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第139号 平成29年9月 高崎市染料植物園発行  電話027(328)6808

企画展 染 織 の 松・竹・梅  

●染色体験日        電話027-328-6808                   

 簡単な絞り技法を使った草木染と藍染の染色体験をす

ることができます。 

・藍 染 10/8(日)、29(日)、11/1(水)、5(日)、23(木) 

・草木染 10/１(日)、4(水）、9(月)、15（日）、18(水)、 

      11/3(金)、26(日) 

・定 員 各１５人 （先着順） 

・時 間 午前の部 １０：００～１２：００ 

       午後の部 １３：３０～１５：３０  

・費 用 草木染    絹ポケットチーフ         600円  

                絹プチスカーフ      1,200円 

           藍  染    木綿ハンカチ           600円 

               木綿バンダナ           1,000円 

松・竹・梅は、私たちの身近にある植物であり、3種そろう

と「松竹梅」というおなじみの取り合わせでもあります。 

松竹梅の組み合わせは、「歳寒三友（さいかんさんゆう）」

とも呼ばれる東洋画の画題のひとつです。 

日本では吉祥のモチーフとして多くの染織品や絵画工芸

品に彩りを添えてきました。また、松・竹・梅が草木染の材

料や道具としても使われてきたのをご存知ですか？ 

この展覧会では、松竹梅を用いて染めた着物や染織品、

吉祥の意匠とし 

て松竹梅があし 

らわれた婚礼衣 

装や着物、そし 

て暮らしに息づ 

く松竹梅を紹介 

します。 
 

 ◇企画展関連講習会                  、  

  「草木染・梅で染める」  
山崎和樹さんを講師に、梅の木を染料として、絹のス

トール(40×160cm）を染めます。 
・開催日 １１月１９日（日） １０：００～１５：００ 

・対 象 高校生以上 

・定 員 １８人 （昼食は各自で用意） 

・費 用 ５，５００円 

・締切日 １０月３１日（火）必着 （抽選） 

･申込方法  往復はがき、またはファクス、電子メールの

いずれかの方法で申し込んでください。（申込方法は裏

面参照） 

 

●ワークショップ          10/14（土）から電話受付  

 「竹のマイコップを作ろう」 
 竹を切って削って自分のコップを作ります。 

講師は浜名三芳さんです。 

・開催日 １１月４日（土）１０：００～１２：００ 

・対 象 小学４年生～中学生の子と保護者 

・定 員 １０組２０人（先着順）  ・費 用 ７００円 

 

●ワークショップ           10/14（土）から電話受付  

  「紀州松煙墨で描く絵手紙」 
昔ながらの製法で作られる松煙墨（松を燃やした煤をに

かわで練り固めたもの）と、色墨（しきぼく＝固形の色絵の

具で墨入り）を使って絵手紙を描きます。講師は松煙墨を

製造している堀池雅夫さんです。 

・開催日 １１月１５日（水） 

・時 間 午前の部 １０：００～１２：００ 

      午後の部 １３：３０～１５：３０ 

・対 象 大人   

・定 員 各２０人（先着順）  ・費 用 １，０００円 

・用意するもの 持っている人は絵手紙用の筆、筆洗 

  

●ワークショップ            10/21（土）から電話受付  

 「松で楽しむネイチャークラフト」 
松の特徴や仕組みを学びながら、松ぼっくりなど自然の

素材を使ってクラフトを作って遊びます。 

講師は里見立夫さんです。 

・開催日 １１月１８日（土） １０：００～１２：００ 

・対 象 ５歳～中学生の子と保護者10組 

・定 員 １０組２０人（先着順）  ・費 用 ３００円 

 

●体験教室                      10/28（土）から電話受付  

 「松煙でハンカチを染めよう」 
墨は松煙（しょうえん＝松を燃やした煤）を使って作ります

が、この松煙を使ってハンカチを染めます。講師は篠崎 

節さんです。 

・開催日 １１月２５日（土） 

・時 間 午前の部 １０：００～１２：００ 

        午後の部 １３：３０～１５：３０ 

・対 象 小学１年生～大人 

・定 員 各１５人（先着順）  ・費 用 ８００円 

〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11  電話027-328-6808 

江戸から現代 松竹梅が彩る着物たち 

10月14日（土）～11月26日（日） 
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開館時間／9:00～16:30（最終入館は16:00） 休園日／月曜日・祝日の翌日・年末年

始 入館料／一般200円(160円）、大高生150円(120円）   
 ※（ ）内は20名以上の団体割引、着物での来館者割引、及び「友の会」料金  ※身体障害者手

帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方及び付き添いの方1名、65歳以上、

中学生以下は無料 ※10月28日(土）は群馬県民の日につき入館料は無料 



 

《往復はがき・ファクス・メールで申し込み》          
応募期間内に下記のいずれかの方法でお申し込み
ください。 

①「往復はがき」 ②「ファクス」（FAX027-328-6818） 
・①②は「講習会名・住所・氏名・電話番号を明記 

③電子メール（senryou@city.takasaki.gunma.jp） 
・件名に「講習会名」と「開催日（連続講座の場合は初日）」

を入力し、本文に「住所・氏名・電話番号」を明記。（添付フ

ァイルを付けたものは受付不可） 

※ファクス・電子メールの場合は返信元に返信します。 

※はがき・ファクス・メールそれぞれ１枚（回）に１人、１講習

会の応募です。応募者多数の場合は抽選します。 

 

◇技法講習会                            

「草木染・絹の絣糸を染める」  
岡田教子さんを講師に、手くくり絣の技法で絹糸（約 45ｇ）
を染めます。染料はカテキューを使い、銅媒染で茶色を染
めます。 

・開催日 １２月９日（土） １０：００～１５：００ 

・対  象  大人   ・定 員 ２０人 

・費 用 ３，０００円      

・〆 切 １１月１４日（火）必着 （抽選） 

 
◇特別講習会                            

「ブルガリアの赤を染める」   
佐藤千香子さんを講師に、毛糸と布をアカネで染めて、羊

飼いのかばん「トルビチュカ」を作り、ブルガリアの文化に親

しみます。  

・開催日 １２月１０（日） １０：００～１５：００ 
・対  象  大人   ・定 員 ２０人 

・費 用 ４，５００円 

・〆 切 １１月２１日（火）必着 （抽選） 

 
◇特別講習会                            
「草木染・紅花染」 

山崎和樹さんを講師に、紅花で絹の袱紗（ふくさ）を染め 
ます。 
・開催日 １２月１７日（日） １０：００～１５：００ 
・対  象  大人   ・定 員 １８人 
・費 用 ７，５００円 
・締切日 １１月２１日（火）必着 （抽選） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
《電話で申し込み》     電話 027-328-6808  

 
●グリーンワークショップ        ９/２３（土）から電話受付  

「葉っぱを描こう」 
園内でお気に入りの葉っぱを採取し、シンプルな方法で葉

っぱを写し取って描きこみ、自分だけの作品に仕上げます。

講師は高崎出身の葉画家・群馬直美さんです。 
・開催日 １０月２２日（日）  
・時 間 午前の部 １０：００～１２：００ 
        午後の部 １３：３０～１５：３０ 
・対  象  小学１年生～大人 
・定 員 各２０人 （先着順） ・費 用 ７００円  

・用意するもの シャープペンシル（0.3 か 0.5 で HB）、

色鉛筆、虫眼鏡、ピンセット、ビニール

袋、古新聞１日分、飲み物 

 

●秋の里山たんけん         ９/３０（土）から電話受付  

「行こう！里山たんけん～紅葉の観音山を歩く～」 
飯野幹雄さんを講師に、どんぐりや落ち葉、それを食べる

生き物や里山の姿の変化などを観ます。子ども連れの参加

大歓迎です。 

・開催日 １０月２９日（日） １０：００～１２：００ 

・対 象 子ども～大人 （染色工芸館前に集合） 

・定 員 ３０人（先着順） ・参加費 無料 

 
●染めてみようシリーズ        １０/７（土）から電話受付  

「板じめ絞りでバンダナを染める」 
木綿のバンダナを板じめ絞りで染めます。 
・開催日 １１月１２日（日）  
・時 間 午前の部 １０：００～１２：００ 
        午後の部 １３：３０～１５：３０ 
・対  象  大人 
・定 員 各１６人 （先着順）  
・費 用 １，０００円  
 
●自然観察会④            １０/１４（土）から電話受付  

「紅葉と種子の観察をしよう」 
ぐんま自然観察指導員会の方々を講師に、モミジと種
子を中心に観察します。 
・開催日 １１月１１日（土） ９：３０～１１：３０  
・集 合 染色工芸館前  （小雨実施） 
・対  象  子ども～大人 
・定 員 ３０人 （先着順） ・参加費 無料 
・用意するもの 筆記用具・雨具・歩きやすい服装・ 

ルーペ(持っている方) 
 
●子どもワークショップ        １１/４（土）から電話受付  

「藍染で干支の絵馬ハンカチを作ろう」 
来年の干支（戌=いぬ）の模様を型染の技法でハンカチ

に藍染して、絵馬の形に折って仕上げます。 

・開催日 １２月３日（日） １０：００～１４：００ 

・対 象 小学 1年生～大人 

・定 員 １２人（先着順） ・費 用 ８００円  

 
 

8:30 から受付 

――― 〒370-0865 高崎市寺尾町 2302-11  電話 027-328-6808 ――― 

 

県民の日イベント  《当日随時受付》 

「藍染で麻のコースターを染めよう」 

群馬県民の日を記念し、藍染で一人 1 枚の麻コースタ

ーの染色ができます。染色工芸館の入館は無料になり

ます。申し込みは開催時間に随時受け付けます。 

・開催日 １０月２８日（土） 群馬県民の日 
・時 間 午前の部 １０：００～１１：３０ 
         午後の部 １３：３０～１５：００ 
・対  象  子ども（4・5 歳から可）～大人  

・費 用 ３００円 

mailto:senryou@city.takasaki.gunma.jp



