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PRESS RELEASE 2

群馬県富岡市（担当：富岡製糸場課）

- 世界遺産 富岡製糸場

国宝「西置繭所」の全貌を公開 -

10 月はイベントが盛りだくさん！
３日～４日の記念イベントは浪曲や演劇、ライブペイントなどを開催
PIECE OF PEACE『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展 PART-4 も！

世界遺産 富岡製糸場（群馬県富岡市）の国宝「西置繭所」が、足掛け６年にわたる保存整備工事を
終え、10 月 3 日（土）にグランドオープンします。10 月３日(土)・４日（日）に開催する記念イベント
では浪曲や演劇、ライブペイントなどのイベントを開催。また、10 月 31 日（土）より「PIECE OF PEACE
『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展 PART-4」も開催いたします。
■新たな機能で魅力を増した国宝「西置繭所」
富岡製糸場全体の保存整備計画が進む中、最初の本格的保存整備事業として着手した国宝「西置繭所」の
工事が令和２年５月に完了し、この度、グランドオープンします。文化財として保存する一方で、積極的
な活用との両立を目指し、ギャラリー（資料展示室）と多目的ホールがハウスインハウスの手法を用いて
整備されました。

●西置繭所の全貌を写真と共に紹介
■ガラスのホール
１階北側に、ハウスインハウス手法により多目的ホールが整備されました。耐震補強用の鉄骨を骨組み
としたハウスインハウスで、壁と天井がガラスのユニークベニューです。イベントを行いながらガラス
越しに国宝建物を体感できます。

▲世界遺産・国宝の中のガラスのホール
はまさしくユニークベニュー。

▲国宝の建物自体も鑑賞対象。壁、天井、
柱を LED でライトアップ。

▲操業中に壁や建具に貼られた新聞紙な
ども歴史的資料。

■ギャラリー（資料展示室）
富岡製糸場で保存されてきた歴史的資料の実物を、常設で展示するスペースです。富岡製糸場の創設、
富岡製糸場で働き暮らした女性たちの生活、そして生糸づくりの作業（製糸工程）について、ビジュアル
に分かりやすく展示解説します。

▲展示台に使用している机も富岡製
糸場で使われてきた歴史的資料。

▲創業から１１５年間の作業服の変遷を
史料にもとづき 1/2 サイズで再現。

▲生糸づくりの工程をイラストで分かり
やすく説明。

▲繭倉庫としての機能の変遷の説明や
貯繭の様子を再現。

▲漆喰壁や柱などには１１５年間の操
業の歴史が刻まれている。

■２階展示エリア

▲保存整備工事に際して判明したことを
展示解説。

■ホワイエ
休憩スペースとしてご利用いただけるホワイエには富岡製糸場の歴史が分かる巨大な年表パネルが設置
されています。

■２つの音声ガイド
西置繭所の見どころを紹介する音声ガイドを整備しました。スマートフォンにアプリ（無料）をダウンロ
ードしてご利用いただけます。ガイドは２種類あり、展示資料や建物の特徴など見どころを人気声優の
武内駿輔さんが案内するメインガイドと、２階の漆喰壁の落書きの痕跡や煉瓦積みの様子などから浪曲
師、玉川太福さんが創作浪曲で案内するスペシャルガイドがあります。楽しみながら富岡製糸場や西置
繭所の歴史に触れてください。
（メインガイドは、英語・中国語・韓国語・フランス語対応。スペシャル
ガイドの浪曲は日本語のみ、ただし英語による解説版がございます。
）

武内駿輔 (たけうち・しゅんすけ)
声優。主なアニメ出演作は『KING OF PRISM』アレクサンダー役、
『彼方のアストラ』ザック・ウォーカー
役、
『A3！』兵頭十座役など。美術展音声ガイドでは『原三渓の美術』など好評を得る。2016 年に「第 10
回声優アワード・新人男優賞」受賞。

玉川太福 （たまがわ・だいふく）
浪曲師。年間 50 公演を超える独演会を開催し、近年は落語の定席にも出演。「天保水滸伝」や「清水次郎
長伝」といった古典演目を継承しながら、独自の新作浪曲にも意欲的に取り組んでいる。2017 年「第 72 回
文化庁芸術祭・大衆芸能部門新人賞」、2020 年「第 37 回浅草芸能大賞・新人賞」受賞。

企画・製作：アコースティガイド・ジャパン
浪曲ガイド製作協力：テレビマンユニオン

●10 月に西置繭所ガラスのホールで開催するグランドオープンを記念したイベント
（１）10 月 3 日（土）～10 月 4 日（日）グランドオープン記念イベント
①浪曲ガイドの実演
西置繭所を案内する音声ガイドの一つ、浪曲ガイドを創作し収録した浪曲師の玉川太福さんが、実際に
西置繭所で浪曲を披露します。
（曲師：伊丹明）
【日時】
10 月 3 日（土）
・1 回目 受付 12:30~

公演時間 13:00~13:40

・2 回目 受付 14:30~

公演時間 15:00~15:40

②ライブペインティングパフォーマンス
群馬県高崎市出身の画家上原菜摘さんによる富岡製糸場をテーマに
したペインティングパフォーマンスを実施。
アーティスト：上原菜摘
コーディネート：WASABI ART&DESIGN 平山美聡
※こちらのみ場所は中庭を予定。
【日時】
10 月 3 日（土）13：45～14：30（予定）
※どなたでもご覧いただけます。
③富岡製糸場をテーマにした演劇の公演
富岡製糸場を舞台にした演劇「結び～昭和３０年代の富岡製糸場～」を公演します。
脚本・演出：菅野臣太朗さん
出演キャスト：中右遥日さん、小橋杏佳さん、鎌田亜由美さん、倉本発さん、神木優さん
【日時】
10 月４日（日）
・1 回目 受付 10:30~

公演時間 11:00~12:00

・2 回目 受付 13:30~

公演時間 14:00~15:00

・3 回目 受付 15:30~

公演時間 16:00~17:00

〈浪曲・演劇のお申し込み方法〉
はがき、ファクス、メールのいずれかの方法で、１人につき下記をご記入の上、富岡製糸場課（〒3702316 富岡 1-1／FAX：64-3181／mail：worldheritage@city.tomioka.lg.jp)までお申し込みください。
（9 月 23 日（火）必着）
①希望するプログラム（浪曲・演劇）と公演回、②名前、③電話番号、④住所
※各公演 50 人定員（抽選）
。
抽選結果は、入場券の送付をもって代えさせていただきます。
※ご希望の回と別の回になることがあります。

（２）橘ゆり オルガンコンサート
世界的オルガニストの橘ゆりさんを迎え、電子オルガンコンサートを開催。
富岡製糸場設立当時の時代に思いを馳せたプログラム内容となっています。
会場に響き渡る、橘ゆりさんの演奏をご堪能ください。
URL：http://www.tomioka-silk.jp/tomioka-silk-mill/news/detail/id=3836
【日時】
10 月 11 日（日）14:30～16:00（※終了時刻は予定です。
）
〈オルガンコンサートのお申し込み方法〉
お電話でピアノプラザ群馬（℡：027-363-1262）までお申し込みください。
（３）
『紅い襷～富岡製糸場物語～』 グランドオープン記念上映会
グランドオープンを記念して、映画『紅い襷～富岡製糸場物語～』の上映会を開催いたします。
【日時】
10 月 17 日（土）
、18 日（日） １日１回、13:30～15:10（上映時間 100 分）
【お申し込み方法】
予約不要。
（入場は先着順５０名まで、観覧無料）
（４）世界遺産チャリティーアートエキジビション
PIECE OF PEACE『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展 PART-4
西置繭所のグランドオープンを記念し、レゴ®ブロックで作った「富岡製糸場」の展示をはじめ、世界 28
か国の世界遺産と地球ほか、全 50 作品がレゴ®ブロックで表現されます。
【日時】
10 月 31 日（土）～12 月 13 日（日）
会場：西置繭所多目的ホール・ブリュナ館
レゴ入場料：大人 600 円、高・大学生 400 円、小・中学生 300 円
（製糸場見学セット券：大人 1,400 円、高・大学生 600 円、小・中学生 400 円）
※各記念イベントの参加に関しては、富岡製糸場の見学料が必要になります。
※西置繭所の見学（ギャラリーと２F)を希望する場合は、別途、事前の見学予約が必要となります。

【西置繭所 見学方法（予約制）
】
西置繭所の見学は予約制です。富岡製糸場予約センター（℡ 0274-67-0088）へ電話でご予約ください。
３か月前から受付を承ります。予約の際はご希望の日、実施回、見学者の名前と連絡先（電話番号）をお
知らせください。空きがあれば当日、現地でもお申込みいただけます。なお、イベント実施や設備点検な
どで見学できない日（あるいは時間帯）があります。西置繭所の見学は事前予約をおすすめします。
見学は、１回４０分間、１日９回実施します。１回の枠は３０名です。
①０９：３０～１０：１０
②１０：１０～１０：５０
③１０：５０～１１：３０
④１１：３０～１２：１０
昼休憩（閉館）
⑤１３：２０～１４：００
⑥１４：００～１４：４０
⑦１４：４０～１５：２０
⑧１５：２０～１６：００
⑨１６；００～１６：４０
※西置繭所の見学は富岡製糸場見学料に含まれます。
※予約キャンセルの場合は、なるべく早めにご連絡ください。

【西置繭所について】
創業に際し建設された２棟の繭倉庫のうちの１棟。木骨煉瓦造の２階建て、桟瓦葺きで、長さが約 104m
ある長大な建物です。今回の保存整備工事では、保存修理に併せて耐震補強と活用のための整備を行い、
１階にはハウスインハウスの手法を用いたガラスのギャラリー（資料展示室）と多目的ホールを整備し
ました。
【富岡製糸場 概要】
富岡製糸場は明治５年に官営模範工場として操業を開始した器械製糸工場です。昭和 62 年に操業を停止
後、平成 17 年から富岡市が所有管理し、一般公開しています。平成 26 年にユネスコ「世界遺産一覧表」
に記載され、同年、繰糸所と東西２棟の置繭所が国宝に指定されました。
名

称： 富岡製糸場

住

所： 群馬県富岡市富岡１－１

富岡製糸場

開場時間： 午前９時～午後５時（入場受付は午後４時 30 分まで）
見学に関する問合せ： 0274-67-0075（総合案内所）

報道関係の皆様からのお問い合わせ先
富岡製糸場西置繭所 PR 事務局（株式会社 サニーサイドアップ.内）
担当：和久（070-1639-9625）、牧野、森井
TEL：03-6894-3251 FAX：03-5413-3232 EMAIL：tomioka_pr@ssu.co.jp

