群馬県の観光情報８月号
令和４年（２０２２）年８月１６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
№

z
内容

情報提供元

1 群馬県企業局経営戦略課

八ッ場発電所のプロジェクションマッピングを見よう！

2 中之条町観光協会

中之条町のアクティビティについて

今月の注目情報
№

情報提供元

内

容

資料

1 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

2 富岡市観光協会

富岡市×リアル宝探しイベント

P.1

3 群馬県立日本絹の里

企画展「平安王朝の文化～よみがえる源氏物語の世界～」

P.2

4 竹久夢二伊香保記念館

竹久夢二 『黒船屋』特別公開

P.2

5

Gunma Retreat Marche（in 川原湯温泉）

P.3

6

群馬県×東京ガスネットワーク コラボ料理教室

P.3

7

利根川とふれあう水上アクティビティ体験
シーバードデイ２０２２

P.4

8

千代田町寺社仏閣活用プロジェクト
ちよだ着物コレクション in 赤岩山光恩寺

P.4

9

夏の沼田 スマホで巡るデジタルスタンプラリー

P.5

10

沼田フォトコンテスト2022作品募集

P.5

11 高山村

たかやま未来センターさとのわ 9.17(土)グランドオープン

P.6

12 高崎芸術劇場

第33回 高崎音楽祭

P.7

群馬県ぐんまブランド推進課

千代田町

沼田市

今月の同封資料
№

内

情報提供元

容

1 中之条町

アクティビティリーフレット

2 富岡市観光協会

イトマキ探偵トミーの名推理～煉瓦に隠された富岡製糸場の秘密～

3 群馬県立日本絹の里

企画展「平安王朝の文化～よみがえる源氏物語の世界～」

4

「黒船屋」特別公開プレスリリースチラシ
竹久夢二伊香保記念館

5

年間スケジュールチラシ

6 みなかみ町

指月会

7 群馬県ぐんまブランド推進課 群馬県×東京ガスネットワーク コラボ料理教室
8 千代田町

千代田の祭川せがきチラシ

9

夏の沼田 スマホで巡るデジタルスタンプラリー
沼田市

10

沼田フォトコンテスト2022

11 前橋市

「農コン２０２２」出逢いの輪を広げよう －縁結びｉｎまえばし－

12

PRESS RELEASE
高崎芸術劇場

13

第３３回 高崎音楽祭

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）

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）

場所

◆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

交通

◆電車：JR吾妻線 川原湯温泉駅下車 ﾀｸｼｰ約５分
◆ 車 ：関越自動車道 渋川伊香保ICから約９０分

担当 ◆群馬県吾妻発電事務所（担当：須田）Tel.0279-75-2746

（写真を添付）

(プロジェクションマッピングの様子）

富岡市×リアル宝探しイベント 【富岡市】
「イトマキ探偵トミーの名推理～煉瓦に隠された富岡製糸場の秘密～」
謎を解き、富岡市のどこかに隠された「宝」を見つけ出すリアル宝探しイベントで
す。宝探しや謎解きが好きな方から、初めての方までお楽しみいただけます。
富岡市内で２コース（富岡製糸場周辺コース・車周遊コース）開催！
どちらのコースからでもご参加いただけます！
クリア者には、先着でオリジナル賞品をプレゼント！！
さらに、宝発見後にアンケートに回答いただくと、抽選で豪華賞品が当たります！
※先着賞品はなくなり次第、終了となります。予めご了承ください。
http://www.tomioka-silk.jp/spot/news/detail/id=5065
日時 令和4年7月15日（金）～令和5年3月31日（金）
場所

富岡市内２エリア
（富岡製糸場周辺コース・車周遊コース）

【富岡製糸場周辺】上信電鉄上州富岡駅周辺
もしくは富岡ICから車10分
交通
【妙義山周辺】JR信越本線松井田駅からタクシー10分
もしくは松井田妙義ICから車10分
担当 一般社団法人富岡市観光協会

黒澤

宏章

－1－

（写真を添付）

イベントポスター

群馬県立日本絹の里

企画展【高崎市】

企画展「平安王朝の文化～よみがえる源氏物語の世界～」
『源氏物語』にみえる平安時代の雅な王朝文化の世界を、立体的に表現した展示をご
覧いただきます。
1／4サイズの寝殿模型による具現化展示のほか、美しい平安装束をはじめ、王朝文化
を彩る料理や楽器など、平安貴族たちの宮廷生活をご紹介します。
https://www.nippon-kinunosato.or.jp
◆会期：令和４年９月８日（木）１１月７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

（写真を添付）

◆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：東條）Tel.027-360-6300

チラシ表面

竹久夢二 『黒船屋』特別公開【渋川市】
『黒船屋』特別公開
大正ロマンを代表する画家・竹久夢二の最高傑作と称される『黒船屋』。
表具師の飯島勝次郎氏の依頼によって描かれた本作は、飯島氏に秘蔵され、48年間、
家宝のように大切に保管されました。そののち、夢二研究の第一人者・長田幹雄氏の
もとに託され、平成元年9月、長田氏から当館館長・木暮享に託されました。
平成７年の秋に「夢二黒船館」を建設し、『黒船屋』を最高の状態で展示するための
特別室「蔵座敷」ができました。「蔵座敷」は、部屋全体の色調やデザインなど、細
部にわたり『黒船屋』が最も美しく見えるよう設計された『黒船屋』のためのオー
ダーメイドの展示室です。この部屋で年に１度、夢二の誕生月である９月１０日～２
３日の２週間、予約制にて『黒船屋』を特別公開いたします。
公式ホームページ

http://yumeji.or.jp/kurofuneya.html

日時 9月10日（土）～9月23日（金）
場所

〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保544-119
竹久夢二伊香保記念館

◆電車：JR渋川駅よりバスで約25分「見晴下」下車徒歩す
ぐ
交通 ◆JR高速バス「上州ゆめぐり号」：JR東京駅より伊香保温
泉まで直通「見晴下」下車徒歩すぐ
◆車：渋川伊香保ICより約20分
担当 竹久夢二伊香保記念館

TEL0279-72-4788
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（写真を添付）

『黒船屋』特別公開の様子
Photo by Web magazine
Colla:J

Gunma Retreat Marcheの開催について
【長野原町】
Gunma Retreat Marche（in 川原湯温泉）を開催します！
群馬県が目指すイメージのひとつとして、「リトリート＊の聖地」を掲げていま
す。
Gunma Retreat Marche（グンマ リトリート マルシェ）は、「群馬県で元気にな
る」というコンセプトのもと、群馬の大自然に育まれた農畜産物をはじめとした
『食』と、自然の中で行う『ヨガ』、『温泉』の力で、みなさんの心と身体の疲れを
癒すことを目的に、農政部が企画した初の取組です。
取組元年となる本年は第1回目を川原湯温泉、第2回目を草津温泉で開催します。
記念すべき第1回開催となるGunma Retreat Marche（in 川原湯温泉）は8月27日、28
日に開催します。
暑い夏と長引くコロナ禍で溜まった疲れを癒やしに、是非、群馬県にお越しくださ
い！
＊忙しい日常生活から離れ、心や身体を癒やす過ごし方
※詳細は別添リーフレット、特設サイトを御確認ください。
◆Gunma Retreat Marche特設サイトURL
https://gunma-retreat-marche.jp

日時

Gunma Retreat Marche（in 川原湯）
令和4年8月27日（土）、28日（日）

場所 道の駅八ッ場ふるさと館、川原湯温泉あそびの基地NOA
交通

東京駅から電車で約2時間
渋川伊香保ICから車で約1時間

担当

群馬県ぐんまブランド推進課
TEL：027-226-3129

（写真を添付）

宿泊プランの会場となる川原
湯温泉駅キャンプ場

群馬県×東京ガスネットワーク
コラボ料理教室【群馬県】
様々な群馬県食材を使用した料理教室を東京、神奈川で開催
群馬県では、東京ガスネットワーク（株）との連携により、様々な群馬県産食材を
利用した料理教室を開催します。
今年度、全５弾のうち第１弾のメイン食材は、旬を迎えた「群馬県産とうもろこ
し」です。群馬のとうもろこしは収穫後、素早く予冷をするから鮮度抜群！新鮮で甘
いとうもろこしを是非味わってください。
第２弾は生産量全国２位を誇る「群馬県産の梅」を使ったコースを開催予定です。
爽やかな香りと濃厚でまろやかな味が特徴の群馬の梅をバラエティに富んだ料理でお
楽しみください。
https://www.tg-cooking.jp/
日時

第１弾「とうもろこし」：８月５日（金）～２７日（土）
第２弾「梅」：９月８日（木）～３０日（金）

場所 東京、神奈川にある東京ガス料理教室

３～６か所

交通

詳しい開催箇所は、東京ガスネットワークHPをご覧くださ
い

担当

群馬県ぐんまブランド推進課
（ＴＥＬ０２７－２２６－３１２９）
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（写真を添付）

とうもろこしを使ったメニュー

利根川とふれあう水上アクティビティ体験
シーバードデイ２０２２【千代田町】
まるで海！利根川で水上アクティビティ体験！
「シーバードデイ２０２２」では、千代田町を流れる利根川に親しみを深めていた
だくことを目的として、無料でバナナボート体験やカヌー教室等の水上アクティビ
ティ体験を安全に楽しむことができます。地元警察や消防等によるブース出展やキッ
チンカー等も出店予定。千代田町自慢の水辺スポットにぜひご家族でお越しくださ
い！
※イベント主催のシーバード千代田は、水上オートバイを用いたパトロール・レス
キュー・防災活動・親水活動など、地域に密着した活動を行っている団体です。
◆対 象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
◆参加費：無料
◆主 催：シーバード千代田（後援：千代田町）
◆備 考：濡れてもいい服装（水着等）でお越しいただき、
着替えをご持参ください。
受付時に２分程度清掃活動をお願いします。

日時 ９月２４日（土）１０：００～１５：００
場所 赤岩渡船場周辺（群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩地先）
交通

（写真を添付）

東武伊勢崎線川俣駅から車で２０分
関越道館林ＩＣから車で３０分

担当 後援：千代田町役場産業観光課

TEL:0276-86-7005

千代田町寺社仏閣活用プロジェクト【千代田町】
ちよだ着物コレクション in 赤岩山光恩寺
お寺にランウェイ！住民参加による着物の着付けファッションショー
千代田町のパワースポットとして人気が高く、約１２００年前に開かれたと伝わる
赤岩山光恩寺。千代田町寺社仏閣活用プロジェクトの一環として、民間団体・住民・
寺・町とのコラボレーションにより、由緒ある古刹を舞台に振袖・花嫁衣裳（色打
掛・白無垢）・浴衣・袴など、四季折々の着物の着付けファッションショーを行いま
す！
モデルは町民から公募し、境内のランウェイを和の装いで華やかに彩ります。そし
て、ショーの最後を飾るのは、「十二単」の着付けショー。普段なかなか見ることの
できない色鮮やかな着物の文化を、この機会にぜひ楽しんでみてはいかがでしょう
か。
◆観覧無料
◆通常は非公開の指定文化財も当日に限り特別公開予定
◆御朱印も対応
◆赤岩山光恩寺 https://www.akaiwasan-kouonji.or.jp/
◆主催：長沼静着物学院熊谷校（後援：千代田町）
日時

９月２４日（土）【午前の部】１０：３０－１２：００
【午後の部】１３：３０－１５：００

場所 赤岩山光恩寺（群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1051）
交通

（写真を添付）

東武伊勢崎線川俣駅から車で２０分
関越道館林ＩＣから車で３０分

担当 後援：千代田町役場産業観光課

TEL:0276-86-7005

－4－

赤岩山光恩寺

夏の沼田 スマホで巡るデジタルスタンプラリー
【沼田市】
魅力満点の夏の沼田市をデジタルスタンプラリーで巡ろう
スマートフォンアプリを活用し、デジタルスタンプラリーを開催します。
6スポットの全てのスタンプを集めると宿泊券や特産品など豪華賞品が当たる抽選に
応募できます。
夏の沼田市にぜひお越しください！
【対象スポット一覧】
・迦葉山弥勒寺
・道の駅 白沢
・沼田公園（信之・小松姫石像）
・南郷温泉しゃくなげの湯
・吹割の滝
・利根観光会館 大蛇展示小屋
日時 2022年8月1日～31日
場所 沼田市内

（写真を添付）

各所

交通
担当

◆沼田市観光交流課
（℡0278-23-2111）

市内の6スポットを巡る
デジタルスタンプラリー

沼田フォトコンテスト2022作品募集【沼田市】
沼田市内で撮影された写真を募集します！
群馬県沼田市と(一社)日本旅行写真家協会が主催するフォトコンテストです。
沼田市内の自然や観光地などを被写体としたもので、2021年1月1日から2022年12月
31日までに撮影された作品を募集します。
【応募期間】
2022年11月20日～2023年01月15日
【賞】
1席(1名)
2席(1名)
3席(1名)

日時

賞金3万円と賞状・副賞
賞金2万円と賞状・副賞
賞金1万円と賞状・副賞

など

（撮影期間）2021年1月1日～2022年12月31日
（応募期間）2022年11月20日～2023年01月15日

【プリントでの応募】
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町2-14 四ツ谷ビジネス
ガーデン（一社）日本旅行写真家協会「沼田フォトコンテ
場所
スト2022」係
【データでの応募】
http://tabisya.jp/
交通
担当

◆沼田市観光交流課
（℡0278-23-2111）

昨年度の1席作品
「晩秋の色彩」 奈良原隆弘

－5－

たかやま未来センターさとのわ
2022.9.17(土)グランドオープン【高山村】
★ 村内外がゆるやかに繋がる場「さとのわ」がＯＰＥＮ！
高山村の新鮮な旬の食材が楽しめるカフェやワークショップなどイベント盛りだくさん
たかやま未来センターさとのわは、３０～４０代の住民や役場職員により構想さ
れ、その後は役場職員・地域おこし協力隊・移住コーディネーター・住民・地域活性
化企業人からなるプロジェクトメンバーにより施設の内装、コンセプト、ブランディ
ング、機能などを検討しました。
オープン後は民間企業に運営委託しますが、引き続きプロジェクトメンバーが施設
運営にかかわりながら『自治体と地域が一体』となって、創り、運営していく新しい
形の公共施設です。
≪さとのわ ４つのエリア≫
● 高山の旬をほおばる【さとのわカフェ】
村の食材の発信の場として、地場産品を中心にジェラート・ピザ・ごはんもの・スー
プなどを提供します。
● 暮らしと観光をはぐくむ【さとのわラウンジ】※ 一部役場機能が入ります。
観光案内や村の掲示板として情報発信します。地域の方の活動の場所としての利用、
仕事や学習の場としても活用できます。シェアキッチンもあります。
● 人の輪がひろがる【だんだん広場】
階段状のスペースで､家族・友人とゆったり出来る場所です。
● 村のおいしいをかたちにする【さとのわフードファクトリー】
村の野菜や果物などを新鮮なうちに加工、それらを使った
メニューをさとのわカフェで、お楽しみいただけます。

日時

2022年9月17日(土) からオープン
9:00～18:00（さとのわカフェ 10:00～17:00）

場所

道の駅「中山盆地」、高山温泉ふれあいプラザの奥
（群馬県吾妻郡高山村大字中山２３５７－１）
（写真を添付）

交通

【関越自動車道】渋川伊香保ICより約30分･月夜野ICより約
20分
【JR上越新幹線】上毛高原駅より車で約20分
【JR上越線】沼田駅より車で約20分･渋川駅より車で約30分

担当

高山村役場地域振興課（℡：０２７９－６３－２１１１）
オープン後：さとのわ（℡：０２７９－２５－８８３３）
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さとのわ外観とカフェイメージ

高崎芸術劇場 イチ押し公演情報【高崎市】
第33回

高崎音楽祭

1990 年、高崎市の市制90 周年のイベントとして始まった「高崎音楽祭」。今年で
33 回目を迎えます。高崎芸術劇場をメイン会場として、10/1（土）～ 16（日）の16
日間にわたり総勢17 組のアーティストが登場。新しい音楽やアーティストとの出会い
を提供し、高崎の秋を華やかに盛り上げます。
○高崎市出身者の主な出演公演
【東野珠実 星筐抄 （ほしがたみしょう）〜甦る古の響き〜】
日時：10 月2 日（日）14:00 開演（13:15 開場）
会場：高崎芸術劇場 音楽ホール
日本が初めて国際化した時代の息吹を伝える奈良・正倉院の収蔵品のうち、楽器は
世界でも類のないコレクションの一つです。
その楽器が、国立劇場を中心とした取り組みによって千数百年の眠りから甦り、本
公演で披露されます。高崎市出身の雅楽演奏家、東野珠実が奏でる響きに触れ、古代
に想いをはせるひとときをお楽しみください。
【0歳から親子で楽しむ初めてのオーケストラ 高崎こどもコンサート】
日時：10 月15 日（土）① 11:30 開演（10:45 開場）② 15:30 開演（14:45 開場）
会場：高崎芸術劇場 大劇場
高崎市出身で、数々のCM 音楽やNHK・E テレの番組音楽などを手がける作曲家・吉
田ゐさおがプロデュースするコンサート。大人だけでなく、0 歳の赤ちゃんを持つ家
族でも楽しめます。クラシックの名曲や映画音楽、童謡などを演奏。長い曲も聞きど
ころだけ短く編曲して、歌や楽しいトークも交えながらお届けします。NHK Eテレ「お
かあさんといっしょ」21代うたのおねえさん・小野あつこさんと、風のオトッペの
ウィンディもゲスト出演します。
【URL】
http://www.takasakiongakusai.jp/
日時 10月1日（土）〜16日（日）
場所 高崎芸術劇場、高崎市文化会館
高崎芸術劇場
♦電車：JR高崎駅東口から徒歩5分
交通 ♦車：関越自動車道 練馬IC～高崎IC・高崎玉村スマート
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

（写真を添付）

雅楽演奏家 東野珠実さん
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