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新発見

﹁ 新 町 ﹂お楽しみガイド

今 年 ︑春 の お 散 歩 は
おひなさまに逢いにいきます︒

!?

表紙写真：明治天皇新町行在所

（展示：関根建設 株式会社）

しんまち散策で
魅力を新発見!

宮本町

至

高

崎

ガスト

新町といえば高崎の玄関口。自衛隊駐屯地の見事な桜が楽しめる「しんまち桜ま
つり」や、烏川での花火大会や灯籠流しの「新町ふるさと祭り」が有名でしょうか。
今回はまだまだ他にもあるイベントや歴史、是非食べてほしいグルメなど、新町の
魅力をご紹介します！

藤岡市

新町ひなまつり
会期：2022年 2月6日（日）～3月3日（木）
今年で第16回を迎える「新町ひなまつり」。高崎
の春の風物詩としてすっかり定着しています。
歴史的建造物「明治天皇新町行在所」をメイン
会場に新町商工会や新町図書館、新町支所のほ
か、まちの飲食店や商店など約40ヵ所に艶やかな

新町堂場
郵便局

雛飾りがお目見えします。

2 神流川合戦
首塚八幡宮

普段はあまり歩くことのない街並みを、マップ
片手にのんびりと歩きながら沢山のお雛様に会

新町第二
小学校

いに来てください。
明治天皇新町行在所 （めいじてんのうしんまちあんざいしょ）

Map : 1

明治天皇が明治11（1878）年、北陸･東海道各地の巡幸のおり、国立屑糸紡績所へ行幸されるとともに、9月2日新町に宿泊することにな
り、宿泊所として旧本陣が宿駅の西よりであることと、警備上問題があるとして、新築することに決まった。しかし、建設費788円に苦
慮し、全町からの浄財と県からの借用金550円を合わせこれに当てた。行在所を新築して天皇をお迎えしたのは大変珍しく、その後羈
客所と称し、翌明治12年には英照皇太后伊香保行啓の時の宿泊所にもなっている。

関
越
自
動
車
道

雛まつりは女の子の健やかな成長と幸せを願う行事。
雛人形のはじまりは、病気や厄を身代わりに背負ってもらうた
めと言われています。時代とともに変化する雛人形のお顔や
装束、飾り方など一堂に鑑賞できるのも「新町ひなまつり」の
魅力のひとつです。
新町ひなまつり参加店
（ひな人形の展示）
の
詳細はホームページでご確認ください。

ひな 新 町
ま
つり

このタペストリーが目印です

▼

（展示：関根建設 株式会社）

※展示場所のうち、休業日に展示をご覧いただけない場所があります。
月曜日が休業日の店舗が多数ありますので事前にご確認ください。

駐車場
（空いていたら使用可）

烏川総合グラウンド

藤岡市

・高崎市新町商工会 ・高崎市新町支所 ・新町文化ホール
・烏川総合グラウンド ・新町鉄南運動場
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新町交番
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神流川リバーサイド公園
新町鉄南運動場

享保雛（きょうほびな）／於菊稲荷神社
享保雛が生まれたのは、江戸時代、八代将軍吉宗公の時代（享保年
間）。とても贅沢で豪華絢爛ないわゆるバブル時代でした。町方で
も雛飾りが流行りだしたこの頃、京都で作られた享保雛は徐々に
巨大化しながら全国へ広がっていきました。男雛・女雛ともに豪
華な衣装を纏い、切れ長の目をした能のお面のようなお顔立ちと
細くて白い指が特徴で、女雛は綿を入れて膨らませた五衣（いつ
つぎぬ）に赤い袴、立派な天冠をつけています。
於菊稲荷神社に飾られる大きなお雛様は、約1メートル10センチ。
享保雛のなかでもひときわ大きくとても見応えがあります。

（展示：角藤屋米穀店）

トロ〜
リチ
たまら ーズが
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の

歴史あれこれ

Map : 4

まつしま肉店

中山道十一番目の宿場
新町宿

オランダコロッケ
1個130円
オランダ産のゴーダチーズとベーコン、シソが入っ

新町宿は中山道のなかでも最後にでき

ており、ずっしり大きな俵型をしています。濃厚な

た宿場で、笛木新町と落合新町を合わせ「新

ゴーダチーズに爽やかなアクセントとなっているシ
ソが食欲をそそります。

町宿」となりました。隣の倉賀野宿ほどで

● 高崎市新町2665

はありませんが、本陣2軒、脇本陣1軒、旅籠

●TEL.0274-42-8700

● 営業時間：10:00〜19:00（月曜休み）

43軒の記録（天保14年）があり、なかなか
の規模といえます。

感が
新食 る！
な
に
クセ

烏川と神流川の合流点に位置することから、大水による川止めで宿を利用する旅人や商人も
多くいたことから栄えたと言われています。また皇女和宮が14代将軍徳川家茂に降嫁として江
戸に向う途中に休まれたことでも知られています。

義を重んじた上州武士の戦い
神流川合戦（かんながわかっせん）
新町の歴史的な出来事として挙げられる「神流川合戦」。織田信長の命により関東を治めてい
た滝川一益と小田原北条氏が神流川で激突し多くの死者を出した、戦国時代の関東における大
激戦のひとつとして有名ですが、いまなお語り継がれる要
因は、滝川一益と上州武士の義のお話しです。
着任から日も浅く、敵か味方か疑心暗鬼だった一益と上州
武士たち。本能寺の変で信長が急死した事実を一益が上州
武士に包み隠さず話したことで誠意が伝わり、上州武士も
一益の思いに応えることを誓います。合戦の先鋒をつとめ、
一益が無事上方へ戻れるよう最期まで協力しました。
この合戦で討死した者の首実見をしたと伝えられる「首塚

Map : 5

とり料理たなか

かち鳥もち

１本140円

国産のもち米で作ったひと口大のもちと鶏肉を交
互に串に刺して揚げ、特製の甘めのしょう油ダレを
からめた逸品。
初めて出会う感覚なのにどこか懐か
しい味です。
● 高崎市新町2145-3

●TEL.0274-42-0470

● 営業時間：11:00〜19:00（月曜、第2・4火曜休み）

八幡宮」は首から上の病いに奇効があり、丑三つ時（午前2時
頃）誰も知られずに参詣するのが良いと言われています。
Map : 2

［神流川合戦首塚八幡宮（市指定史跡）］● 高崎市新町1998-2

新町の新名物「カツ丼」
「神流川合戦」の舞台であったことから「合戦に勝つ」にかけて
売り出した「カツ丼」が、じわり人気上昇中。毎年11月の第一

於菊稲荷神社（おきくいなりじんじゃ）
神社の名称にある「於菊」とはまさに女性

日曜に開催される商工祭では、特別価格で提供しています。

の名前です。江戸時代、病のために暇を出さ

味自慢の個性あふれるカツ丼が一堂に会し、食べ比べも楽し

れた落合新町の遊女・お菊は、稲荷神社を頼

めると大人気です。

一押し
!

美ゆき食堂
ソースかつ丼 680円

（小汁椀うどん付）

大きなカツは 柔らかく
秘伝のタレがたっぷり。
ご飯に染み込むタレの
甘みとキャベツの食感が
また食 欲をそそる大 満
足のソースカツ丼です。

● 高崎市新町3037-1

●TEL.0274-42-1337

● 営業時間：11:00〜14:00（木曜休み）

Map : 10

ることに。深く深く信心を続けたところ、病
い が す っ か り 治 り ま し た 。夢 枕 で「 今 後 は
人々に尽くしなさい」と告げられたお菊は、
巫女としておつとめをしていると不思議な
チカラを得たと言います。そして作物の出来
具合や人の吉凶、なくし物のありかまでさまざまな事を言い当てる霊験にあやかろ
うと遠方からも人が訪れ、やがて「於菊稲荷神社」と呼ばれるようになりました。
幾つもの赤い鳥居を抜けると、足下の参道から白狐社、狐塚などたくさんのお稲
荷様に出会えます。カラフルで可愛い御朱印やお顔の部分を自分で描ける犬の絵
馬など気負いなく訪れることができる神社です。
［於菊稲荷神社］● 高崎市新町247 ●TEL.0274-42-3303

Map : 3

新町といえばやっぱりココ！

の人たち
新町グルメ
おすすめ！

地元

新町の人たちが慣れ親しんでいるオススメのグルメ。
初めて合う味と懐かしさとあったかい接客に、通い
つめちゃうかも!?
何
食べ 個で
れち も
ゃう
!

Map : 6

とみや菓子店

たいこ焼き

1個70円

（あずき・うぐいす・クリーム）

今や贈り物の定番となったガトーフェスタ ハラダのガトーラスク。
発祥の地、新町にはガトーフェスタ ハラダの本社工場と本館（旗艦

小ぶりな今川焼きという外見。
卵を使用していない薄くてもちもち

店）があります。本館限定の商品を購入できるほか、工場見学もで

の皮に包まれた、
ずっしりのアンは3種うぐいす・あずき・クリーム。

きます。予約なしでも見学できるので、お買い物ついでに立ち寄る

甘すぎなくて小さめだからいくつでも食べられちゃいます。
● 高崎市新町2719-4

●TEL.0274-42-1428

方も多いとか。
見学ギャラリーへ行くエレベーターの中は甘い匂い
がいっぱいで幸せな気持ちになれます。ガトーラスクが出来上

● 営業時間：9:00〜18:30（月曜、第1・3火曜休み）

がっていく様が近くで見られるほか、
オーブンに入る直前のガトー
ラスクをアレンジした出来立ての「グーテ・デ・ロワ ブリュレ」の試

日は
寒い 番 !
一
が
これ

食がいただけます。そしてガトーフェスタ ハラダの定番商品から
地域限定商品まで、
ずらりと展示された多彩なお菓子のディスプレ
イも見られます。
また、本社工場から約1キロメートルの場所にある中山道店は
ガトーフェスタ ハラダの創業店。ここでも中山道店限定の商品が
あるので、ぜひ立ち寄ってみてください。
本館 シャトー・デュ・ボヌール

Map : 8

● 高崎市新町1207
● TEL.0274-43-1100（店舗） 0120-520-082（通信販売）
● 営業時間：10:00～19:00（休業日:1月1日）
Map : 7

ラーメンハウス 香雅

広東麺 880円
濃厚で少々硬めのあんにはシャキシャキの野菜とたっぷりの肉が
入っています。
太めの麺に絡まってアツアツのままいただけます。

【工場見学ギャラリー（入館無料）】
・開館日：月曜～土曜（祝日含む）
・開館 10:00〜17:00（入場は16:40まで）
・休館日：日曜、1月1日・2日・3日
＊工場見学のご予約・お問合せ
TEL：0120-060-137（月曜～金曜 10:00～17:00）

香雅で一番人気の広東麺です。

中山道店シャトー・デュ・ローブ

● 高崎市新町2159-9

● 高崎市新町2818

●TEL.0274-42-2050

● 営業時間：11:30〜14:00（L.O.13:50）、
17:00〜21:00（L.O.20:50）
（月曜・第3火曜休み）

しんまち

ガトーフェスタ ハラダ

魅力
みっけ隊

Map : 9

● TEL.0274-42-0001

● 営業時間：9:00〜18:00（休業日:1月1日）

デジタルスタンプラリー
＆ Instagramフォトコンテスト 開催中!!

2022年

2月27日（日）
まで
抽選結果：2月28日（月）

新町の街巡りをしなががらデジタルスタンプを集めて商品に応募できるイベント開催中!
小さな街だからこその魅力、面白さなどゆっくりと時間をかけて回ってみてください。

●参加方法 新町の各チェックポイントへ行ってスマホでQRコードを読み取るだけ!
チェックポイントは、全部で48か所です。
30個以上のスタンプを集めると、温泉宿泊券や海産物などが当たる抽選に参加できます。

詳細は
こちら!

【同時開催】Instagramフォトコンテスト
しんまち魅力みっけ隊 公式アカウント@shinmachi.mikketaiをフォロー。
「#しんまちみっけ隊」をつけてお気に入り写真を投稿！
また、
「#しんまちみっけ隊」
「#しんまちみっけ隊安全点検」をつけて新町の危険箇所や気がついた箇所の情報も投稿してください。
●お問い合わせ：高崎市新町商工会

●TEL.0274-42-0930

機関車の街として知られる高崎。毎年大好評の「機関車の街
高崎まちなかスタンプラリー」が今回はQRコードを読み込ん
でスタンプを取得できるデジタルスタンプラリーとして開催
されます。この機会に、ご家族やカップル、友人など、お気軽
にお一人でも、
スタンプラリー参加店舗で飲食やショッピング

The event of winter of TAKASAKI

を楽しみながらまちなか歩きをしてみてはいかがでしょうか?

※通信料はご利用者様のご負担となります。
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高崎まちなかスタンプラリー参加店舗一覧

1

居酒屋 十八番

高崎市東町158-3

027-327-2989

2

チャイニーズファン ココグラン店

高崎市東町3-5 ホテル ココ・グラン高崎１F

027-310-2288

3

ホテルメトロポリタン高崎レストラン「ブラッスリーローリエ」 高崎市八島町222

027-325-3461

4

群馬いろは

高崎市八島町222 イーサイト高崎

027-321-0067

5

豊丸水産高崎駅西口店

高崎市八島町223高崎駅構内

027-320-7277

6

CAFE 高崎じまん

高崎市八島町46-1 高崎オーパ7F

027-386-9864

7

高崎じまん

高崎市八島町46-1 高崎オーパ1F

027-381-6967

8

Italian Bar La Famiglia

高崎市八島町58-1 高崎ウエストワンビル2F

027-381-6600

9

だんべえ本舗 風間堂

高崎市新田町1-8

027-326-7811

10

割烹さわ

高崎市八島町265 イノウエビル B1F

027-327-1738

中国料理 萬嵐

高崎市通町49-3

027-327-0012

Cafe＆Barエッセンス

高崎市通町34 イッコウビル1F

027-324-5755

13

そば処 きのえね

高崎市旭町37

027-322-5806

14

レストランカフェ カーロ

高崎市連雀町25 寿ビル1F

027-326-8688

15

Gru cafe&restaurant

高崎市連雀町106 大手前ビル1F

027-395-4342

16

フルーツ＆ケーキ room's

高崎市鞘町1

027-324-7272

17

ボンジョルノ スズラン店

高崎市宮元町13-1

027-386-9205

18

ブラジルグリル

高崎市鞘町63-1

027-386-5990

19

豊田園

高崎市田町85

027-322-3166

20

観音屋

高崎市中紺屋町22-1

027-325-2000

21

このえパン

高崎市本町117

027-322-4514

22

自家焙煎珈琲の店 きゃらばん

高崎市昭和町209

027-323-4670

23

Thrush cafe (ホワイトイン高崎内)

高崎市赤坂町94

027-325-5858

24

鉢の木 七冨久

高崎市赤坂町73

027-322-6001

25

中村染工場

高崎市常盤町40

027-322-5202

※情報が変更になる場合がありますのでご了承ください。

主催 / 機関車の街高崎委員会

後援 / 東日本旅客鉄道株式会社高崎支社

お問い合わせ / 機関車の街高崎委員会事務局（一般社団法人 高崎観光協会）TEL.027-330-5333

高崎市八島町 222 高崎モントレー 2 階

The event of winter of TAKASAKI
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TAKASAKI'S SIGHTSEEING RE-DISCOVERY

たかさきベーカリー 探 訪 第7回

高崎の観光再発見

VOL.42

ドゥスマン

住宅街で突然に出会えるヨーロッパ

PICK UP

●パン・ド・ロデヴ

ホール 920円（税込）

隠れ家的なパン屋さん

インスタグラムにのせていたイワシのマリネをソテーしてのせ

高崎駅東口から南に向かい吉井街道に入り、観音山丘陵を東
へ登ると現れる城山町は、上野三碑の金井沢碑・山上碑が近く

たものがとってもおいしそうでした。
ヨーロッパ風な感覚でなん
ともおしゃれで試してみたいと思いました。

にあり、戦国時代までの山城址も多く点在する文化遺産に囲ま
れた場所です。その緑あふれる城山町に隠れ家的パン屋さん

食べることから広がるおもてなしと穏やかな幸せ

「ドゥスマン」はあります。
区画が整っているため、隠れ家的と

「ドゥスマン」
とは、穏やかに・丁寧に・優しくなどの意味を持

言っても迷うことなくたどり着けます。
その佇まいが隠れ家的

つフランス語です。
猿谷さんがパンの資格を取得した、ル・コル

でみんなに知ってほしいと思いながらも自分だけの秘密にした

ドンブルーのシェフがつけてくれた名前とのこと。
静かな時間の

いような、
そんな気持ちにさせられる素敵なパン屋さんです。

流れるこのお店と丁寧なパン作りをする猿谷さんにぴったりの

店主の猿谷さんはこの店をお一人で切り盛りしています。
か

お名前だと思いました。
ル・コルドン・ブルーを卒業し機会を

わいらしく作られた箱庭のお花や看板の文字は女性らしい繊細

得て世田谷の有名店「シニフィアンシニフィエ」で 40 日の研修を

さを感じます。
お店の中には入らずに外からの買い物に対応し

受けたそうです。
そこではみなさんの賄いを任されたというお話

てくださる形ですが、お店の外観がとても素敵なので、お庭から

を聞きました。
もともと料理人だった猿谷さんはそれは全然苦で

の買い物はとても楽しい気持ちにさせてくれます。

はなく楽しかったのだそうです。
パン作り、また料理に対して全
てのことが楽しいと話す言葉にとても自然なおもてなしを感じ
ました。
将来的にはパンを主食として、ともに料理を提供するこ

勝手に推しのセレクトパン
小さなお店にはあれこれとパンが並んでいて、どれも美味しく

とをやってみたいとおっしゃっていました。
インスタグラムで見

選ぶのは大変なのですが、今回は
「パン・ド・ロデヴ」
をご紹介し

る猿谷さんのランチなどとても美味しそうなので、パンとお料理

ます。
金曜日限定で焼かれるこのパンは水分量が多く、ルヴァン

の組み合わせはとても楽しみです。
さわやかな風が吹き抜けるよ

（発酵種）を使うのが特徴だそうです。
まずは袋を開けた時にふ

うな幸せあふれたパンに、穏やかで落ち着いた城山の住宅街で出

わっと香る小麦のいい匂い。
食欲をそそります。
外側がカリッと

会えます。

して中はもちもちしっとり、噛めば小麦の味と香りが広がり爽や
かな酸味がほんの少し感じられます。
焼いても内側のしっとり感

コープぐんま

はそのままで猿谷さんに聞いたとおりの口どけの良さをとても
70

魚と合わせて食べるのがおすすめとのこと。
なかなかハードルが高
いのですが、
イワシやアジ、
ニシンなどが良さそうです。
猿谷さんが

至吉井↓

城山県営住宅

今回は猿谷さんにおすすめの食べ方もお聞きしたところ、
青背の

根小屋駅

高崎市斎場

感じました。

至藤岡→

30

セブン
イレブン

上信電鉄

【doucement（ドゥスマン）】

城山北公園

ドゥスマン

金井沢碑

城山中央公園

城山団地入口

● 高崎市城山町1-7-4
● 営業時間：11：00～17：00
● 営業日：月・水・金曜日
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