群馬県の観光情報７月号
令和４年（２０２２）年７月１９日
群馬県観光魅力創出課総合情報係
（ぐんまちゃん家）

今月の県発表
№

z
内容

情報提供元

花ハス遊覧船＆城町アンブレラスカイ

1 館林市

今月の注目情報
№

情報提供元

内

容

資料

1 群馬県富岡行政県税事務所 かんな・かぶら∞ぐるぶらの旅スタンプラリー2022

P.1

2 群馬県企業局経営戦略課

八ッ場発電所プロジェクションマッピングを見よう

P.1

3 原美術館ARC

夏休みワークショップ：アートうちわをつくろう！

P.2

4

日本遺産「里沼」を体感！花ハス遊覧船

P.2

5

夏空を埋め尽くす城町アンブレラスカイ

P.3

6

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

P.3

7

横手山×嬬恋村イベント
～標高2,307ｍで涼しい夏！広がる絶景！嬬恋村の夏の味覚！～

P.4

8 嬬恋村観光協会

TSUMAGOI SKYRUN 2022 SKYEPIC(スカイエピック)

P.4

9

キャベツ畑の中心で妻に愛を叫ぶ

P.5

10

山の日×嬬恋村 モニターツアー

P.5

11 高崎芸術劇場

高崎芸術劇場 イチ押し公演情報

P.6

12 高崎市タワー美術館

斎藤清版画展
～世界的に知られる日本の版画家の作品を紹介します～

P.6

13 高崎市美術館

つくる展ーTASKOファクトリーのひらめきをかたちにー

P.7

14 千代田町

千代田の祭 川せがき

P.7

館林市

今月の同封資料
№

内

情報提供元

容

1 群馬県富岡行政県税事務所 かんな・かぶら∞ぐるぶらの旅スタンプラリー2022
2

群馬県立土屋文明記念文学
第１１６回企画展「ようこそ絵本の世界へ」
館

3 原美術館ARC

夏休みワークショップ：アートうちわをつくろう！

4 前橋市

＃浴衣でまえばし2022

5 大川美術館

「東海道五十三次漫画絵巻」と歌川広重「狂歌入東海道」

6 館林市

花ハスまつりチラシ

7

高崎芸術劇場 ７月 PRESS RELEASE
高崎芸術劇場 ８月 イベントスケジュール

8
高崎芸術劇場
9

柴田花音チェロ・リサイタル

10

高崎芸術劇場 2022年度 公演ラインアップ

11 高崎市タワー美術館

没後25年記念特別企画 斎藤清版画展 飛翔するノスタルジア

12 高崎市美術館

企画展「つくる展－TASKOファクトリーのひらめきをかたちに－」

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）

かんな・かぶら∞ぐるぶらの旅
スタンプラリー2022【藤岡市、富岡市ほか】
ぐんまちゃんの「かんな・かぶら探検隊」！
かんな・かぶら地域の魅力を見つけるため、ぐんまちゃんが今年も「かんな・かぶ
ら探検隊」を結成！きみも隊員になって、ぐんまちゃんと一緒にかんな・かぶら地域
を「ぐるぶら」してみよう。
多野藤岡・甘楽富岡地域の道の駅や観光施設を巡り、ご当地キャラクターのスタン
プを集めるスタンプラリーです。
かんな・かぶら地域こと多野藤岡・甘楽富岡地域は、様々な地元の特産品が並ぶ楽
しい道の駅、サファリパーク、こんにゃくパーク、めんたいパークの３大テーマパー
ク、世界遺産富岡製糸場など様々な観光スポット、見どころが満載です。
“ぐるり・ぶらぶら”楽しみながらスタンプを集めて応募すると、抽選で「宿泊
券」や「道の駅商品詰め合わせ」など地元協賛のすてきな賞品が当たります。
○対象施設
＜道 の 駅＞ららん藤岡、上州おにし、万葉の里、上野、オアシスなんもく、しもに
た、みょうぎ、甘楽
＜観光施設＞土と火の里公園、神流町恐竜センター、不二洞、群馬サファリパーク、
県立世界遺産センター、県立自然史博物館、妙義温泉もみじの湯、下仁田荒船の湯、
楽山園、こんにゃくパーク、めんたいパーク群馬
＜世界遺産＞富岡製糸場、高山社跡、荒船風穴
○応募用紙配布場所：スタンプラリー対象施設、対象施設のある市役所及び町村役
場、各行政県税事務所等
○賞品：「宿泊券」「道の駅商品詰め合わせ」など 合計３５０名様分
日時 ◆７月１６日（土）～１１月３０日（水）
場所 ◆藤岡市,富岡市,上野村,神流町,下仁田町,南牧村,甘楽町
交通

◆関越自動車道 藤岡IC
◆上信越自動車道 富岡IC、下仁田IC

（写真を添付）

等

担当 ◆富岡行政県税事務所（ＴＥＬ0274-62-9525）

応募用紙表紙

八ッ場発電所プロジェクションマッピングを見よう
【長野原町】
水力発電所のしくみをわかりやすくご覧いただけます。
八ッ場発電所は、吾妻郡長野原町にある八ッ場ダムの放流水を利用したダム式発電
所です。再生可能エネルギーの導入促進と、県内エネルギー自給率の向上を目的に、
群馬県企業局が建設し、昨年4月から運転を開始しています。
実際の発電機に投影されたプロジェクションマッピングを「見て」「聞いて」「感
じて」迫力を体感してみてください。
ぜひ、八ッ場発電所にお越しください。
https://www.pref.gunma.jp/06/q01g_00046.html
八ッ場ＰＭ ショートヴァージョン（10秒程度）

日時

◆毎週金・土・日・月及び祝日
◆受付時間10:00～15:00（詳細はホームページ参照）

◆八ッ場発電所（群馬県吾妻郡長野原町大字河原畑地内）
八ッ場ダム直下
◆電車：JR吾妻線 川原湯温泉駅下車 ﾀｸｼｰ約５分
交通
◆ 車 ：関越自動車道 渋川伊香保ICから約９０分

（写真を添付）

担当 ◆群馬県吾妻発電事務所（担当：須田）Tel.0279-75-2746

(プロジェクションマッピングの様子）

場所

－1－

夏休みワークショップ：アートうちわをつくろう！
【渋川市】
まち全体を周遊しながら日本の伝統技能を体感！！！
和紙を折り込みきれいな色で染め、浮かんだ模様を楽しみながら、世界に一つだけの
オリジナルうちわに仕上げます。
2022年7月29日（金）、30日（土）、31日（日）
各日 10時～／13時～／15時～ 所要時間約40分 定員各回10名
会場 原美術館ARC内 回廊スペース
対象年齢 制限なし
＊はさみやアイロンを使用するので小学生以下の参加には大人が同伴してください
参加費 550円（現金のみ、入館料別）
https://www.haramuseum.or.jp/jp/arc/event/1165/

日時

2022年7月29日（金）、30日（土）、31日（日）
各日 10時～／13時～／15時～ 所要時間約40分

場所 原美術館ARC内

回廊スペース

（写真を添付）

JR「渋川駅」よりバスで15分、「グリーン牧場前」下車、徒
交通 歩 7 分。お車の場合、関越自動車道「渋川・伊香保 I.C.」
より 8 km、約 15 分
担当 広報

山川、野田

ちらし

日本遺産「里沼」を体感！
花ハス遊覧船【館林市】
女子旅にもおすすめ！涼を味わうフォトスポット満載
城沼では館林の夏を彩る花ハスが見頃を迎えます。
遊覧船に乗って、さながらジャングルクルーズのようにハスの葉をかき分け、可憐な
ピンクのハスの花を探す体験は館林ならではの夏景色です。
新型コロナウイルス感染症対策として、乗船人数の制限や検温・消毒などを徹底し運
航します。
■料金 大人：９００円／小学生以下：３００円（２０人以上は１割引）
■団体予約：城沼観光（株）（℡0276-73-7800）※個人予約は受け付けていません。
■問合せ：館林市観光協会（℡0276-74-5233）
「カメラガールズ」とコラボレーションしたモデルコースも公開中です。
【カメラガールズ×館林市「日帰りカメラ旅」】
https://www.camera-girls.net/tatebayashi/

日時

令和４年７月１０日（日）～８月１５日（月）
午前８時３０分～正午（随時運航）

場所

つつじが岡公園内渡船場
（群馬県館林市花山町３２７８）

交通

◆電車
◆ 車

東武鉄道館林駅よりバスで約5分、徒歩で約15分
東北自動車道館林ICより約10分

担当 館林市観光協会(☏０２７６－７４－５２３３)

－2－

花ハス遊覧船

夏空を埋め尽くす
城町アンブレラスカイ【館林市】
カラフルでドラマチックなフォトジェニックスポット
館林市役所前の「城町食堂」周辺では、「城町アンブレラスカイプロジェクト」とし
て、約550本のカラフルな傘を上空に設置し、幻想的な光景を作り出します。
写真映えスポットとして毎年非常に人気を集めており、老若男女多くの方にお越しい
ただいています。
■城町食堂
https://www.shiromachishokudo.com/
なお、タイアップ事業として、館林市観光協会による「Instagramフォトコンテス
ト」内に「アンブレラスカイ部門」を設けており、写真を活用したPR展開も開催中で
す。
■Instagramフォトコンテスト
https://photocon.utyututuji.jp/

日時

令和４年７月４日（月）～８月２７日（土）
※日没～午後10時までライトアップ。

場所

館林市役所敷地内歩道（城町食堂前）
（群馬県館林市城町１－１）

交通

◆電車
◆ 車

担当

城町食堂（☏０２７６－５５－１４８０）
館林市観光協会(☏０２７６－７４－５２３３)

（写真を添付）

東武鉄道館林駅よりバスで約5分、徒歩で約15分
東北自動車道館林ICより約10分

駅からハイキング＆ウォーキングイベント
【嬬恋村】
【嬬恋村×Ai プロジェクト】昭和香る「草軽電鉄廃線跡地巡り」
半世紀以上前、日本を代表する避暑地・軽井沢と、日本を代表する温泉地・草津温泉
を結んでいた草軽電鉄。その中心地であった嬬恋村三原地区周辺に、今も残る廃線跡地
と地域の遺構を巡るコースです。
「駅からハイキング」アプリでの受付をお願いいたします。
＜コース内容＞
万座・鹿沢口駅 → 嬬 恋 村 観 光 案 内 所 → 中居屋重兵衛之碑 → 三原大橋 →
草軽電鉄 上州三原駅跡 → 草軽電鉄 スイッチバック跡 → 旧三原五等郵便局 → 清浄
法水 → 中居屋重兵衛生家 → 草軽電鉄 嬬恋駅跡→ 万座・鹿沢口駅
注意事項等、詳細は以下のリリース記事をご一読ください。
https://www.jreast.co.jp/press/2022/takasaki/20220608_ta02.pdf
日程：2022年7月1日(金)～9月30日(金)
日時 受付時間：8時30分～14時(安全にご参加いただくため16時30
分までにゴールしてください)
場所 スタートおよびゴール：JR吾妻線
交通 JR吾妻線
担当

万座・鹿沢口駅

万座・鹿沢口駅

下車

(一社)嬬恋村観光協会
TEL:0279-97-3721

旧三原五等郵便局

－3－

横手山×嬬恋村イベント
【嬬恋村】
標高2,307ｍで涼しい夏！広がる絶景！嬬恋村の夏の味覚！
この土日限りの特別コラボ！横手山で嬬恋村の夏の味覚をおいしく販売いたします。
嬬恋村といえば高原野菜！歯切れが良く甘いキャベツや甘くてみずみずしいトウモロコ
シなど、どれも嬬恋村で採れた新鮮野菜ばかり。横手山からの絶景ビューのなかで食べ
ると、より絶品！
スカイレーターとスカイリフトに乗って「天空広場」へ。
満天ビューテラスやグランペットカフェは横手山の人気スポット。
運が良ければ雲海が見えるかも！
「志賀高原 横手山・渋峠スキー場」公式サイト：https://yokoteyama2307.com/
その他、詳細は(一社)嬬恋村観光協会まで。
日時 2022年8月6日(土)、7日(日)
場所 スタートおよびゴール：JR吾妻線
交通 JR吾妻線
担当

万座・鹿沢口駅

万座・鹿沢口駅

下車

(一社)嬬恋村観光協会
TEL:0279-97-3721

眼下に広がる景色

TSUMAGOI SKYRUN 2022 SKYEPIC(スカイエピック)
【嬬恋村】
壮大な大自然をガチ冒険！【申し込み期間7月31日(日)まで！】
自然の中を走るスカイラン。
山に囲まれた嬬恋村で思いっきり走って体全体で自然をお楽しみください。
TSUMAGOI SKYRUN (嬬恋スカイラン)は、群馬県嬬恋村の標高1200-2300mの高原・山岳
で開催されるアウトドアスポーツのイベントです。2022年は4・6・8月に3回の特色異な
る山岳ランニング大会を開催します。全ての大会で小学生から参加できるコース・部門
を設けています。嬬恋村の山々をご自分のホームマウンテンにしてほしいという願いを
込めて。スタッフ一同、皆様のご参加をお待ちしております！！
【URLを記載してください】TSUMAGOI SKYRUN
https://www.tsumagoiskyrun.com/
日時

公式サイト

SKYEPIC:2022年8月20日(土)、21日(日)
22日は午前8時受付開始／21日は午前6時受付開始

場所 パルコール嬬恋リゾート

交通

◆JR吾妻線万座・鹿沢口駅からタクシーで約20分
◆渋川伊香保ICから車で約1時間50分

担当

(一社)嬬恋村観光協会
TEL:0279-97-3721

山を走って気持ちいい！

－4－

キャベツ畑の中心で妻に愛を叫ぶ
【嬬恋村】
愛妻家の聖地で愛を叫ぼう！
ヤマトタケルノミコト愛妻家伝説が残る「愛妻家の聖地」嬬恋村で毎年行われる愛を叫
ぶイベントが今年も開催決定！
ミエとテレとタテマエとセケンテー手放すとき愛妻の丘は愛と感動と笑いに包まれる！
午前11時22分(いい夫婦時間)、会場にいる全員での叫びを皮切りに、エントリーしたサ
ケビストが次々に叫び台から愛を叫ぶ。
叫んでもよし、見てもよし、温かい気持ちになれるイベントです。

日時 2022年9月4日(日)午前11時22分～

場所 愛妻の丘(群馬県吾妻郡嬬恋村

愛妻の丘)

交通

◆JR吾妻線万座・鹿沢口駅からタクシーで約20分
◆渋川伊香保ICから車で約1時間50分

担当

(一社)嬬恋村観光協会
TEL:0279-97-3721

ありがとう！愛してるよ～！

山の日×嬬恋村 モニターツアー
【嬬恋村】
モニターツアーで山を満喫！四阿山ガイド付きトレッキング！
日本百名山、ぐんま百名山にも選ばれる四阿山(あずまやさん)。
標高2,354ｍの名峰にガイド付きで登ります。登りは途中までパルコール嬬恋リゾート
のゴンドラで空中散歩を楽しみます。ゴンドラ下車後、歩いて山頂を目指します。嬬恋
清水では湧き水を汲み水分補給。的岩又は花童子の宮跡も見て回りましょう！
料金：無料
応募条件：
・終了後のアンケートに必ず回答を頂ける方。
・コースルートを完歩できる体力のある方。
・当日の撮った写真を宣伝などで使用してもよい方。
【URL】https://www.tsumagoi-kankou.jp/yamanohi

日時

2022年8月11日(木)
午前7時45分集合(予定)～午後4時解散(予定)

場所 JR吾妻線

万座・鹿沢口駅

集合

交通

◆JR吾妻線万座・鹿沢口駅 下車
◆渋川伊香保ICから車で約1時間30分

担当

(一社)嬬恋村観光協会
TEL:0279-97-3721

広大な嬬恋村を見下ろす

－5－

高崎芸術劇場 イチ押し公演情報【高崎市】
高崎芸術劇場 大友直人Presents T-Shot シリーズ vol.8
柴田花音チェロ・リサイタル
高崎芸術劇場 芸術監督の大友直人が推薦する、将来性豊かな実力ある若手演奏家
によるコンサート「T-Shot シリーズ」。
第8弾は、東京藝術大学を経て、現在カナダのトロント王立音楽院グレン・グール
ド・スクールで研鑽を積むチェロ界の逸材、柴田花音さん。彼女の美しい音色に彩ら
れた華のある演奏をお楽しみください。
このシリーズでは、各アーティストによるリサイタルを開催すると同時に、当劇場
の音楽ホールの響きを最大限に生かした録音を行いCD 及びDVD 化しリリースしてい
きます。クラシック界の若き逸材の音色を堪能できる類を見ない取り組みです。
http://takasaki-foundation.or.jp/theatre/concert_detail.php?key=645

日時 2022 年8 月18 日（木）
場所 高崎芸術劇場

13：30 開演（12：45 開場)

音楽ホール

♦電車：JR高崎駅東口から徒歩5分
♦車：関越自動車道 練馬IC～高崎IC・高崎玉村スマート
交通
IC・藤岡IC（約60分）、新潟西IC～前橋IC・高崎IC（約150
分）
担当

高崎芸術劇場 創造活動課
TEL：027-321-7302

(c)Shigeto
Imura

柴田花音さん

「斎藤清版画展」
高崎市タワー美術館【高崎市】
世界的に知られる日本の版画家の作品を紹介します
福島県に生まれた版画家・斎藤清（1907～1997）は、国内のみならず海外でもめざ
ましい活躍を見せた、世界的に知られる日本近代版画の巨匠です。本展覧会では、戦
後から晩年まで半世紀におよぶ斎藤清の作品群のなかから版画作品89点を厳選し、9
つの章で紹介し、その造形美の真髄に迫ります。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2022060700063/
Twitter公式アカウント @TowerMuse
日時

◆７月９日（土）～９月４日（日）
１０時～１８時（金曜日のみ～２０時）

場所 ◆高崎市タワー美術館（ＪＲ高崎駅東口前）

交通

（写真を添付）

◆電車：ＪＲ線 高崎駅から徒歩２分
◆ 車 ：関越自動車道 高崎ＩＣから約２０分

担当 ◆高崎市タワー美術館（ＴＥＬ０２７－３３０－３７７３）
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斎藤清《さざ波》1994年
やないづ町立斎藤清美術館蔵

高崎美術館【高崎市】
「つくる展ーTASKOファクトリーのひらめきをかたちにー」
うごくアートが大集合！
世界一、世界最強とも言われている日本のものづくりを、さらに元気にしているアー
トファクトリー「TASKO（タスコ）」。
彼らのユニークな発想力と優れた技術力が手がけてきた現代アートとして見応え充分
な作品を通し、ものづくりにおける「つくる」に着目し、多様な視点で「つくる」の
魅力を紹介します。
使われている部品、しくみやしかけ、ものづくりの不思議などに興味関心を持つこと
で、想像力、発想力、創造力が刺激され、きっとワクワクしてくるはず。
大人も子どもも、観ると何かつくりたくなる、そんな展覧会です。
◆TASKOって？？
TASKOは、2012年に結成された、ものづくりのプロ集団です。美術、舞台制作、プロ
デュース、設計製作、デザイン＆ウェブ･･･それぞれの専門スタッフとスキルが集ま
り、様々な素材や手法―ユニークなアイデアとつくる力で、業界騒然の「ニューもの
づくり工場」として、新しいものづくりに挑戦し続け、国内外で活躍しています。
（ＵＲＬ）http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014011000353/
（Twitter公式アカウント） @takasaki_inoue
◆７月９日（土）～９月４日（日）
【高崎市美術館】１０時～１８時（金曜日のみ～２０時）
※入館は閉館３０分前まで
日時 【旧井上房一郎邸（美術館敷地内）】
邸内：１０時～１１時、１４時～１６時
庭園：１０時～１８時
※入園は閉園３０分前まで

（写真を添付）

場所 ＪＲ高崎駅西口から徒歩３分
交通

◆電車：ＪＲ線 高崎駅西口から徒歩３分
◆ 車 ：関越自動車道 高崎ＩＣから約２０分

担当 ◆高崎市美術館（ＴＥＬ０２７－３２４－６１２５）

千代田の祭

(c)Shigeto

ひかりの３原色 ©TASKO

川せがき【千代田町】

灯ろう流し と ちよだのはなび２０２２～コロナ収束への祈り～
「夜空につなぐ、全長２キロ希望の花火」
毎年８月１８日に利根川河川敷で開催される千代田の祭川せがきは、約１５０年の
歴史を持つ伝統のお祭りです。明治時代に光恩寺の住職が水難者の供養をしたことが
発祥と伝わっています。
今年度は新型コロナウイルス感染対策のため、通常の内容から形を変え、施餓鬼
（読経・灯ろう流し）と無観客での花火のみを実施します。花火については、コロナ
収束への願いを込め、かつ「無観客でも心に残る希望の花火」となるよう、全長２ｋ
ｍの国内最大規模の距離から最大２０箇所で１５００～１７００発打ち上げる、超ワ
イドな打上花火に挑戦し、町制４０周年の節目の年の夏の夜空を彩ります。
開催スケジュール
＜読経・灯ろう流し＞ １９：００～１９：３０
＜打上花火＞ ２０：００～２０：１５
※花火は無観客で行うため、観覧席はありません。
【千代田町公式ＨＰ】https://www.town.chiyoda.gunma.jp/
令和４年８月１８日（木）１９：００～

日時 ※荒天の場合は１９日（金）に順延
千代田町大字赤岩渡船場付近

場所 ※花火は無観客で実施するため、読経・灯ろう流し時を除き、

（写真を添付）

周辺区域は立入禁止となります
東武伊勢崎線川俣駅から車で２０分

交通 関越道館林ＩＣから車で３０分

千代田の祭 川せがき実施委員会 事務局

担当 （千代田町役場 産業観光課内）TEL:0276-86-7005
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川せがきの花火
（通常開催時の様子）

