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講座情報

「申し込み方法①」の場合は 

・下記の電話にお申込みください。 

・受付開始日が3月中は8：30から、4月からは9：30

から、先着順の受付となります。 

「申し込み方法②」の場合は 

（ア）参加希望講習会名、住所、氏名、電話番号を明記して

ください。 

（イ）〆切日必着、1枚（回）につき1人、1講習会の申込

みとしてください。 

（ウ）応募者多数の場合は抽選となります。抽選の結果は、

「発信元」に送付します。 

【往復はがきの場合】 

下記の住所まで「往信欄」に上記（ア）を、「返信欄」に

発信元の郵便番号・住所・氏名を書いてお送りください。 

【ファックスの場合】 

下記のファックス番号に上記（ア）と、発信元のファック

ス番号を書いてお送りください。 

【メールの場合】 

下記のメールアドレスに、件名に「参加希望講習会名と講

習日（複数日の場合初日）」を書き、本文に上記（ア）と発

信元のメールアドレスを書いてお送りください。 

なお、添付ファイル付きのメールは受付けません。 

草木染・ろう染で“春色のストール”を染める 

・講師 吉村 晴子さん 

・開催日 5月９日、１６日、２３日、３０日（各木曜）

・時間 10：00～1５：00 ・対象 高校生以上  

・定員 20人  ・参加費 １０，５００円 

・参加方法 「申し込み方法②」4/16（火）必着

草木染のろう染技法を学びます。絹の大判ストール（５３

ｃｍ×170ｃｍ）で春の色とデザインを楽しみましょう 

絞り染ワークショップ 藍染で浴衣を染める

・開催日 6月15日（土）、７月27日（土） 

・時間 10：00～15：00 ・対象 高校生以上 

・定員 ４人  ・参加費 １５，０００円

・参加方法 「申し込み方法②」 5/21（火）必着 

待望の浴衣１反の生地を染める講座です。 

木綿の浴衣地１反に、大桝絞り（おおますしぼり）をし、藍で

染めます。初回に絞りを学び、持ち帰り１反絞りあげたものを、

２回目に染めます。絞りが途中の場合はできたところまでで切

り染めることになります。根気のある方挑戦を！ 

企画展関連講習会 草木染・緑色染  
・講師 山崎 和樹さん 

・開催日 6月16日（日） 

・時間 10：00～15：00 ・対象 高校生以上 

・定員 18人   ・参加費 ６，０００円 

・参加方法 「申し込み方法②」５/２８（火）必着 

センダンの葉を使って、絹のストール（60×180ｃ

ｍ）を染め、重ね染めでしか出せなかった緑色を、単

独の植物から染める「緑色染」の手法を学びます 

参加申込みは、各講座等の参加方法をご確認ください

編集：高崎市染料植物園 

〒370-0865  高崎市寺尾町2302-11      

電子メール ｓｅｎｒｙｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｔａｋａｓａｋｉ．ｇｕｎｍａ．ｊｐ

電 話  027（328）6808  ファックス  027（328）6818 

行こう！里山たんけん 
～新緑の観音山を歩く～ 

・講 師 飯野 幹雄さん       

・開催日 4月28日（日） ・参加費 無料

・対象 子ども～大人・時間 10：０0～正午

・定員 30人（先着順） 

・参加方法「申し込み方法①」3/３０（土）から

藍染・ろう染で“身に纏
まと

う布”を染める
・講師 関 礼子さん 

・開催日 6月6日、１３日、２７日、7月４日（各木曜）

・時間 10：00～1５：00 ・対象 高校生以上   

・定員 20人  ・参加費 １０，５００円 

・参加方法 「申し込み方法②」5/14（火）必着

筆やスポンジを使ったろう染技法の基礎を学びます。「夏の

ノースリーブ」が作れる位の大きさの木綿布（９２ｃｍ×1

５0ｃｍ）を染めます 

自然観察会② さし木・根分けで緑を増やそう

・講師 ぐんま自然観察指導員会のみなさん 

・開催日 6月8日（土） 

・時間  9：30～11：30 ・対象 子ども３歳～大人

・定員  30人（先着順）  ・参加費 100円

・参加方法 「申し込み方法①」 

5月11日（土）9：30から受付

染料植物でもあるヤマブキやツツジ、十月桜のさし木を行

います 

染料植物の道を楽しむ -ネイチャーゲーム 

・講 師 はるなネイチャーゲームの会のみなさん

・開催日 5月19日（日） ・参加費 無料     

・対象 子ども～大人・定員 各20人（先着順） 

・時間 午前の部10：00～11：30 

    午後の部13：30～15：30 

・参加方法「申し込み方法①」4/2０（土）9：30～受付

いろいろなゲームをしながら自然を体感できます
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 4月 5月 

1 月 休園日 水 ★特別染色体験 

2 火 木 ★特別染色体験 

3 水 ☆染色体験（草木染） 金 ★特別染色体験 

4 木 土 ★特別染色体験 

5 金 日 ★特別染色体験 

6 土 自然観察会① 月 ★特別染色体験 

7 日 染めてみよう草木染Ｔシャツ 火 休園日

8 月 休園日 水

9 火 木 草木染・ろう染① 

10 水 金

11 木 土

12 金 日 ガイドウォーク 

講演会 

13 土 月 休園日

14 日 ☆染色体験（藍染） 火 草木染・型染③ 

15 月 休園日 水 ☆染色体験（草木染）

16 火 草木染・型染① 木 草木染・ろう染②

17 水 ☆染色体験（草木染） 金

18 木 土 産着を染める 

19 金 日 ネイチャーゲーム 

20 土 月 休園日

21 日 和紙夾纈染 

草木染の美・春最終日 

火 草木染・型染④

22 月 休園日 水

23 火 臨時休館日 

草木染・型染②

木 草木染・ろう染③ 

24 水 臨時休館日 金

25 木 臨時休館日 土

26 金 企画展初日 日 ☆染色体験（藍染） 

27 土 月 休園日

28 日 行こう！里山たんけん 

★特別染色体験 

火 草木染・型染⑤ 

29 月 ★特別染色体験 水

30 火 ★特別染色体験 木 草木染・ろう染④

31  金

収蔵品展 草木染の美・春 開催中～4月21日（日）

企画展 この木なんの木どんな色？-染料植物の道を歩こう 
4月26日（金）～7月7日（日） 

 その道をたどって園内を歩くと、飛鳥・奈良時代から現代までの日本の

染色文化史を知り、様々な染料植物が見られる「染料植物の道」をテーマ

にした展覧会です。期間中たくさんイベントがありますのでお楽しみに！

染料植物園自主学習サークル作品展「萩の会作品展」 ３階多目的室 

４月２６日（金）～５月２日（木） 

園の講習会で学んだ方たちによる作品がご覧いただけます。 

企画展関連事業 

山崎和樹さんによるガイドウォークと講演会 

◆ガイドウォーク「染料植物の道を歩こう」
・開催日 5月1２日（日） 

・時間 10：00～11：30 

・定員 40人（先着順）・参加費 無料、要入館料 

◆講演会「草木染を暮らしの中へ」 
・開催日 5月1２日（日） 

・時間 13：00～15：00 

・定員 40人（先着順）・参加費 無料、要入館料 

※ガイドウォーク・講演会参加方法 「申し込み方法①」

どちらも4/13（土）9：30～受付

藍染体験 板じめでバンダナを染める  

・開催日 6月２日（日）・対象 高校生以上 

・時間 午前の部10：00～12：00 

    午後の部13：30～15：30 

・定員 各１２人（先着順）・参加費1000円 

・参加方法 「申し込み方法①」 

5/4（土）9：30～受付

木綿バンダナ（60×60ｃｍ）を板じめ絞りで染めるす 

▽植物園の開園・工芸館の開館時間  

通 常 期     午前9；00～午後4：30（最終入館午後4：00）

４～8月の土日・祝日 午前9：00～午後6：00（最終入館午後5：30）

草木染体験 産着を染める 

・開催日 5月18日（土） 

・時間 10：00～15：00 ・対象 高校生以上 

・定員 12人  ・参加費 2,500円 

・参加方法 「申し込み方法②」4/23（火）必着 

3～6ｋｇの赤ちゃん用の肌着（50～60ｃｍ用）を茜で

桃色に染めた後、背守りを刺繍して仕上げます  

ゴールデンウィークの特別染色体験 

カレンダーの★印、短時間でできる麻のコース

ターの藍染体験ができます。１人１枚です。 

・対 象 4才の子ども～大人 

・開催日 カレンダーの★印の日 

・開催時間 午前 10：00～11：30 

      午後 13：30～15：00 

・参加費  ３００円 ・所要時間 約２０分

・参加方法 当日随時窓口で受付 

藍染・草木染の染色体験 

カレンダーの☆印、染色体験（草木染）と染色体験

（藍染）の日に開催しています。 

・開催日 カレンダーの☆印の日 

・定員 各回 １５人 

・時間 午前の部10：00～12：00 

    午後の部13：30～15：30 

・参加費 染める物によって料金が異なります。

・参加方法 事前に電話でお申込みください 


