群馬県の観光情報６月号
令和４年（２０２２）年６月２１日
群馬県観光魅力創出課総合情報係
（ぐんまちゃん家）

今月の外来発表
№
1

z
内容

情報提供元
神業ミュージアム開催について

桐生市

2 中之条町観光協会

温泉郷クラフトシアター2022
中之条ガーデンズ

今月の注目情報
№

情報提供元

内

容

資料

1 群馬県文化振興課

群馬交響楽団 湯けむりコンサート

P.1

2 群馬県立自然史博物館

第６６回企画展「宇宙への挑戦」

P.1

3 桐生市

ニッポンの神業MUSEUM
桐生のまちがミュージアムに！

P.2

4 群馬県立日本絹の里

夏休みこども展「学ぼうカイコ」
シルクの国語・算数・理科・社会！

P.2

5 群馬県立館林美術館

生誕110年 傑作誕生・佐藤忠良

P.3

6 群馬県立歴史博物館

第106回企画展「戦国上州の刀剣と甲冑」

P.3

7

たんばらラベンダーパーク開園

P.4

8 沼田市

たんばら高原星空観察会

P.4

9

サクランボ園オープン

P.5

10 前橋観光コンベンション協会 前橋市市制施行130周年記念 第66回前橋花火大会

P.5

今月の同封資料
№

内

情報提供元

1 群馬県文化振興課

群馬交響楽団 湯けむりコンサート

2 群馬県立自然史博物館

第66回企画展「宇宙への挑戦」

3 桐生市

ニッポンの神業ＭＵＳＥＵＭ

4 群馬県立日本絹の里

夏休みこども展「学ぼうカイコ」

5

吉岡町観光HP紹介

容

吉岡町
6

道の駅よしおか温泉

7 群馬県立館林美術館

生誕110年 傑作誕生・佐藤忠良

8 群馬県立歴史博物館

第106回企画展「戦国上州の刀剣と甲冑」

9

たんばらラベンダーパーク開園

10 沼田市

たんばら高原星空観察会

11

サクランボ園オープン

12

高崎芸術劇場 ６月 PRESS RELEASE
高崎芸術劇場 ７月 イベントスケジュール

13
高崎芸術劇場
14

三大コンチェルト

15

ARK BRASS

16

中之条町総合パンフレット
中之条ガーデンズパンフレット

17
中之条町観光協会
18

温泉郷クラフトシアター2022

19

四万温泉ガイドブック
谷川岳山麓を歩こう！

20
みなかみ町
21

谷川岳山開き

情報のお問合せ、ファイルや画像のご請求はこちらへどうぞ
観光魅力創出課 総合情報係（ぐんまちゃん家）
E-mail ： g-info@pref.gunma.lg.jp
電話 ： ０３－３５７１－３０８６ ＦＡＸ ：０３－３５７１－３０８９
所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座７丁目１０－５ the ORB Luminous 1F・2F
（東京メトロ銀座線 銀座駅Ａ３番出口徒歩約４分）

群馬交響楽団

湯けむりコンサート【草津町】

群馬交響楽団

湯けむりコンサート

コロナ禍で失われた文化芸術体験の機会を取り戻すため、県内各地で群馬アートラ
イブ事業を実施します。
今年度第一弾として、日本有数の温泉地「草津温泉」において、世界的に活躍する
沼尻竜典マエストロの指揮により、注目の若手ピアニスト小林海都氏と群馬交響楽団
の共演による「湯けむりコンサート」を開催します。
草津の豊かな自然の中で、本格クラシック・コンサートをぜひお楽しみください！
◆コンサートの情報
https://www.gunma-artlive.jp/images/yukemuri-concert2022.pdf
◆チケットのお求め
群響オンラインチケットサービス：https://yyk1.ka-ruku.com/gunkyo-s/showList
日時 令和４年７月１８日（月・祝）
場所

草津音楽の森国際コンサートホール
群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根国有林音楽の森内

（写真を添付）

◆電車：ＪＲ吾妻線長野原草津口駅からバスで約２５分
交通 ◆電車：ＪＲ軽井沢駅からバスで約１時間３０分
◆車：関越自動車道 渋川伊香保ＩＣから約１時間３０分
担当

群馬県文化振興課
TEL：027-226-2593

(コンサートチラシ）

第６６回企画展 群馬県立自然史博物館【富岡市】
第６６回企画展「宇宙への挑戦」
地球、月、惑星、宇宙は、いつ、どのようにできて、どんな姿なのでしょうか。謎
を解くために、人類は宇宙を観測し、進出していきました。アポロ、ルナ、かぐや、
あかつき、はやぶさ2、Ｈ3ロケット、ＩＳＳ…。世界のロケット、人工衛星、探査機
の歴史と技術と科学を通して、未来の人類が目指す宇宙を紹介します。
seasonⅠ「月に向かって」, seasonnⅡ「月よりも遠くへ」をサブタイトルとし、展
示内容を変更し、会期を分けて開催します。
http://www.gmnh.pref.gunma.jp
事前予約制（博物館ホームページよりオンライン予約）

seasonⅠ 令和４年７月９日（土）～９月１１日（日）
日時 seasonⅡ 令和４年９月１７日（土）～１１月２０日（日）
9:30～17:00（入館は16:30まで）
場所 ◆群馬県立自然史博物館（企画展示室）
交通

◆上信電鉄上州富岡駅・JR信越本線磯部駅からタクシー10分
◆上信越自動車道富岡IC・下仁田ICから車で15分

担当 ◆教育普及係（TEL:0274-60-1200）

企画展チラシより

－1－

ニッポンの神業MUSEUM
桐生のまちがミュージアムに！【桐生市】
まち全体を周遊しながら日本の伝統技能を体感！！！
BS日テレのシリーズ特番「発見！ニッポンの神業スペシャル！」と連動し、「ミラ
イへツナグ」をテーマに日本が世界に誇る伝統技術とその進化＝『ニッポンの神業』
を”観て・触って・体験できる”体験型ミュージアムが桐生にオープン！
このミュージアムでは「発見！ニッポンの神業スペシャル!」の番組内で紹介した
数々の神業、その中でも桐生織の歴史と進化をメインにご紹介します。
メイン会場となる古民家「ギャラリー禅林」には、番組のＭＣであるヒロミさんが
名誉館長に就任し、ヒロミさんが制作の工程に挑戦し、試し斬りをした日本刀が展示
されます。
ミュージアムは、メイン会場の「ギャラリー禅林」のほか、「重伝建」エリアを含む
桐生のまち自体をミュージアムに見立て複数のサブ会場を巡る周遊型ミュージアムや
スタンプラリー、またオープンファクトリー、ツアー催行など、多数の関連イベント
を開催予定です。
https://kamiwaza-m.jp/
日時 令和４年6月25日(土)～11月6日(日)
場所 群馬県桐生市

（写真を添付）

JR桐生駅より徒歩約10分
交通 北関東自動車道太田藪塚インターまたは太田桐生インターよ
り車で約25分
担当 ニッポンの神業ミュージアム実行委員会

群馬県立日本絹の里
特別展「学ぼうカイコ」

ギャラリー禅林

夏休みこども展【高崎市】
シルクの国語・算数・理科・社会！

群馬県はカイコの飼育量が日本一です。この特別展では、群馬オリジナル蚕品種
「ぐんま２００」のカイコを大量飼育するほか、めずらしい模様のカイコや「天蚕」
を生態展示します。他にも、「シルクの国語・算数・理科・社会」をテーマに、カイ
コや絹にまつわる色々なトピックスについて、学校の科目ごとに紹介するコーナー
や、養蚕道具を展示して養蚕農家の一連の仕事を紹介するコーナー、繭や絹を使った
作品の作り方や自由研究に役立つコーナーなど、展示を通して、こどもから大人まで
どなたにも楽しみながらカイコやシルクの魅力に親しんでいただきます。
https://www.nippon-kinunosato.or.jp

◆会期：令和４年７月１６日（土）～８月２９日（月）
日時 ◆開館時間：９時３０分～１７時
◆休館日：火曜日
場所 ◆群馬県立日本絹の里（群馬県高崎市金古町888-1）
交通

◆電車：上越・北陸新幹線 高崎駅からバスで約３０分
◆ 車 ：関越自動車道 前橋ＩＣから約２０分

担当 ◆群馬県立日本絹の里（担当：竹内）Tel.027-360-6300

－2－

チラシ表面

県立館林美術館【館林市】
生誕110年

傑作誕生・佐藤忠良

日本の具象彫刻界を牽引した佐藤忠良(1912-2011)は、身近な人々をモデルに洗練さ
れた造形感覚と人間味あふれる表現で私たちを魅了してきました。本展では《群馬の
人》、《帽子・夏》、絵本原画『おおきなかぶ』の代表作３点に注目し、自身が蒐集
したロダン、マリーニ、ピカソなどのコレクションを手がかりにその制作背景を解き
明かします。
最新の情報は当館ホームページでご確認ください。
【美術館HP】http://www.gmat.pref.gunma.jp/

日時 ◆令和4年7月16日（土）～9月19日（月・祝）
場所 ◆群馬県立館林美術館
交通

◆東武伊勢崎線多々良駅から約1.2㎞(徒歩20分)
◆東武伊勢崎線館林駅から約4㎞(タクシー10分)

担当 ◆学芸係

佐藤忠良《群馬の人》1952年
ブロンズ、宮城県美術館蔵
photo©佐々木香輔

神尾玲子

県立歴史博物館

第106回企画展【高崎市】

「戦国上州の刀剣と甲冑」
戦国時代の上州の郷土刀は、五家伝の中の相州伝を基礎にしていると言われます。相
州伝は正宗などでたいへん著名な刀剣を生み、その系譜を継ぐ上州の郷土刀を展示しま
す。甲冑では、上杉や武田といった戦国大名にも愛用された上州甲冑師の製作した貴重
な兜が確認されています。古文書や絵画もあわせて展示し、製作者を含めた上州の刀剣
と甲冑の姿とその歴史に迫ります。
◆見どころ
・現存するただ一つの生ぶ茎(なかご)在銘の太刀『正宗』を展示
・直江兼続のいわゆる「愛」の兜が上州へ“初”のお里帰り(8/2～8/28のみ展示)
【当館HP】https://grekisi.pref.gunma.jp/
日時

◆2022年7月9日（土）～8月28日（日）
9時30分～17時（入館は16時30分まで）

場所 ◆群馬県立歴史博物館（高崎市綿貫町992-1）
◆車：上信越自動車道の「藤岡IC」より約10分。
関越自動車道「高崎玉村スマートIC」より約10分。
交通
北関東自動車道「前橋南IC」より約15分。
県立公園｢群馬の森｣の大駐車場を利用（無料）。
◆電車：JR高崎駅よりバスで約25分。

担当 ◆学芸係

森田 真一

（027-346-5522）

－3－

企画展ポスター

たんばらラベンダーパーク開園【沼田市】
関東最大級！5万株のラベンダーが咲き誇る標高1,300mの高原へ
たんばらラベンダーパークは関東最大級、約5万株のラベンダーが咲き誇る観光花卉
園です。当園は標高1,300mに位置し、7月～8月の最高気温は平均25℃と首都圏よりも
5℃以上涼しく、ラベンダーの癒しの香りと涼しさを求めてたくさんのお客様で賑わう
癒しの避暑スポットとして群馬県内有数の観光施設です。
園内では大人気スイーツの「ラベンダーソフトクリーム」や「冷やしラベンダー
ラーメン」などラベンダーを使用したオリジナルメニューを多数ご用意しておりま
す。
また、スーベニアショップでは玉原産ラベンダーオイルを使用したオリジナルグッ
ズを販売しております。人気の「ナチュラルソープ」や「ラベンダー化粧水」をはじ
め、「マスクスプレー」や「アウトドアスプレー」、「クールミスト」なども人気商
品です。

日時 開園期間：2022年7月9日（土）～8月21日（日）
場所 群馬県沼田市玉原高原

交通

■車：関越道沼田ICより約19km30分
■電車：JR沼田駅より無料送迎バスで約45分（要事前予約）

担当 山口／林（TEL.0278-23-9315）

見わたすかぎりラベンダー

たんばら高原星空観察会【沼田市】
標高1,300ｍの高原で楽しむ星空観賞
群馬県沼田市、標高1,300mの場所にある玉原高原。 圧倒的な広視野を誇り,
人里離れ人工の光に妨げられることもない漆黒の夜空に、満天の星々が望めます。
真夏の昼間でも25℃を上回ることが少ない玉原高原の夜はさらに涼しく、快適に
星空を観察できます。 天気が良ければ『天の川』がみられることも！
※雨天、曇天時は室内で星座や宇宙のお話をします
参加費 大人：500円 小・中：300円（未就学児無料）
定員 各日ともに60名（要申込、定員になり次第締め切り）
お申込みはこちら
（一社）沼田市観光協会 たんばら高原星空観察会 お申し込みページ
https://www.numata-kankou.jp/activity/experience/hoshizora/index.html
７月１６日（土）・２３日（土）・３０日（土）
日時 ８月６日（土）
２０時～２１時
場所 たんばらラベンダーパーク
交通 車 ：関越自動車道

沼田ＩＣから約30分

担当 （一社）沼田市観光協会

立花(TEL

0278-23-2111）

－4－

たんばら高原の星空

サクランボ園オープン【沼田市】
沼田の初夏の味覚、さくらんぼ
６月中旬から７月中旬ごろまで、市内でおいしいサクランボを味わえます。「佐藤
錦」や「紅秀峰」などさまざまな品種があります。赤い宝石ともいわれる季節の果
実、お気に入りの品種を見つけてみてはいかがでしょうか。作柄が天候に左右されや
すく、また、収穫期が短いフルーツですので、開園状況などを各園にお問い合わせの
うえお出掛けください。

日時 ６月中旬～７月中旬（予定）
場所 沼田市内サクランボ園

交通

電車：上越線 沼田駅からバスで約１５分
車 ：関越自動車道 沼田ＩＣから約１０分

担当 （一社）沼田市観光協会(TEL

0278-25-8555）

沼田の初夏の味覚、さくらんぼ

前橋市市制施行130周年記念 第66回前橋花火大会
【前橋市】
七色に変化する虹色スターマイン
第66回前橋花火大会を、3年ぶりに利根川河畔 大渡橋南北河川緑地で実施します。
感染症対策を徹底し皆様に安心して花火を楽しんでいただくため、すべての観覧席は
事前予約制となります。料金は、1区画￥5,000から（4名席または2名席）となります。
また、個人の方の協賛も募集しています。詳細は、前橋花火大会公式サイトをご確認
ください。 ※席種によっては売切れの場合もございます。
【内容・見どころ】
利根川を挟み、観覧席目前の河川敷で打ちあがる幅約800mの超ワイドスターマインは
視界から溢れるほどの大迫力。前橋の花火工房で製造する「発色の良さ」に拘ったパス
テルカラーの花火や、発祥とされる空中ナイアガラも必見です。
前橋花火大会公式サイト

http://maebashihanabi.jp/

日時

◆令和４年８月１３日(土) 荒天中止
◆午後４時 開場／午後７時 開会

場所

群馬県前橋市
利根川河畔(大渡橋南北河川緑地)

交通

◆JR前橋駅より関越交通バス渋川駅行き12分
(「群大病院入口」下車、徒歩約10分)
◆関越自動車道 前橋ICから国道17号経由で約15分

担当

前橋花火大会実施委員会事務局(公益財団法人前橋観光コン
ベンション協会内) Tel:027-235-2211

－5－

打上げ幅800mの超ワイドス
ターマイン

