
●開館時間  ９:30～17:00　●休館日  毎週火曜日
●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名無料
●主　　催  群馬県立日本絹の里（公益財団法人群馬県蚕糸振興協会）
●協　　力  群馬県蚕糸技術センター
※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、開催日時や関連行事について変更になる場合があります。
※ご来館の際は、マスクの着用・手指の消毒・検温など、感染症対策へのご協力をお願い致します。

令和３年７ 17月 日土 月８ 30月 日令和３年７ 17月 日土 月８ 30月 日

日本絹の里 特別展日本絹の里 特別展
にっにっ ぽんぽん きぬきぬ さとさと

学ぼうカイコ
夏休みこども展夏休みこども展

〒370-3511　群馬県高崎市金古町888-1　TEL 027-360-6300　FAX 027-360-6301
https://www.nippon-kinunosato.or.jp

みんなで

まってる
よ！

関連行事も多数開催！
詳しくは裏面へ

ぐんま県民ガレッジ
連携講座

ぐんま県民ガレッジ
連携講座



●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

■ 交通のご案内 ■

タクシー

車 関越自動車道…前橋I.Cから車で約20分、伊香保温泉から車で約25分

JR群馬総社駅からタクシーで約15分(約6km)、JR新前橋駅(西口)からタクシーで約20分(約8km)

バス 運行表･･･時刻表、乗り場は変更になる可能性がございます。ご確認のうえ、お出かけください。 〔令和３年４月30日現在〕

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

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

　「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で約20分（1.5km）、
　もしくは「足門」下車、タクシーで約５分（2.2km）

●JR高崎駅（西口）から関越交通バス　※約20分間隔で運行

■ 体験学習のご案内 ■ 　　　　  
当館では、染色・手織り・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。

■ 日本絹の里 ミュージアムショップ ■ お問い合わせ TEL.027-377-0773
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●日　時：７月24日(土）、25日(日) 10:00 ～ 16:00
●販　売：350セット（１セットあたり、カイコ12頭、人工飼料、

飼育マニュアル、飼育ノートです。なおカイコ12頭のう
ち、4～ 5頭は黄色い繭になるカイコが含まれます。

　　　　　（※カイコの飼育状況により、白い繭と黄色い繭の割合が
異なる場合があります。）

●価　格：600円
●申　込：要電話予約（６月16日(水) ９:30から予約開始、先着順)

「カイコ飼育セットの販売」

●日　時：７月18日(日)、８月５日(木)、14日(土)、
16日(月)、28日(土)

　　　　　10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30
●内　容：手軽に作れるカイコのペーパークラフ

トです。
●定　員：各回10名
●申　込：当日30分前より
　　　　　受付（先着順）

「カイコのペーパークラフト作り」

●日　時：７月31日(土)、８月６日(金)、15日(日)、
18日(水)、27日(金)

　　　　　10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30
●内　容：絹糸を使って、
　　　　　オリジナルの
　　　　　シールを作ります。
●定　員：各回10名
●申　込：当日30分前より
　　　　　受付（先着順）

「絹糸のぐるぐるシール作り」

●日　時：８月２日(月)、７日(土)、13日(金)、
　　　　　21日(土)、26日（木）
　　　　　10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30
●内　容：絹のハギレを使って、ネームタグを作

ります。
●定　員：各回10名
●申　込：当日30分前より受付（先着順）

●時　　間：午前の部 10：00 ～ 12：00、午後の部 13：30 ～ 15：30
●対 象 者：小・中学生（小学校３年生以下は保護者の同伴が必要）
●申込方法：電話での事前申込　６月20日（日） 9：30受付開始

「和布のネームタグ作り」
●内　容：開催期間中、午前11時から

12時まで展示会場において
毎日開催します。

　　　　　※その他の時間帯でも、随時
　受付可能です。

「解説員による特別解説会」

●内　容：カイコを観察しながら絵を描
いてみてください。

　　　　　作品は、館内で掲示させてい
ただきます。

「カイコを描こう ！ 」

●内　容：ご来館の中学生以下の方に
クイズ用紙をお配りします。

　　　　　クイズに答えて、記念品を
ゲットしてください。

「カイコクイズ（中学生以下対象）」

し いく

●日　時：７月24日(土）、25日(日) 
　　　　　①10:30 ～ 11:00、②11:30 ～ 12:00、
　　　　　③13:30 ～ 14:00、④14:30 ～ 15:00
●費　用：無料
●申　込：カイコ飼育セットの申込時にお申し込みく

ださい。
●定　員：各回30名（※一家族３名まで、先着順）

「カイコの飼育教室」
し いく

きぬ いと

●内　容：赤やみどり色の繭を使って、
金魚や海草を作って楽しいア
クアリウム（金魚ばち）を作り
ます。

　　　　※小学校３年生以下のお子様の
カッターの作業は保護者の方
にお願いします。

●期　日 ： ①７月28日（水）、②８月８日（日）、
③８月19日（木）

●定　員：各回10名　●材料費：500円

●繭クラフト体験「金魚のアクアリウム」
きんまゆ ぎょ

●内　容：絹の布を染め、ふくらむインクで
トッピングをえがき、チョコバナ
ナをイメージしたもようのペン
ケースを作ります。

　　　　※手ぬいの工程があります。小学校
３年生以下のお子様は保護者の方
に作業をお願いします。

●期　日： ①７月30日（金）、②８月４日（水）、
　　　　　③８月22日（日）
●定　員：各回10名　●材料費：500円

●染色体験「チョコバナナのロールペンケース」
せんしょく

●定　員：開催期間中で、カイコの状況で可能な
限り受けつけます。

●申　込：会場にて随時

「桑くれ体験」
くわ

わ ふ かい せつ いん とく

か

べつ かい せつ かい

し いく りよう

せい たい

カイコの飼育量が全国一である群馬県、そんな群馬県にふさわしい施設として
夏休みのこども達に、カイコの生態から飼育方法など、カイコのいろいろなひ
みつを紹介します。

カイコの飼育量が全国一である群馬県、そんな群馬県にふさわしい施設として
夏休みのこども達に、カイコの生態から飼育方法など、カイコのいろいろなひ
みつを紹介します。

こどもシルク教室 2021こどもシルク教室 2021こどもシルク教室 2021
きょうきょうきょう しつしつしつ

・会場は全て群馬県立日本絹の里です。
・高校生以上の方は、観覧料がかかります。
・新型コロナウイルス感染症の発生状況により、変更になる場合があります。
　直前にホームページなどでご確認いただきますようお願い致します。
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〈表〉 〈裏〉

●内　容：絹糸で布を織り、カードやおか
しが入れられる小物入れを作り
ます。

　　　　※手ぬいの工程があります。小学
校３年生以下のお子様は保護者
の方に作業をお願いします。

●期　日： ①７月29日（木）、②８月１日（日）、
③８月20日（金）

●定　員：各回10名　●材料費：500円

●手織り体験「カラフルシルクの小物入れ」
こて お ものい

きぬいと ぬの きぬ ぬの そお

●花結びのストラップ作り
はな むす

作家協会イベント作家協会イベント作家協会イベント

●内　容：山ぶどうの樹皮を編んでスト
ラップを作ります。

●講　師：毒島　吉一（編み組工芸作家）
●対　象：小学校３年生以上（小学生に

は保護者の同伴が必要）
●日　時： ８月９日（月・振休）
　　　　　10:00～12:00、
　　　　　13:30～15:30
●定　員：各回10名　●材料費：500円
●申　込：電話予約（６月26日（土）
 　　　　  9:30受付開始）

じゅ ひ あ

夏休みの宿題・自由研究に役立つ展示や体験がいっぱい！夏休みの宿題・自由研究に役立つ展示や体験がいっぱい！


