
…5デンケ
鶴見町� 5 

027-325-4835 _ 027-321・8320 027-327-2912 

19:00-食材が終わり次第終了� 11:00-15:00 11:00-13:30 11:00-22:00 
日曜日定休� Fー ーーー::11� _ 18:00・23叩� 18:00-24:30(金� -25:00) 無休

日曜日、 土� 18:00-25:00(日-24:00)

第� 3月曜定休
月曜日定休

お薦め! 魁ぷ~~司
お薦め!

重 訓 お薦め!
生鍛工ピの シェフの

ペペロンチーノ
ペペロンチーノ お薦めパスタ� 

;1，1(ゲティ専科は 5っIct駅ピル活 ;1，J(行イ酬は 5っIctuラ湘央臨� ITALlANRESTAURANl Dolcevita
DissolutoCUCINA 

八島町� 222 鞘町� 20・1高崎鞘町ビルデインク� 1F 通町� 73 さくらイマシツピ 1~4F 

027-326-1136 田町� 106-5 027-321-9163 
11:00-17目。。� 

2-701竺顎� 11:30-15:30 
無休� ~ 罰 11目30-15:00 17:30-22:30 

18:00-24:00 水曜日定休

日曜日定休
お薦め!

お薦め� l 生うにとアンチョビの
トンノのトマトクリームスパゲティ トマトクリーム� 

ITALlANRESTAURANT 
RESTRANTCAFECARO ユーロダイニングクラレッ卜 イタリア料理工・ヴィータ� 

DELMUNDO 
連雀田� J25-1寿ビル� 1F 旭町� 33

通町� 141-3 027・326-8688 027-386-9775 
027・325-2314

品1 組� 
11:45-15:00 

11:30-15:00 17:00-各曜日による� 18目00-21:00 

18:00-21:30 月~木� 22:30[clos自] 水曜日定休

水曜日定休 金土祝前日� am3:00[close] 

日� 21:30[close] 

無休� 

TAKASAKI 
A.SO・BI

私を歩t才I~'
高崎のたのじいに出書ぅ

-スタート:高崎市タワー美術館 /ゴール:高崎駅 ・ルート距離約�  4km

様まち歩き� ICla修きやすい服装と靴で..aこよく注憲� U、各自で責任をもって行動してください。

また、住宅地で依住民のプライバシーに十分配慮して歩きましょう。

匪曹胃原型堅調思璽芳言明問視軍努盟国

一一-ー-ーーー「

宣車劃陸型初主!~~慢艇F史 認鴻訴訟;po1 2時間� /5，800門

医陸�  F雨 漏� !FF空空予固� 
A期務純開設$~\:槻FZ trrpJ完託222デ 2情聞/5，800円

園EtEA向 日・� 4叩ド� 
~~併対zhnE貴島座制間域 21gu♂?ztrh 3伺聞� /8.800円� 

M~m望号標期棚酢E昨EE圏
母霊峰隣国ヨー武器Z235?Z:181畠で� 2時間� 16.000円

，PGMニ 同 制 蜘仁圃眠惇� E トョ置園
司、 ~~噌ー拶潰膜ヨFZR ZZ?と3tta紛 2時間� /6，000同

宣置tal回叫臨時?紬~}l，'t:.馴咋置園
駅治州タクンの詳細は� |IJR高崎 極~ //jresjphttp: .

鮮し <1革、駅か ~ft~量ヴン専用パンフレットをと覧〈たさい。

高崎駅から伊香保温泉へお得なタクシー観光

伊香保温東力、ら高崎駅ヘ
帰ってくるコースもあります� 1肯予11不要11

世ドライバーにパンフレット在
見也るか、fちいタク� I利用と
告げるだりI!� 

<4-11月>10:00~15:00 
〈 12-3月 >10:00~14:00

段定除外日� 12/28-1/4

市の観先情報1'~ l5st;I!!}~ ! 

お問い合わせ先� JR東日本高崎宝社営噂回思想促進思宣伝� 1Jレーゴ� 平日のみ9:30-1730)‘(027.320.71581.T.

吉
岡

|たかさきあそび 

http://www.takasaki-asobi.c 

ご了承ください白


米燭鵬居の定休日|ま年来年始等臨略休業を省略しています。


※本紙掲織のデータは� 2011年� 3月末現涯のものです。変更と芯る場合がございますので

倒閣a:i!!Ø!~岡 高崎市体験観光づくり研究会 値E軍Ð TEL.027-321・1257 

http:/www.takasaki-asobi.c


@ 日本画を中心に展示 YOUHALL 	
. スウィーツ庖NTT東日本群馬支后では、� i也成文化の情報発信 @123世代表作(高崎市タワー美術館) 墓地として約� 150m2の� YOUHALLJを開設し


高崎市タワー美術館
 、県内列の多くの作家や堤好
r

家の方々 の絵箇‘写 ..パスタの庖� 
真、彫刻、工芸等

は、日本画を中心に 4華々砿展示を行っています。	
. アートな気持ちになれる盾展示する美術館で、 両筒シティギャラリーは、 絵画‘ 彫刻‘ 写真等の


機山大観や奥村土牛


W

展示会が行える大小七つの風景空ι 鵠演会.映	 子供美術館� 

画会.ピアノ発表会、リサイタル等にご利用いた	 YOUHALLと隣慢して‘ 「世界ちいさな美術 . アートスポットなど、近現代の日本 だりるコアホール.寄稿野舛イベント符にご利用 館で世界一大き広夢をふくらまそうjをコンセブ

トに噌高校生までを対象として こどもたちが包


〉

F 
画家の作品を収蔵し いただけるハローフォーラム(広場)、 巴内外の 自に発表できる美術館が「子供美術館Jです@

幅広く紹介するため に関鈍できる央術情報誌コーナー、関照地区周辺

著名広美術作品を鑑賞できるハイビジョンギャラています。日本画を
リーや包内で出版している美術稽騒 雑認を自由

a

高
崎
域
親
水
公
凶

の美術館� 1博物館情絡を収集できるアートインフに年間5~6回の展覧会を開催し、あわせて るモダニズム建築の代表作のひとつであり、ォメーシヨンルームで構成されていますa	 
総合医療センター展示解説や講演会主よどの関連事業を行なって その外観は紙を蛇腹折りしたような構造に芯

っています。ロビーには巨大なフレスコ画が

錨かれています。また、� l階ロビーにはアン

います。	 シンフ ォニーガーデン� ¥ 図 E書館� 

JR高崎駅東口かう徒歩2分。いつでも気軽に	 / ~ \ 高崎シティギャラリー� 

立ち寄ることのできる美術館です。

建築家アント二ン レーモンドの日本におけ

卜二ンーレーモンド‘のミ二ギャラリーもあり

ます。高崎公園	 )'t 

市民オーケストラが前身の「群馬交響楽団j
のゆかりの地でもあり、現在でも定期演奏会

もてなし広場群馬音楽センター

スズ ラン百魁l十年前のiiilを生かした
日本茶将門の拠採品ギャラ
リー.タイムスリップした
ような気分が昧わえます@ 
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@ 山車を描いたプレート
(美術館通り)

YOU HALL が聞かれています。タベルナ ・アズーリ� 
子供美術館� ezz長代験のできる庖� 

高崎市制� 90周年の
骨骨 N T T 

際に設置された、高 東日 本
崎の各町内の山車を 群馬支届
描いたプレートがレ オリジナルのガラス
ンガ敷きの道路に設 のアクセサリーや雑
寵されています。

この通りに限っては

、下を向いて歩いて

みてください。

貨の販売をおこ芯っ

ている工房です。と

ん|ぎ玉を作っている

ところを見学したり

、オリジナルとんぼ

玉をつくってもらう

え

び

す
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通

り
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J¥ーブの酋の流れる
モニュメント� 工・ヴィー夕日宅

南銀座通り� 中央銀座ア ケ ド	 ことも。予約をすれば、� 2時間程度のオリジ

戦後まもなく、群馬県下初の	 ナルトンボ玉っくり体験・織り物体験も可能

ギャラり として診竹林は魁	 です。� HP →� http://studio-quu.com/

a@ 高崎の芸術文化の主要施設
(高崎市美術館) ~$}割以薫 ・

高崎駅から近く、気

軽に立ち寄ることが

できる美術館。収蔵

生し‘ 県内の美術京達の00点
と して大~J震わった.

@ 百年前にタイムスリップ
(日本茶喫茶・蔵のギャラリー察)

シネマテ ークたかさを	 珍竹林 -ラ ・メーソン
作品展のほかさまざ 一一~ 大通り� 百数十年前の蔵を生

かした日本茶専門の

本町通り田町通り.. まなジャンルの展覧
1898-1993)高筒 .. シネコンでは上映され思いようないい

映画を上映するミ二シアター。
会を年間5~6回開	 井よ9J-1lJl(

日本一吋竺竺三観音を健立に力を尽くした持上工義 メッチャ二一ノ

目印としてl1Ilてら杓ました.音楽ゼ ジャム.定かけ� 18年手づくりのジ?ムは

喫茶&ギャラリー。催しています。また 社長井上保三郎め長男として生ま� 館内はどこ力、懐かしい昧があり、ゆっ RESTRANT タイムスリップした、敷地内|こは旧井よ.	 n.ホ桁の文化i宮興!こ大きく貫献し 171豊頬のこだわりガス焔lf:1E'と娩きたてたりとしたシートで映画を幾しめます。� CAROました、1白井上郎は.その房 郎の をドリップするコーヒーと自家製ケ キ よう芯気分が昧わえ房一郎邸を併設。四季折々に変化する庭園と
ます。あわせてお楽しみいただけます。	 シター股計者の担築家アント二ン 県産果物を多く使い高崎土産としてもオス

レンガ通りレーモンドの遡築スタイルを取り入
・¥工戸	 瑞香庵・、� 

スメ。
れたもので、� l関前 戦後を過Uて交 ウエ 「フ ・
流した井上とレーモンドの友情の証

瑚排処芭蕉
でもあります。• 駅

前
大

通

り

.. SABI
怒

雑貨と器のお16. DissolutoCUClf¥IA・・ 、
明治� 44年に段立した老舗で‘	 em♂禁、Y5映画館巴常使いにピツ Dolcevlta 	 色々 広お香を取り級っているフレツジ ユ・光@ 青空?祭街高崎の象徴� 旧井上房一郎邸 ベジた力、 通 タリのシンブ}[，静かな雰囲気と 香りの専門底。

り� だけどおシャレ水だしのこだわ 道教室ほども倒催しています。� 
シネコンでは上映さな雑貨が震い吻「音楽のある街たか りコーヒを楽

しめる湖排后	 唱箇}� 

音楽が流れ、夜はラ フリークストーリー クラレット
イトアップとともに V1VRE 高島屋� 

幻想的な演出を行い
日月

ます。� 
高間駅西口自由通路の一部をアマチfJ¥-ブの泉Jという名称は、市民の皆様に ユアミ ニムージシャンに登狩~J1:開敏

より親しんでいただくため、一般に愛称を募 してl¥ま哩� . 4主1だるまの詩
集したところ、市内外から� 53 3件もの募集 高崎ステーシ ヨンステージ、. 西口 ， モントレ-があり、その中から決定しました。� ..はうっぱ駅ビル底

E"Sile高約 ，同
崎 駅 �  

@ 絶景の21階展望ロビー (イーサイト
 
(高崎市役所)
 /- 東口 -

1階ロビー!こ、平山� / 
/' 

/〆 

E 百十一一�  

a郁夫作の「高崎の春j
E圃BELLA ドンレミーアウトレ ット� 

を元に作られた陶壁 2010年12月12日lζ買口新駅舎 BELLA高崎広
画が展示されていま 開封書と問街にコサ ブンー ヤマタ 霞熔

すロ 「高崎の春jは� 庖舗数は41で、 献血センターや
市民ザーピスセンターなども入居


1996年に市役所と している。新しく設置己れたベデ

なりの高崎公園のは ストυアンデッキで凶喝11(ヤマ	 村ダ曾峨) や、 高崎市タワー実~jll1l 

くもくれんと烏川や榛名の山々を組み合わせ	 1;J.どの周辺施設と結laれ東口周 高崎市

て書かれました。 辺がより便利になDましたe タワー美術館� 

また、� 21階展望ロビーからは、高崎の街並

みや眼下を流れる烏川はもちろん、観音山、
¥ 

駅東口力、うベデストりアンデッキにより ~;z前橋の県庁、よ毛三山などが一望でき、 「高
直結するピル内にある日本画を中心に展
示する支婿館. 

崎の春」が書かれた当時との風景の違いも楽

しんでみてください。

ところをくす〈
さきjをアピールす ります。

れ砿いよう広いい映

、ゆったりとしたシ

高崎のアートを !ウェイブ 'もぎたて完熟屋� 
ートで映画を楽しめ

:通町52 027-327・8556	
ます。� 

感 U芯が5 ，9:00-20:30 B本町8-1 027-325-7525 
水曜(祝日の場合は営業) ・11:00-19:00 


高崎のスイーツは ウェイブ自慢の王僚のシュークリー "日曜
 
ム。力スタードにlι メイプルシュ http://machi呂田ne.jp/027-325-7525
 @官三27苦高崎いががですかっ� ガが入って、米紛で炊いた独特の 般を改装した庖舗で高崎産の食材に

製法で.ここでしか食べられ思い昧 こだわったお惣菜園洋菓子を販売。


MAP内 ・マーク[スイーツ后] です。 底舗2階ではランチも楽しめます。


フレッシュベジたか l 松田製菓 	  ラ・メーゾン

週目J59-1 027・321-0777 ii物田J45 027-322-4474 回目J24 027-326-2000 
9:30-18:30 9:00-19:30 ， 販売部� 9:00-21:00 

水隠	 不定休 .喫茶部� 9:00-17:30 

水曜


1 街中で、高崎産の野菜や農産加工品� 地元の素材を生かしたケーキやクッ
'が購入できる。中でも庖内で食べら� キ-1J明子評。生ロールケーキもとて 老舗のケーキ屋。黙練の腕が冴え渡

l れる手作りアイスクリームが人気。� もおいしいです。 る、魅惑のケーキであ砿たの心を癒
，，します.� 

j日本一 ドンレミーアウトレット� l .... 
日本一の達磨の生産量を誇る高崎市。高崎駅

本田J3-73 027-322・3029 東町5ココJ(Jレク� 1F ビルの壁画|こ縦� 6mx横� 8mの巨大な陶壁画
.営業時間は要問合せ 027-310-3828 

には、上毛三山とたくさんの達磨が描かれて
年中無休

。不定休 11:00-21・00

います。・価格帯は、� 100円のものから天然氷
で作る力キ氷まであり、夏になると ケーキのアウトレットj苫� lロールケ 原画は群馬出身の画家福沢一郎氏。人間の

キの端や訳ありスイーツが品質そ町大努のお客線で賑わいます。� のまま、しかも激安です。	 喜怒哀楽を表現しているという達磨達の表情

がキュー卜な作晶です。� 

るため、古代ハーフ l 高
画を上映するミ二シ

の形を組み合わせた DELMUNOO アタ 。館内はどこ

モ二ユメントからは -・.::1-ロダイニング
か懐かしい昧があり.. ー・� 

http:http://studio-quu.com

