 9日

開館時間　９：３０～１７：００　休館日　毎週火曜日

押絵「蹴鞠」小島木園

紬織物「春の夕（ゆうべ）」
行松啓子

友禅染「桜花それぞれ」
友の会会員

観覧料観覧料
一般 ２００円（１６０円）　

大高生 １００円（８０円）　中学生以下無料
※（　）内は２０名以上の団体料金

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの方とその介護者１名は無料

本展では、繭の丸みや表面の凹凸など、繭の特性を活かして作るまゆク
ラフト作品を一般公募し、繭の優れた魅力を皆様にご紹介いたします。
　また、伝統技法等により染織などの作品を創作している工芸作家と日
本絹の里友の会会員の作品として、絹を用いた染色、織物、人形、刺
繍などを展示し、より多くの方々 に天然素材である絹の素晴らしさを知っ
ていただく機会とします。

まゆクラフト「しだれ桜」
（平成 27年度入賞作品）

まゆクラフト「凜として」
（平成 27年度入賞作品）

観覧料観覧料
（１６０円）
　中学生以下無料

※（　）内は２０名以上の団体料金
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を

お持ちの方とその介護者１名は無料

まゆクラフト「清明」
（平成 27年度入賞作品）

友禅染「桜花それぞれ」
友の会会員

まゆクラフト「しだれ桜」



開催日：３月４日㊏、４月３日㊊
内　容：繭を使って、鯉と兜やお花の
　　　　飾りが付いたミニ屏風を作ります。
対　象：中学生以上
時　間：10:00～12:00､ 13:30～15:30
定　員：各回20名
費　用：500円
申　込：電話予約
　　　　（２月１日㊌9:30から受付開始、先着順）

開催日：３月１日㊌、12日㊐、
　　　　27日㊊、４月２日㊐
内　容：折りたたんだスカーフに筆で染料を
　　　　染みこませ、マンダラのような円形の
　　　　幾何学模様を染めます。
大きさ：約 縦60cm×横60cm
対　象：小学生以上
　　　　（小学校４年生以下は保護者の同伴が必要）
時　間：10:00～12:00､ 13:30～15:30
定　員：各回８名
費　用：1,850円
申　込：電話予約（２月１日㊌9:30から受付開始、先着順）

時刻表・乗り場は変更になる可能性がございます。ご確認の上、おでかけください。（平成28年12月5日現在）

●JR高崎駅（西口）から関越交通バス　※20分間隔で運行
「渋川駅行き」（5番のりば）にてバスで約30分、「金古四ツ角」下車 四ツ角から
西へ徒歩1.5km（約20分）、もしくは「足門」下車 タクシーで2.2km（約5分）

●JR前橋駅(北口)から群馬バス
「箕郷行き」（5番のりば）にて「一の瀬」下車徒歩8分
（※印：土日祝日は運休、○印：土日祝日のみ運行）

●JR前橋駅(北口)から関越交通バス
「金古王塚台団地経由群馬温泉行き」
（5番のりば）にて「日本絹の里」下車徒歩1分

ＪＲ群馬総社駅からタクシーで約15分

関越自動車道・・・前橋I.Cから車で約20分

一の瀬発 前橋駅着
10:06 10:36
12:26 12:56

○14:56　 ○15:26　
※15:41　 ※16:11　
16:41 17:11

絹の里発 前橋駅着
11:23 11:54
13:43 14:14
15:46 16:17

 前橋駅発 一の瀬着
11:10 11:31
13:30 13:51
16:00 16:21

 前橋駅発 絹の里着
10:04 10:32
12:10 12:37
14:20 14:47

交通のご案内

はにわとシルクと文学の
高崎北ミュージアムトライアングル

かみつけの里博物館
群馬県立土屋文明記念文学館

高崎市井出町1514
高崎市保渡田町2000

TEL.027-373-8880
TEL.027-373-7721

体験学習のご案内
染・織・繭クラフト・和布細工の各種体験教室を開催しています。詳細は当館HP、またはお問い合わせください。
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関 連 行 事  ◆高校生以上の参加者は観覧料がかかります。　◆費用については、特に表記のないものは無料です。　◆会場は全て群馬県立日本絹の里です。

開催日：３月25日㊏、26日㊐
内　容：友の会会員による手づくり絹製品等の販売
時　間：10:00～16:00

●「友の会」工芸品即売会　※観覧料不要

開催日：２月26日㊐、３月５日㊐、11日㊏、18日㊏
内　容：繭を使って、トリを作ります。
時　間：10:00～12:00､ 13:00～15:00
定　員：各回20名
申　込：当日各回30分前より受付（先着順）

● まゆクラフト無料体験

開催日：２月18日㊏、３月20日㊊㊗
内　容：桑の幹に色を塗り、ストラップを作ります。
時　間：10:00～12:00､ 13:30～15:30
定　員：各回20名
申　込：当日各回30分前より受付（先着順）

● 無料体験「ぐんまちゃんの桑の木ストラップづくり」

●まゆクラフト体験「五月飾り」

●染色体験「マンダラ模様のタイダイ染」

開催日：２月27日㊊、３月19日㊐
内　容：用途にあった織り方を学びながらカード入れを作ります。
大きさ：約 縦7cm×横12cm
対　象：高校生以上
時　間：10:00～12:00､ 13:30～15:30
定　員：各回10名
費　用：530円
申　込：電話予約（２月１日㊌9:30から受付開始、先着順）

● 手織り体験「カード入れ作り」

出　展　者　〈絹の作品（工芸等）の部〉
まゆクラフトと絹の作品展日本絹の里

第７７回特別展

【友の会会員】

〒370-3511　群馬県高崎市金古町888-1
TEL 027-360-6300 
http://www.nippon-kinunosato.or.jp

竹内　かつえ 前橋市 パッチワークキルト
田中　正子 高崎市 江戸小紋
寺村　サチコ 桐生市 絞り染・型染
永井　與子　 安中市 手描友禅染
原川　澄子 富岡市 草木染
松下　則子 伊勢崎市 繭クラフト
山崎　樹彦 富岡市 草木染
山崎　美季 富岡市 草木染
山崎　杜人 富岡市 草木染
行松　啓子 中之条町 織物
𠮷田　和江 前橋市 しぼり染
吉村　晴子 高崎市 紅絹

牛込　美子 染色加工品

宇田　加代子 飾りカブト、チュニック

太田　仁子 染色加工品

岡本　えり子 染色加工品

小野里弘子 ちりめん細工

加藤　照子 染色加工品

金井　美恵子 織物

上岡　和江 織物

岸　充子 繭クラフト

工藤　操 染色加工品

倉金　由起子 染色加工品

古久保　澄江 染色加工品

小屋　孝子 染色加工品

小山　由美子 染色加工品

齋藤　京子 染色加工品

佐治　千秋 織物

佐藤　宣子 人形、ぼうし

市来　とし子 染色加工品

井野　延子 染色加工品

浅見ヤエ子 染色加工品

荒巻　陽子 タペストリー、バッグ

鈴木　良美 染色加工品、織物

高橋麻里奈 染色加工品

瀧上　正子 繭クラフト、織物

田端　澄子 染色加工品

所　幸枝　 染色加工品

富澤　典子 織物

萩原裕美子 染色加工品

花茂　喜右 写真

松井　たづ子 染色加工品

光富　陽子 染色加工品

宮崎　良江 染色加工品、組紐

村上　房子 染色加工品

余川　淑子 染色加工品

吉井　留利子 染色加工品

善積　省子 染色加工品

若林　泰子 染色加工品

友の会型染講習会作品「スカーフ」

【工芸作家】

【特別出品】

群馬県指定重要無形文化財保持者
藍田　正雄 高崎市 江戸小紋

藍田　愛郎 高崎市 江戸小紋
荒木千恵子 桐生市 刺繍絵画
石川　　康 高崎市 写真
石原　清紫 伊勢崎市 手描友禅染
伊藤　久米夫 下仁田町 陶芸
大竹　夏紀 富岡市 ろうけつ染
小島　木園 栃木県宇都宮市 押絵
塩田　喜代江 南牧村 編物、織物
高橋　孝幸 富岡市 辻ヶ花
高橋　真由美 下仁田町 刺繍まり
高山　房江 前橋市 ちりめん細工、ちりめん人形


