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「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。 

・受付開始日の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。 

【往復はがきで申し込む】※10/1から往復はがきは１２

４円から１２６円に改定されています。 

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。 

【ファックスで申し込む】 

下記のファックス番号に上記（ア）と、発信元のファッ

クス番号を必ず書いてお送りください。 

【メールで申し込む】 

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ません。 

企画展関連 お話と実演 黄櫨染（こうろぜん）って 

なに？ 天皇だけに許された絶対禁色の秘密 

 天皇のみが着用する装束「黄櫨染の御袍」（こうろぜんのごほう）

の色は、ハゼとスオウを重ねて染めると伝えられています。この

「黄櫨」を染める実演とお話です。 

・講師  青木 正明さん（天然色工房 tezomeya主宰） 

・開催日時 11月4日（月・祝）13：00～15：00 

・定員  40人 (先着順)  ・参加費 無料（ただし要入館料）       

・対象   高校生以上 

・参加方法「申し込み方法①」10月5日（土）から受付 

親子で竹の小物入れを作ろう 
 真竹のひごを使って、小さな盛りかごを作りましょう。 

・講師  本間 貞夫さん 

・開催日時 10月26日（土） 10：00～12：00 

・定員 １０組  ・参加費 １，２００円 

・対象  5歳から中学生までの子どもと保護者２人１組 

・参加方法 「申し込み方法②」9月28日（土）から受付 

技法講習会 草木染・絹の絣糸を染める 

 手括りの絣の技法で絹糸約４５ｇを染めます。 

コチニールのみょうばん媒染で濃いピンク色を染めます。 

・講師  岡田 教子さん 

・開催日時11月30日（土）10：00～15：00 

・定員 20人  ・参加費 3，０００円 

・参加方法 「申し込み方法②」 11月12日（火）必着 

 

企画展関連講習会  黄丹（おうに）を染める 

クチナシとベニバナを染め重ねた色で皇太子の

服色「黄丹」を、絹のふくさ（45×45センチ）

に染めます 

・講師   山崎 和樹さん（草木工房主宰） 

・開催日時 11月17日（日） 

10：00～15：00  

・定員   18人  ・参加費 ８，５００円 

・対象    高校生以上 

・参加方法 「申し込み方法②」 

10月29日（火）必着 

参加申込みは、各講座等の参加方法をご確認ください 

〒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 

グリーンワークショップ ネイチャークラフト-親子でクリスマスリースを作ろう 
クズのつるや草木染めしたまゆを使った、クリスマスに飾れる小さなリースです。実をつけた植物の特

徴や仕組みを学びながら作りましょう。 

・講師  里見 立夫さん    ・対象  5歳から中学生までの子どもと保護者 

・開催日 11月24日（日）   ・時間 10：０0～12：00     ・定員 先着10組 

・参加費 ３００円       ・参加方法 「申し込み方法①」 10/26（土）から受付 

   

 

染めてみよう藍染体験シルクコットンのストールを染める 
・開催日時 11月10日（日）10：00～12：00  
・定員 12人  ・参加費 4，0００円 

・参加方法 「申し込み方法②」10月24日（火）必着 



IRODORI 第151号 

カレンダー 

                10月 11月 

1 火  金  

2 水 ☆染色体験（草木染） 土  

3 木 草木染 デザイン① 日 ☆染色体験（藍染） 

4 金   月 企画展関連 お話と実演 

5 土 藍染絞り染④ 火 休園日 

6 日 ☆染色体験（草木染） 水 ☆染色体験（藍染） 

7 月 休園日 展示替え 木  

8 火 休館日 展示替え 金  

9 水 休館日 展示替え 土 自然観察会秋をたのしもう 

10 木 休館日 展示替え 

草木染 デザイン② 

日 染めてみよう藍染ストール 

11 金 企画展初日 月 休園日 

12 土 藍染絞り染⑤ 火  

13 日 ☆染色体験（藍染） 水  

14 月 ☆染色体験（草木染） 木  

15 火 休園日 金  

16 水 ☆染色体験（藍染） 土  

17 木 草木染 デザイン③ 日 企画展関連 黄丹を染める 

18 金  月 休園日 

19 土 藍染絞り染⑥ 火  

20 日 秋の里山たんけん  
☆染色体験 午後のみ（藍染） 

水 ☆染色体験（草木染） 

21 月 休園日 木  

22 火 ☆染色体験（藍染） 金  

23 水 休園日 土 ☆染色体験（藍染） 

24 木  日 ネイチャークラフト 

25 金  月 休園日 

26 土 親子で竹の小物入れ作り 火  

27 日 十二単着付け実演 水  

28 月 ★県民の日特別染色体験 木  

29 火  金  

30 水  土 草木染 絹絣糸 

31 木 草木染 デザイン④   

                        

 
企画展 光を秘めた不思議な色 

～千年を越えて伝わる色彩～ 
会期 １０月 11日（金）～１2月1日（日） 
 

平成から令和へと元号が改まった今年、宮中儀式の際に天皇陛下が着用

された「黄櫨染御袍
こうろぜんのごほう

」という装束の色にも注目が集まりました。この

「黄櫨
こうろ

」や「黄丹
おうに

」（皇太子の装束の色）は太陽の色を表すと言われ、平

安時代の法令集『延喜式
えんぎしき

』に染料や媒染剤が記されています。 

本展では、草木染による『延喜式』の色彩再現品38点（山崎青樹作）

を中心に、「十二単」の「襲
かさね

の色目
いろめ

」などを紹介します。 

   ▽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） 

企画展関連 実演 十二単のお服上げ（着付け） 

宮中女性の装束の着付けの実演をご覧いただきます。 

モデルさんを募集します。詳しくは企画展チラシをご

覧ください。 

・講師 辻 延子さん（衣紋髙倉流群馬道場会頭） 

・開催日時 10月27日（日）13：30～14：30 

・定員   30人  ・参加費 無料（要入館料） 

・参加方法 「申し込み方法①」9/28（土）から受付 

 

行こう！秋の里山たんけん 

葉っぱ、草の実や木の実、それを食べる生きものや変化

する里山の姿をみながら、秋の観音山を歩きましょう 

・講師  飯野 幹雄さん  

・対象  4歳の子ども～大人 ・定員30人  

・開催日 10月20日（日） 

・時間  10：00～12：00 

・参加方法「申し込み方法①」9/21（土）から受付 

★群馬県民の日 特別染色体験 
藍染で麻のコースターを染めます。 

・１０月28日（月） 

・参加費 １人１枚 300円 

・受付時間 （時間内 随時受付けます） 

10：00～1１：３0 ／13：30～15：00 

☆藍染・草木染の染色体験 
簡単な絞り技法を使い、模様を入れて染めます。 

・開催日  カレンダーの☆印の日 

・所要時間 午前の部10：00開始～12：00 

      午後の部13：30開始～15：30 

・定員  各回 先着１５人 

・参加費 草木染 ポケットチーフ ６００円 

         プチスカーフ   1,200 

藍染 ハンカチ 600円 バンダナ 1,000円  

・参加方法 電話で事前申込  

 藍染で干支の絵馬ハンカチを作ろう 

・対象 小学１年生～大人 ・定員12人 

・開催日12月1日（日） ・費用800円 

・時間  10：00～14：00 

・参加方法「申し込み方法①」11/2（土）から受付 

自然観察会 ④  秋を楽しもう 

園内のモミジとドングリを中心に観察・採取して、押し

葉やアクセサリーを作ります。 

・対象 子ども～大人  ・定員30人 

・講師 ぐんま自然観察指導員会のみなさん  

・開催日 11月9日（土） 

・時間  9：30～11：30 ・費用200円 

・参加方法「申し込み方法①」10/12（土）から受付 

 


