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Takasaki event information

Takasaki Foundation -Event Information

出演 ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ヴァイオリン）
　　 ロール･ファヴル = カーン（ピアノ）
曲目 フランク : ヴァイオリン・ソナタ イ長調
　　 ラヴェル : ツィガーヌ ほか

10月5日(金) 19:00開演

友の会チケット
好評発売中 インターネット

購入

友の会

7/13金
チケット発売日

インターネット
購入

出演 ファジル・サイ（ピアノ）　　　 　　 
曲目 ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ第23 番「熱情」
 　　ドビュッシー : 前奏曲集第 1 巻から ほか

11月3日(土・祝) 14:00開演

音楽センター・シティギャラリーをご利用の場合
駐車料金は、30分迄ごとに80円です。
催物開催時は混み合います、余裕を持ってご利用ください。

城 址 地 下 駐 車 場
城址第二地下駐車場
高 松 地 下 駐 車 場

（シティギャラリー地下）
（ 高 崎 市 役 所 地 下 ）
（姉妹都市公園地下）

まごころ
　 ふれあいタクシー

0 1 2 0 - 5 4 - 8 1 8 0
0 2 7 - 3 2 2 - 1 2 1 2上信ハイヤー ☎

群馬音楽センター
EVENT INFORMATION

窓口受付時間
今月の休館日

8：30–17：15  
7/2.9.23.30 ホール 1,932席

TEL 027-322-4527
高崎市高松町28番地2370-0829〒

4
7/

03-3994-7624

10：30-11：30
1,500円  【団体】1,200円
劇団角笛
℡.水

角笛シルエット劇場

11
7/

027-381-8003

①10：00-11：30 ②12：20-16：30
無料

（一社）高崎市長寿会連合会
℡.水

第53回高崎市長寿福祉大会
及び第 43回芸能発表大会

催し物は、主催者の都合により、変更になる場合もあります。
詳細は、各主催者にお問い合わせください。（6 月10 日現在）
連絡先が明記されていない催し物については直接会場館に
お問い合わせください。
音楽センターをご利用の場合は、城址地下駐車場（192 台）、
城址第二地下駐車場（391台）、高松地下駐車場（150 台）
の駐車料金が 30 分迄ごとに 80 円（約半額）になります。

入場方法
入場料

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

友の会

鬼
才
の
秋

鬼
才
の
秋

8
7/

http://takasakisuisougaku.web.fc2.com/

9：25-18：00
500円
高崎市吹奏楽連盟

第51回高崎市吹奏楽祭

日

7
7/

027-254-9945

13：30-15：00
関係者
㈱上毛新聞社
℡.

上毛新聞レディースクラブ・エール

土

15
7/

027-373-1611

17：30-19：30
300円（当日 500円）
群馬県立高崎北高等学校吹奏楽部
℡.

群馬県立高崎北高等学校吹奏楽部
第 34回定期演奏会

日

16
7/

090-3246-5772

14：00-16：30
500円 
高崎高校マンドリン・オーケストラ OB 会
℡.

高崎高校マンドリン・オーケストラ
第51回定期演奏会

月・祝

027-322-4944℡

指揮： 原田慶太楼　案内人：TARAKO
ソリスト： 群響メンバー
曲目：モンティ／チャールダーシュ
　　　シュライナー／だんだん小さく
　　　アンダーソン／トランペット吹きの休日
　　　エルガー／威風堂々
　　　おどるポンポコリン 他

全席自由　一般 2,500円　高校生以下 1,500円
　　　　　親子ペア券 3,500円
※未就学児の入場ができます。

土

15：00開演 

友の会

群馬交響楽団
夏休みコンサート
オーケストラの楽器大発見！

チケット
好評

発売中

日
22
7/

0274-64-1603

14：00-16：30
800円 
群馬県西部地区吹奏楽連盟（富岡南中・萩原）
℡.

第10回群馬県西部地区
吹奏楽コンクール（中学校Bの部）

友の会
指揮： 矢崎彦太郎
オーボエ：トーマス・インデアミューレ＊
曲目：ドビュッシー／
　　　牧神の午後への前奏曲
　　　西村朗／ オーボエ協奏曲「四神」＊　
　　　シューベルト／ 交響曲 第 8（9）番
　　　　ハ長調 D.944「ザ・グレイト」他

全席自由　一般 2,500円　高校生以下 1,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

木
19：00開演 

2018群響
サマーコンサート

027-322-4944℡

16
8/

チケット
好評

発売中

出演：片岡愛之助、中村松江
　　　中村壱太郎、中村寿治郎
　　　市川猿弥、上村吉弥、市川門之助
演目：一、義経千本桜 道行初音旅
　　　二、義経千本桜 川連法眼館
全席指定 Ｓ席 5,000 円（友の会 4,500 円） 
　　　　 Ａ席 3,000 円（友の会 2,700 円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

土
14：00開演 

友の会

松竹大歌舞伎
1

9/

出演者：チョロミー、ムームー、ガラピコ
　　　　ひなたおさむ、西けいこ、きよこ
全席指定 1,800 円（友の会 1,600 円） 
※1 歳以上有料。
　1 歳未満でも席が必要であれば有料。

日 ①13：15開演 　②16：00開演 
友の会

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！！7

10/

群馬交響楽団
第 回定期演奏会540土

指揮： 尾高忠明
ピアノ： 北村朋幹＊
曲目：モーツァルト／
　　　　ピアノ協奏曲 第 23 番 イ長調 K.488＊
　　　ブルックナー／ 
　　　　交響曲 第 9 番 ニ短調 WAB109
　　　　【コールス 2000 年版】

チケット
好評

発売中

友の会

指定／ S 席 4,600円　A 席 4,100円
　　　B 席 3,600円
自由／ C席 2,100円
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）
　　　独立行政法人日本芸術文化振興会　
※未就学児の入場はご遠慮ください。

027-322-4944℡

18：45開演 

群馬交響楽団 2018 前期シーズン定期演奏会

14
7/

28
7/

ネマニャ・ラドゥロヴィチネマニャ・ラドゥロヴィチ

ファジル・サイ
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※未就学児の入場はご遠慮ください U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象ですⒸBARIS BENİCE

ⓒCharlotte Abramow / DG

火 13：30開演 

平日午後のコンチェルト
～第 86回日本音楽コンクール優勝者を迎えて～

友の会

チケット
好評

発売中

全席指定　Ｓ席 3,500 円（友の会 3,200 円） 
　　　　　Ａ席 2,500 円（友の会 2,200 円）
　　　　　Ｂ席 2,000 円（友の会 1,800 円）
　　　　　　　　　　　　　U-25 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

インターネット
購入

チケット
好評

発売中

インターネット
購入

17
7/

インターネット
購入
チケット
7月19日木

発売

チケットぴあ http://t.pia.jp/
プレリザーブ（先行予約）実施！！
受付期間6月23日（土）～7月4日（水） 

ⓒNHK

出演　指　揮：梅田俊明
　　　管弦楽：群馬交響楽団
　　　ホルン：濵地 宗（ホルン部門１位）
　　　ヴァイオリン：大関万結（ヴァイオリン部門１位）
　　　チェロ：香月 麗（チェロ部門１位）
曲目　グリエール／ホルン協奏曲 変口長調 op.91
　　　ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲 第 2 番 ニ短調 op.44
　　　エルガー／チェロ協奏曲 ホ短調 op.85
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出演 ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ヴァイオリン）
　　 ロール･ファヴル = カーン（ピアノ）
曲目 フランク : ヴァイオリン・ソナタ イ長調
　　 ラヴェル : ツィガーヌ ほか

10月5日(金) 19:00開演

友の会チケット
好評発売中 インターネット

購入

友の会

7/13金
チケット発売日

インターネット
購入

出演 ファジル・サイ（ピアノ）　　　 　　 
曲目 ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ第23 番「熱情」
 　　ドビュッシー : 前奏曲集第 1 巻から ほか

11月3日(土・祝) 14:00開演

音楽センター・シティギャラリーをご利用の場合
駐車料金は、30分迄ごとに80円です。
催物開催時は混み合います、余裕を持ってご利用ください。

城 址 地 下 駐 車 場
城址第二地下駐車場
高 松 地 下 駐 車 場

（シティギャラリー地下）
（ 高 崎 市 役 所 地 下 ）
（姉妹都市公園地下）

まごころ
　 ふれあいタクシー
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群馬音楽センター
EVENT INFORMATION

窓口受付時間
今月の休館日

8：30–17：15  
7/2.9.23.30 ホール 1,932席

TEL 027-322-4527
高崎市高松町28番地2370-0829〒

4
7/

03-3994-7624

10：30-11：30
1,500円  【団体】1,200円
劇団角笛
℡.水

角笛シルエット劇場

11
7/

027-381-8003

①10：00-11：30 ②12：20-16：30
無料

（一社）高崎市長寿会連合会
℡.水

第53回高崎市長寿福祉大会
及び第 43回芸能発表大会

催し物は、主催者の都合により、変更になる場合もあります。
詳細は、各主催者にお問い合わせください。（6 月10 日現在）
連絡先が明記されていない催し物については直接会場館に
お問い合わせください。
音楽センターをご利用の場合は、城址地下駐車場（192 台）、
城址第二地下駐車場（391台）、高松地下駐車場（150 台）
の駐車料金が 30 分迄ごとに 80 円（約半額）になります。

入場方法
入場料

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

友の会

鬼
才
の
秋

鬼
才
の
秋

8
7/

http://takasakisuisougaku.web.fc2.com/

9：25-18：00
500円
高崎市吹奏楽連盟

第51回高崎市吹奏楽祭

日

7
7/

027-254-9945

13：30-15：00
関係者
㈱上毛新聞社
℡.

上毛新聞レディースクラブ・エール

土

15
7/

027-373-1611

17：30-19：30
300円（当日 500円）
群馬県立高崎北高等学校吹奏楽部
℡.

群馬県立高崎北高等学校吹奏楽部
第 34回定期演奏会

日

16
7/

090-3246-5772

14：00-16：30
500円 
高崎高校マンドリン・オーケストラ OB 会
℡.

高崎高校マンドリン・オーケストラ
第51回定期演奏会

月・祝

027-322-4944℡

指揮： 原田慶太楼　案内人：TARAKO
ソリスト： 群響メンバー
曲目：モンティ／チャールダーシュ
　　　シュライナー／だんだん小さく
　　　アンダーソン／トランペット吹きの休日
　　　エルガー／威風堂々
　　　おどるポンポコリン 他

全席自由　一般 2,500円　高校生以下 1,500円
　　　　　親子ペア券 3,500円
※未就学児の入場ができます。

土

15：00開演 

友の会

群馬交響楽団
夏休みコンサート
オーケストラの楽器大発見！

チケット
好評

発売中

日
22
7/

0274-64-1603

14：00-16：30
800円 
群馬県西部地区吹奏楽連盟（富岡南中・萩原）
℡.

第10回群馬県西部地区
吹奏楽コンクール（中学校Bの部）

友の会
指揮： 矢崎彦太郎
オーボエ：トーマス・インデアミューレ＊
曲目：ドビュッシー／
　　　牧神の午後への前奏曲
　　　西村朗／ オーボエ協奏曲「四神」＊　
　　　シューベルト／ 交響曲 第 8（9）番
　　　　ハ長調 D.944「ザ・グレイト」他

全席自由　一般 2,500円　高校生以下 1,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

木
19：00開演 

2018群響
サマーコンサート

027-322-4944℡

16
8/

チケット
好評

発売中

出演：片岡愛之助、中村松江
　　　中村壱太郎、中村寿治郎
　　　市川猿弥、上村吉弥、市川門之助
演目：一、義経千本桜 道行初音旅
　　　二、義経千本桜 川連法眼館
全席指定 Ｓ席 5,000 円（友の会 4,500 円） 
　　　　 Ａ席 3,000 円（友の会 2,700 円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

土
14：00開演 

友の会

松竹大歌舞伎
1

9/

出演者：チョロミー、ムームー、ガラピコ
　　　　ひなたおさむ、西けいこ、きよこ
全席指定 1,800 円（友の会 1,600 円） 
※1 歳以上有料。
　1 歳未満でも席が必要であれば有料。

日 ①13：15開演 　②16：00開演 
友の会

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！！7

10/

群馬交響楽団
第 回定期演奏会540土

指揮： 尾高忠明
ピアノ： 北村朋幹＊
曲目：モーツァルト／
　　　　ピアノ協奏曲 第 23 番 イ長調 K.488＊
　　　ブルックナー／ 
　　　　交響曲 第 9 番 ニ短調 WAB109
　　　　【コールス 2000 年版】

チケット
好評

発売中

友の会

指定／ S 席 4,600円　A 席 4,100円
　　　B 席 3,600円
自由／ C席 2,100円
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）
　　　独立行政法人日本芸術文化振興会　
※未就学児の入場はご遠慮ください。

027-322-4944℡

18：45開演 

群馬交響楽団 2018 前期シーズン定期演奏会

14
7/

28
7/
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※未就学児の入場はご遠慮ください U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象ですⒸBARIS BENİCE

ⓒCharlotte Abramow / DG

火 13：30開演 

平日午後のコンチェルト
～第 86回日本音楽コンクール優勝者を迎えて～

友の会

チケット
好評

発売中

全席指定　Ｓ席 3,500 円（友の会 3,200 円） 
　　　　　Ａ席 2,500 円（友の会 2,200 円）
　　　　　Ｂ席 2,000 円（友の会 1,800 円）
　　　　　　　　　　　　　U-25 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

インターネット
購入

チケット
好評

発売中

インターネット
購入

17
7/

インターネット
購入
チケット
7月19日木

発売

チケットぴあ http://t.pia.jp/
プレリザーブ（先行予約）実施！！
受付期間6月23日（土）～7月4日（水） 

ⓒNHK

出演　指　揮：梅田俊明
　　　管弦楽：群馬交響楽団
　　　ホルン：濵地 宗（ホルン部門１位）
　　　ヴァイオリン：大関万結（ヴァイオリン部門１位）
　　　チェロ：香月 麗（チェロ部門１位）
曲目　グリエール／ホルン協奏曲 変口長調 op.91
　　　ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲 第 2 番 ニ短調 op.44
　　　エルガー／チェロ協奏曲 ホ短調 op.85



タクシーの
　ご利用は 0120-62-8665サクラタクシーまで

SPORTS INFORMATION

平成30年7月1日発行発行：高崎市・（公財）高崎財団高崎芸術劇場部 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1（市庁舎4階）　TEL 027-321-1213

高崎市文化会館
EVENT INFORMATION

ホール 701席
TEL 027-325-0681

高崎市末広町23番地1370-0065〒窓口受付時間
今月の休館日 7/2.9.17.23.30

8：30–17：15

アツまれ！夏休みの子どもたち！！2018
人形劇「アラビアンナイト」
出演：人形劇団むすび座
全席指定 2,000 円（友の会 1,800 円）
中学生以下 1,000 円
※4 歳以上有料。4 歳未満でも席が必要な場合は有料。

下欄のイベント情報もご覧下さい

14：00開演
金

友の会
インターネット
購入

催し物は、主催者の都合により、変更になる場合もあります。詳細は、各主催者にお問い合わせください。（6 月10 日現在）連絡先が明記されていない催し物については直接会場館にお問い合わせください。
入場方法 入場料友の会ポイント対象 インターネット購入対象インターネット購入友の会

27
7/

第13回 高崎演能の会
出　演：下平克宏（能）、野村萬斎（狂言） ほか
昼の部：『能を楽しむ　心のおもむくままに』
　　　　五人囃子見参、狂言 蚊相撲
　　　　能 羽衣 和合之舞
夜の部：『蝋燭能　炎が描き出す幽玄の世界』
　　　　仕舞 頼政、狂言 文山賊
　　　　能 葵上 梓之出
全席指定
S 席 6,300 円

（友の会 5,800 円　U-25  4,300 円）
B 席 3,800 円

（友の会 3,500 円　U-25  1,800 円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

昼の部14：00開演　夜の部18：30開演

チケット
好評

発売中

チケット
好評

発売中

下平克宏 野村萬斎

友の会
インターネット
購入

火
31

7/

第2期フィットネスヨガ 午前コース10：00～11：30　夜間コース19：00～20：30 各コース190人

190人

50人

140人

50人

45人

50人

7/15（日）～
7/31（火） 

※プール入場料が毎回別途大人410円/1回必要となります。
申し込み期間内に、往復はがきに教室名、コース名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記入の
うえ、次のあて先までお申し込みください。（消印有効）

■浜 川 プ ー ル　　〒370-0081   高崎市浜川町1575番地1　 ℡027-344-5511　　
■浜 川 体 育 館　　〒370-0081   高崎市浜川町1487番地　　 ℡027-344-1551　　

あて先
・

問い合わせ先 ■上並榎庭球場　　〒370-0801   高崎市上並榎町1590番地 ℡027-327-3828　　
※武道館及び中央体育館で開催の教室は、浜川体育館へお申し込みください。

●市内在住か在勤、在学の18歳以上の方を対象としています。
●申し込みは、1教室につき1人1通までとします。
●定員を超えた場合は、抽選となります。
●高崎市外の人は、「市内在勤」、「市内在学」どちらか必ず明記してください。

（いきいき貯筋教室は、小学生以上を対象としています。）

申
込
方
法

ス
ポ
ー
ツ
教
室

会場名 教室名 期　間 曜日 コース 参加料 定　員 申込期間

浜川
体育館

浜川
プール

武道館

中央
体育館

30人

各コース　35人

初心者A　15人
初心者B　15人
中 級 者 　15人

クロール　15人
平 泳 ぎ　15人
バタフライ　15人

上並榎
庭球場

トレーニングルーム
たのしくエアロ

7月3日、10日、24日、31日（各火曜日）
13:30～14:30

7月5日、12日、19日、26日（各木曜日）
13:30～14:30

はじめてのヨガ

※上記プログラムは、入場料だけで参加できます。
※やむを得ず、日程を変更する場合がございます。
　予めご了承ください。

【開館時間】 10：00～21：00
　　　　　 （日・祝日は17：00まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日が休館）
健康維持にぜひご利用ください。

高崎市浜川町1575番地1（浜川運動公園内）
TEL  027-344-5511

高崎市浜川プール

●入場者数が定員を超えますと入場を制限
することがございます。
●トレーニングルームを初めて利用される場
合は、係員から説明を受けてください。

第 36周年上田裕勇カラオケ教室
「演歌の季節」

080-5052-3594
1
7/ 10：50-19：30

無料（整理券）
上田裕勇カラオケ教室
℡.日

群馬県立中央中等教育学校
平成 30年度学校説明会

027-370-6663
22

7/ ①10：30-11：45　②13：30-14：45
関係者（申込者）以外入場不可
群馬県立中央中等教育学校
℡.日

群馬県立高崎東高等学校吹奏楽部
第 27回定期演奏会

027-352-1251
24

7/ 17：30-20：00
300 円
群馬県立高崎東高等学校吹奏楽部
℡.火

第5回高崎健康福祉大学高崎高等学校
ダンス部公演会

027-352-3460
29

7/ 13：00-16：00
無料（整理券）
高崎健康福祉大学高崎高等学校ダンス部
℡.日

第27回紫蔦会（日本舞踊）

080-1204-7416
7
7/ 12：00-17：00

無料(入場券）
藤間流紫蔦会
℡.土

第5回よりみちふれあいコンサート

090-1659-5543（田中）
11

7/ 12：00-15：00
無料（要整理券）

『よりみちふれあいコンサート』運営委員会
℡.水

昭和ヒットパレード・
青春チャリティーコンサートin高崎8

7/

昼の部14：00開演　夜の部18：00開演
全席指定　前売5,500円（当日6,000円）
出演：雪村いづみ、長沢純
　　  晃（フィンガー５）、伊藤咲子
　　  リリーズ、ベイビー・ブー

日

バレエ発表会

090-2401-3496
15

7/ 14：00-16：00
無料
高崎・安中・玉村クラシックバレエ研究所
℡.日

くれない会 ゆかたざらい

027-252-7541
16

7/ 13：00-16：00
無料
くれない会
℡.月・祝

チケット
好評

発売中

※チケットは高崎市
文化会館窓口のみ
での取扱いとなり
ます

9/3～12/10

第2期シェイプアップエアロビクス 午前コース10：30～11：40　夜間コース19：20～20：30 午前の部120人
夜間の部70人9/11～11/27

第2期木曜ストレッチ 午後コース13：30～15：009/6～12/6

第2期メタボ・ダイエット 夜間コース19：00～20：309/6～11/22

第2期金曜ストレッチ 午後コース13：30～15：009/7～12/7

第2期ボクシングフィットネス 午前コース10：30～11：30 3,500円
（計12回）9/7～11/30

第2期フィットネスフラ 午後コース14：00～15：00 3,000円
（計10回）9/3～11/26

9/6～10/25

いきいき貯筋教室 午前コース10：30～11：30 500円
（保護者も含む）8/24

初心者テニス教室(硬式） 午後コース13：30～15：30 7/1（日）～
7/31（火） 

4,000円
（計8回）

9/5～11/28第2期アクアビクス 午前コース　10：15～11：15　午後コース　13：00～14：00
夜間コース　19：00～20：00 2,000円

（計12回）※9/6～11/29第2期水中ウォーキング 午前コース　11：00～12：00　午後コース　14：00～15：00
夜間コース　19：00～20：00

7/15（日）～
7/31（火） 

8/31～10/19第3期夜間水泳教室
夜 間コース　19：00～20：30
初 心 者 A （泳力10ｍ未満）
初 心 者 B （泳力25ｍ未満）　
中　級　者 （泳力25ｍ以上）

1,500円
（計8回）※

9/4～9/21

月

火

木

木

金

金

月

木

金

水

木

金

火
・
金

第2期
短期水泳教室

午 前コース　クロール　10：15～11：45
午後Aコース　平 泳 ぎ　12：00～13：30 
午後Bコース　バタフライ　13：45～15：15
ク ロ ー ル （クロールで10m泳げる人）
平　泳　ぎ （平泳ぎが25m泳げない人）
バタフライ （バタフライが25m泳げない人）

各1,000円
（全5回）※

3,000円
（計10回）

7月7日㈯～8月31日㈮
浜川プール

城南プール

観音山公園プール

7月14日㈯～8月31日㈮

大人（高校生以上） 310円
小人（中学生以下） 150円

（ロッカー　　 　50円）
※小学3年生以下は保護者の同伴が必要。

料
　金

9:00

▲

17:00

時
　間

浜川プール（浜川町1575-1）℡027-344-5511問い合わせ

料
　金

9:00

▲

16:30

時
　間

観音山プール ℡027-386-9005問い合わせ

6月30日㈯～8月31日㈮
9月（土日祝のみ開場17日まで）

小学生以上 100円
小学生未満 無料

（ロッカー（リターン式）　100円）
※小学3年生以下は保護者の同伴が必要。

10時〜15時

浜川プール

土9月8日

大人のカヌー教室

■対　象　高崎市在住か在勤、在学の高校生以上の人
■参加費　3,000円
■定　員　20名（抽選）

【申込方法】　往復はがきにて7月15日（日）～8月10日（金）までに住所、
氏名、年齢、電話番号を記入の上、次のあて先までお申し込みください。
〒370-0081　高崎市浜川町1575-1　浜川プール

■対　象　高崎市在住か在勤、在学の高校生以上の人
■参加費　3,000円
■定　員　20名（抽選）

【申込方法】　往復はがきにて7月15日（日）～8月10日（金）までに住所、
氏名、年齢、電話番号を記入の上、次のあて先までお申し込みください。
〒370-0081　高崎市浜川町1575-1　浜川プール

浜川プール・城南プール
■対象　中学生以下■対象　中学生以下
招待券・お菓子…
何が当たるかお楽しみに！！
数量限定・なくなり次第終了

招待券・お菓子…
何が当たるかお楽しみに！！
数量限定・なくなり次第終了

土7月21日

くじびき大会

朝から楽しいイベント盛りだくさん! ぜひ、お出かけください!朝から楽しいイベント盛りだくさん! ぜひ、お出かけください!

期日：7月27日（金）
会場：高崎市文化会館
　　　少年科学館
時間：10：00～17：00
主催：（公財）高崎財団
　　　NPO法人高崎子ども劇場

■ 人形劇「アラビアンナイト」　※詳細は上記参照

■ 親子向け公演「にこにこ山はたいへんだ！！」 10：30開演

■ あそび屋ミニバザール

■ ぼくこくぼとつくって遊ぼう！　～宙にうく皿～

■ プラネタリウム無料投映
　「ポケットモンスター サン＆ムーン」
　時間：11：00・13：00・14：00・15：00・16：00

■ 作ってみよう！簡単科学工作
　・紙皿かざぐるま　・紙コップロケット
　・親子シーソー

■ はじめての楽器体験

■ 模擬店コーナー

※詳細は高崎財団HPをご覧ください。
http://takasaki-foundation.or.jp/syusaijigyou/



■開館時間は 9：00～19：00（展示室終了時）展示公開時間は催し物により異なります。　■水曜日は搬出日、木曜日は搬入日です。
■主催者の都合により、一部変更になる場合もありますので、詳細は各主催者にお問い合せください。
■毎週土曜日 9：15～9：29　日曜日（再）10：30～10：44 に、ラジオ高崎 FM76.2MHz【ギャラリートーク】でシティギャラリー展示室情報をお届けしています。

窓口受付時間
8：30–17：15 

展示室　 7室
ホール 324席 TEL 027-328-5050

高崎市高松町35 番地1370-0829〒

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
　金曜日のみ20：00まで（入館は19：30まで）
　旧井上邸は10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：7/2～13・17・23・30

〒370-0849 高崎市八島町110番地27
Tel 027-324-6125

『スター・レッド』
Ⓒ萩尾望都／小学館

観覧料　一般 600（500）円　大高生 300（250）円

萩尾望都 SF 原画展
宇宙にあそび、異世界にはばたく

も　と

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
　金曜日のみ20：00まで（入館は19：30まで）
■休館日：7/2・9・17・23・30

〒370-0841 高崎市栄町3番23号 高崎タワー21（入口4F）

Tel 027-330-3773

7/5 7/11－ （水）（木）

7/19 7/25－ （水）（木）

第 1展示室 第18回群馬水墨画協会展 ℡ 027-221-3346群馬水墨画協会（公開20日～25日）
第 2 展示室 長野堰用水から見た！水と高崎の歴史・文化展 part4 ℡ 027-365-3560長野堰を語りつぐ会（公開20日～24日）
第 3 展示室 出雲崎良寛書画展 ℡ 0258-78-2250出雲崎町教育委員会（公開21日～22日）

7/12 7/18－ （水）（木）

第 2 展示室 第27回現代水墨琤墨会水墨画展 ℡ 027-346-5324現代水墨画琤墨会（公開13日～18日）
第 3 展示室 からたち会作品展 ℡ 027-323-4393からたち会（公開13日～18日）
第 4 展示室 絵画展 ℡ 027-252-1709斗南美術協会（公開13日～18日）
第 6 展示室 石田 貞三 写真展 ℡ 090-7287-0630石田 貞三（公開13日～18日）

ハワイアンキルト作品展 ℡ 080-5076-5179片桐 順子（公開13日～18日）第 1展示室

7/26 8/1－ （水）（木）

第 2 展示室 第13回国展群馬 ℡ 027-347-4727国展群馬（公開27日～8月1日）
第 3 展示室 フェラーリ木製モデラー山田健二の世界 ℡ 090-8584-1150山田 健二（公開26日～8月1日）
第 6 展示室 高崎フォトカルチャー写真展 ℡ 080-3476-6135高崎フォトカルチャー（公開27日～8月1日）

群馬二紀展 ℡ 0279-54-6271群馬二紀会（公開27日～8月1日）第 1展示室

6/28 7/4－ （水）（木）

第 1展示室 予備室 第34回ぐんま版画展 ℡ 080-1108-0821群馬版画家協会（公開29日～7月4日）
第 2 展示室 「翠の会」俳画展 ℡ 090-9859-8099俳画「翠の会」（公開29日～7月3日）

第 3・4・5 展示室 NPO法人工房あかね アトリエART・ON 作品展 ーはじまりー ℡ 027-387-0011NPO法人工房あかね アトリエART・ON （公開29日～7月4日）
第 6 展示室 華・画・装Ⅱ－花と俳画と表装とー ℡ 027-323-6775華画 装の会（公開29日～7月3日）

高崎シティギャラリーコアホール
EVENT INFORMATION

TEL 027-328-5050
高崎市高松町35番地1370-0829〒展示室　 7室

ホール 324席
窓口受付時間
8：30–17：15 高崎シティギャラリー 展示室

EVENT INFORMATIONEVENT INFORMATION
窓口受付時間
8：30–17：15 

展示室　 7室
ホール 324席 TEL 027-328-5050

高崎市高松町35 番地1370-0829〒

※（　）内は20名以上の団体割引料金
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名、
　65歳以上の方、中学生以下は無料となります。

4つの季節の物語
《PORY ROKU》

出演：テアトル・アニマツィ（ポーランド）
　　　音楽的道化師ましゅ＆Ｋｅｉ
全席指定 2,500 円

（友の会 2,200 円 　U-25 1,000 円）
※4歳以上有料。4歳未満でも席が必要であれば有料。
※U-25 料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

 ①10：30開演　②14：00開演

日本ポーランド共同制作作品

友の会
インターネット
購入

7
8/

火

チケット
好評

発売中

7/14（土） 9/9（日）ー

第 2 展示室 前橋書道会選抜展 ℡ 027-233-0264前橋書道会（公開6日～9日）
第 3 展示室 第19回ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ展 ℡ 090-6123-1757ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ（公開6日～11日）
第 4 展示室 萌展 ℡ 090-4451-5248萌展（公開6日～11日）
第 6 展示室 第22回日本絵てがみ展 ℡ 027-323-3187日本絵てがみ（公開6日～11日）

第35回榛陽会かな展 ℡ 027-343-6944榛陽会（公開6日～9日）第 1展示室

タレントグループ第1部コンサート

090-1444-0781
1
7/ 13：30-15：30

無料
タレントグループ
℡.土日

水

トリオ・アンファリアと諸田広美(メゾソプラノ）

027-322-4316( 群響事務局 )
4
7/ 19：00-21：00

一般 2,500 円 高校生以下 1,500 円
ユリヤ・レヴ
℡.

金

第 68 回高崎市社会を明るくする運動市民大会

027-321-1243
6
7/ 14：00-16：00

無料
高崎市社会を明るくする運動推進委員会
℡.

第19回美芳会（箏・尺八・うた）

042-468-1555
7
7/ 14：30-17：00

無料
美芳の会
℡.土

日

弾いてみよう会（ギター）

027-322-7880
8
7/ 12：30-16：00

無料
石原昌子ギター教室
℡.

群馬県立高崎北高等学校
弦楽部第18回定期演奏会

027-373-1611
14
7/ 17：30-19：30

無料
群馬県立高崎北高等学校
℡.土

高崎市中学生「国際交流派遣団」結団式

027-321-1293
12
7/ 15：15-17：00

無料
高崎市立中学校長会
℡.木

日

モーツァルト交響曲全曲演奏会
第12回定期演奏会

080-2019-0645
15
7/ 18：30-21：00

一般 1,000円 学生 500円
高崎チェンバーミュージックソサエティ
℡.

土

コーロ・ルラーレ 第 2回定期演奏会

027-352-1472
21
7/ 14：00-15：40

無料
コーロ・ルラーレ
℡.

テノール田中 誠 バリトン猿谷友規が歌う
「日本のうた」

22
7/ 14：00-16：00

一般 ( 前売 )2,500 円 ( 当日 )3,000 円
高校生以下 ( 前売 )1,000 円
　　　　　 ( 当日 )1,500 円
℡.090-9245-5368（猿谷友規）

日

ピアノ発表会

027-324-3538
29
7/ 14：15-16：30

無料
山崎ピアノ教室
℡.日

入場方法
入場料

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

催し物は、主催者の都合により、変更になる場合もあります。
詳細は、各主催者にお問い合わせください。（6 月 10 日現在）連絡先が
明記されていない催し物については会場館にお問い合わせください。
高崎シティギャラリーをご利用の場合は、城址地下駐車場（192 台）、城
址第二地下駐車場（391 台）、高松地下駐車場（150 台）の駐車料金が
30 分迄ごとに 80 円（約半額）になります。

友の会

コアホール公演  2018年度後期（5公演）

■ 10/5（金）19：00開演

ネマニャ・ラドゥロヴィチ
&ロール・ファヴル＝カーン

出演：ファジル・サイ(ピアノ)　　　 　　 
曲目：ベートーヴェン／
　　 　ピアノ・ソナタ第23番「熱情」
　　　ドビュッシー／
　　 　前奏曲集第1巻から ほか
全席指定 6,000円
（友の会 5,500円　U-25 2,500円） 

5公演セット券 14,000円 高崎シティギャラリー窓口にて申込み受付中
(※高崎市文化事業友の会の入会が必要です)

■ 11/3（土・祝）14：00開演

ファジル・サイ ピアノ・リサイタル

■ 12/8（土）14：00開演

全席指定 3,000円（友の会 2,700円　U-25 1,500円） 

※未就学児の入場はご遠慮ください。 
※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。 友の会 インターネット購入

ラケル・アンドゥエサ＆ラ・ガラニア
■ 2/9（土）14：00開演

全席指定 3,000円（友の会 2,700円　U-25 1,500円） 
セルゲイ・カスプロフ ピアノ・リサイタル

■ 3/9（土）14：00開演

全席指定 3,000円（友の会 2,700円　U-25 1,500円） 

ソフィー・ダルティガロング
ファゴット・リサイタル

チケット
好評

発売中

チケット11月16日金発売

チケット10月5日金発売

チケット8月17日金発売

チケット7月13日金発売

観覧料　一般 500（400）円　 大・高生 300（250）円

作品解説会　 7/8（土）午後 2 時～
親子作品鑑賞会　 7/28（土）午前 11 時～

企画展
「もっと知りたい！日本画の世界」

6/30（土） 9/2（日）ー

※（　）内は20名以上の団体割引料金
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名、
　65歳以上の方、中学生以下は無料となります。 橋本関雪《霜樹栗鼠》1935 年　株式会社ヤマタネ蔵

7/1 7/31－ （火）（日）

ハイビジョンギャラリー 〈入場無料〉上映時間内に自由に出入りできます。

※プログラム等は、都合により変更することがあります。　※毎週木曜日は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

モネ特集「19世紀フランス美術の世界」から『モネと睡蓮』等　7タイトル

「本美濃和紙と石州半紙　未来へ残す技術」

11：00　12：00　13：00　14：00

11：00　12：00　13：00　14：00

高崎夏の会公演
朗読「少年口伝隊一九四五」

090-6490-4336
28
7/ 14：00-16：00

一般 1,500円 小中学生 500円
高崎夏の会
℡.土

畠山美由紀のコンサート

出演：畠山美由紀（ボーカル）
　　　小池龍平（ギター）
　　　織原良次（ベース）
曲目：オリジナル代表曲／松本隆 作詞曲
　　　ほか

※未就学児の入場はご遠慮くだ
　さい。
※ U-25 料金は公演当日25歳以
　下の方が対象です。

全席指定 4,000円
 友の会   3,700円
 U-25 　 2,000円

 19：00開演
人に寄り添う歌うたう。

友の会
インターネット
購入

金

チケット
好評

発売中

20
7/

（　　　　　　　　）

トン・コープマン
 チェンバロ・リサイタル
19：00開演

10
7/

火

曲目：J.S.バッハ／
　　 協奏曲 ニ短調 BWV974
　　 J.S.バッハ／
　　 半音階的幻想曲とフーガ
　　 ニ短調 BWV903  ほか

友の会
インターネット
購入

現代最高の古楽奏者による
今回の来日唯一のチェンバロ公演

全席指定 5,000円
（友の会 4,700円　U-25 2,000円 ）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

残席
わずか

©eddy-posthuma-de-boer

©Marco Borggreve©Marco Borggreve

外囿祥一郎
ユーフォニアム・リサイタル
19：00開演

月

出演：外囿祥一郎（ユーフォニアム）
　　  藤原亜美（ピアノ）
曲目：長生淳／
　　  ユーフォニアムソナタ
　　  バルトーク／
　　  ルーマニア民族舞曲 ほか

友の会
インターネット
購入

ユーフォニアムの概念を覆した
スタープレイヤー

全席指定 2,500円
（友の会 2,200円　U-25 1,500円 ）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

残席
わずか

27
8/

ほ か ぞ の

©Masaki Umeda©Masaki Umeda

月・火・水・金

土・日

上　映　時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

出演：ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ヴァイオリン）
　　  ロール・ファヴル＝カーン（ピアノ）
曲目：フランク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調
　　  ラヴェル／ツィガーヌ ほか
全席指定 6,000円
（友の会 5,500円　U-25 2,500円） 



■開館時間は 9：00～19：00（展示室終了時）展示公開時間は催し物により異なります。　■水曜日は搬出日、木曜日は搬入日です。
■主催者の都合により、一部変更になる場合もありますので、詳細は各主催者にお問い合せください。
■毎週土曜日 9：15～9：29　日曜日（再）10：30～10：44 に、ラジオ高崎 FM76.2MHz【ギャラリートーク】でシティギャラリー展示室情報をお届けしています。

窓口受付時間
8：30–17：15 

展示室　 7室
ホール 324席 TEL 027-328-5050

高崎市高松町35 番地1370-0829〒

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
　金曜日のみ20：00まで（入館は19：30まで）
　旧井上邸は10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：7/2～13・17・23・30

〒370-0849 高崎市八島町110番地27
Tel 027-324-6125

『スター・レッド』
Ⓒ萩尾望都／小学館

観覧料　一般 600（500）円　大高生 300（250）円

萩尾望都 SF 原画展
宇宙にあそび、異世界にはばたく

も　と

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
　金曜日のみ20：00まで（入館は19：30まで）
■休館日：7/2・9・17・23・30

〒370-0841 高崎市栄町3番23号 高崎タワー21（入口4F）

Tel 027-330-3773

7/5 7/11－ （水）（木）

7/19 7/25－ （水）（木）

第 1展示室 第18回群馬水墨画協会展 ℡ 027-221-3346群馬水墨画協会（公開20日～25日）
第 2 展示室 長野堰用水から見た！水と高崎の歴史・文化展 part4 ℡ 027-365-3560長野堰を語りつぐ会（公開20日～24日）
第 3 展示室 出雲崎良寛書画展 ℡ 0258-78-2250出雲崎町教育委員会（公開21日～22日）

7/12 7/18－ （水）（木）

第 2 展示室 第27回現代水墨琤墨会水墨画展 ℡ 027-346-5324現代水墨画琤墨会（公開13日～18日）
第 3 展示室 からたち会作品展 ℡ 027-323-4393からたち会（公開13日～18日）
第 4 展示室 絵画展 ℡ 027-252-1709斗南美術協会（公開13日～18日）
第 6 展示室 石田 貞三 写真展 ℡ 090-7287-0630石田 貞三（公開13日～18日）

ハワイアンキルト作品展 ℡ 080-5076-5179片桐 順子（公開13日～18日）第 1展示室

7/26 8/1－ （水）（木）

第 2 展示室 第13回国展群馬 ℡ 027-347-4727国展群馬（公開27日～8月1日）
第 3 展示室 フェラーリ木製モデラー山田健二の世界 ℡ 090-8584-1150山田 健二（公開26日～8月1日）
第 6 展示室 高崎フォトカルチャー写真展 ℡ 080-3476-6135高崎フォトカルチャー（公開27日～8月1日）

群馬二紀展 ℡ 0279-54-6271群馬二紀会（公開27日～8月1日）第 1展示室

6/28 7/4－ （水）（木）

第 1展示室 予備室 第34回ぐんま版画展 ℡ 080-1108-0821群馬版画家協会（公開29日～7月4日）
第 2 展示室 「翠の会」俳画展 ℡ 090-9859-8099俳画「翠の会」（公開29日～7月3日）

第 3・4・5 展示室 NPO法人工房あかね アトリエART・ON 作品展 ーはじまりー ℡ 027-387-0011NPO法人工房あかね アトリエART・ON （公開29日～7月4日）
第 6 展示室 華・画・装Ⅱ－花と俳画と表装とー ℡ 027-323-6775華画 装の会（公開29日～7月3日）

高崎シティギャラリーコアホール
EVENT INFORMATION

TEL 027-328-5050
高崎市高松町35番地1370-0829〒展示室　 7室

ホール 324席
窓口受付時間
8：30–17：15 高崎シティギャラリー 展示室

EVENT INFORMATIONEVENT INFORMATION
窓口受付時間
8：30–17：15 

展示室　 7室
ホール 324席 TEL 027-328-5050

高崎市高松町35 番地1370-0829〒

※（　）内は20名以上の団体割引料金
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名、
　65歳以上の方、中学生以下は無料となります。

4つの季節の物語
《PORY ROKU》

出演：テアトル・アニマツィ（ポーランド）
　　　音楽的道化師ましゅ＆Ｋｅｉ
全席指定 2,500 円

（友の会 2,200 円 　U-25 1,000 円）
※4歳以上有料。4歳未満でも席が必要であれば有料。
※U-25 料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

 ①10：30開演　②14：00開演

日本ポーランド共同制作作品

友の会
インターネット
購入

7
8/

火

チケット
好評

発売中

7/14（土） 9/9（日）ー

第 2 展示室 前橋書道会選抜展 ℡ 027-233-0264前橋書道会（公開6日～9日）
第 3 展示室 第19回ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ展 ℡ 090-6123-1757ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ（公開6日～11日）
第 4 展示室 萌展 ℡ 090-4451-5248萌展（公開6日～11日）
第 6 展示室 第22回日本絵てがみ展 ℡ 027-323-3187日本絵てがみ（公開6日～11日）

第35回榛陽会かな展 ℡ 027-343-6944榛陽会（公開6日～9日）第 1展示室

タレントグループ第1部コンサート

090-1444-0781
1
7/ 13：30-15：30

無料
タレントグループ
℡.土日

水

トリオ・アンファリアと諸田広美(メゾソプラノ）

027-322-4316( 群響事務局 )
4
7/ 19：00-21：00

一般 2,500 円 高校生以下 1,500 円
ユリヤ・レヴ
℡.

金

第 68 回高崎市社会を明るくする運動市民大会

027-321-1243
6
7/ 14：00-16：00

無料
高崎市社会を明るくする運動推進委員会
℡.

第19回美芳会（箏・尺八・うた）

042-468-1555
7
7/ 14：30-17：00

無料
美芳の会
℡.土

日

弾いてみよう会（ギター）

027-322-7880
8
7/ 12：30-16：00

無料
石原昌子ギター教室
℡.

群馬県立高崎北高等学校
弦楽部第18回定期演奏会

027-373-1611
14
7/ 17：30-19：30

無料
群馬県立高崎北高等学校
℡.土

高崎市中学生「国際交流派遣団」結団式

027-321-1293
12
7/ 15：15-17：00

無料
高崎市立中学校長会
℡.木

日

モーツァルト交響曲全曲演奏会
第12回定期演奏会

080-2019-0645
15
7/ 18：30-21：00

一般 1,000円 学生 500円
高崎チェンバーミュージックソサエティ
℡.

土

コーロ・ルラーレ 第 2回定期演奏会

027-352-1472
21
7/ 14：00-15：40

無料
コーロ・ルラーレ
℡.

テノール田中 誠 バリトン猿谷友規が歌う
「日本のうた」

22
7/ 14：00-16：00

一般 ( 前売 )2,500 円 ( 当日 )3,000 円
高校生以下 ( 前売 )1,000 円
　　　　　 ( 当日 )1,500 円
℡.090-9245-5368（猿谷友規）

日

ピアノ発表会

027-324-3538
29
7/ 14：15-16：30

無料
山崎ピアノ教室
℡.日

入場方法
入場料

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

催し物は、主催者の都合により、変更になる場合もあります。
詳細は、各主催者にお問い合わせください。（6 月 10 日現在）連絡先が
明記されていない催し物については会場館にお問い合わせください。
高崎シティギャラリーをご利用の場合は、城址地下駐車場（192 台）、城
址第二地下駐車場（391 台）、高松地下駐車場（150 台）の駐車料金が
30 分迄ごとに 80 円（約半額）になります。

友の会

コアホール公演  2018年度後期（5公演）

■ 10/5（金）19：00開演

ネマニャ・ラドゥロヴィチ
&ロール・ファヴル＝カーン

出演：ファジル・サイ(ピアノ)　　　 　　 
曲目：ベートーヴェン／
　　 　ピアノ・ソナタ第23番「熱情」
　　　ドビュッシー／
　　 　前奏曲集第1巻から ほか
全席指定 6,000円
（友の会 5,500円　U-25 2,500円） 

5公演セット券 14,000円 高崎シティギャラリー窓口にて申込み受付中
(※高崎市文化事業友の会の入会が必要です)

■ 11/3（土・祝）14：00開演

ファジル・サイ ピアノ・リサイタル

■ 12/8（土）14：00開演

全席指定 3,000円（友の会 2,700円　U-25 1,500円） 

※未就学児の入場はご遠慮ください。 
※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。 友の会 インターネット購入

ラケル・アンドゥエサ＆ラ・ガラニア
■ 2/9（土）14：00開演

全席指定 3,000円（友の会 2,700円　U-25 1,500円） 
セルゲイ・カスプロフ ピアノ・リサイタル

■ 3/9（土）14：00開演

全席指定 3,000円（友の会 2,700円　U-25 1,500円） 

ソフィー・ダルティガロング
ファゴット・リサイタル

チケット
好評

発売中

チケット11月16日金発売

チケット10月5日金発売

チケット8月17日金発売

チケット7月13日金発売

観覧料　一般 500（400）円　 大・高生 300（250）円

作品解説会　 7/8（土）午後 2 時～
親子作品鑑賞会　 7/28（土）午前 11 時～

企画展
「もっと知りたい！日本画の世界」

6/30（土） 9/2（日）ー

※（　）内は20名以上の団体割引料金
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名、
　65歳以上の方、中学生以下は無料となります。 橋本関雪《霜樹栗鼠》1935 年　株式会社ヤマタネ蔵

7/1 7/31－ （火）（日）

ハイビジョンギャラリー 〈入場無料〉上映時間内に自由に出入りできます。

※プログラム等は、都合により変更することがあります。　※毎週木曜日は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

モネ特集「19世紀フランス美術の世界」から『モネと睡蓮』等　7タイトル

「本美濃和紙と石州半紙　未来へ残す技術」

11：00　12：00　13：00　14：00

11：00　12：00　13：00　14：00

高崎夏の会公演
朗読「少年口伝隊一九四五」

090-6490-4336
28
7/ 14：00-16：00

一般 1,500円 小中学生 500円
高崎夏の会
℡.土

畠山美由紀のコンサート

出演：畠山美由紀（ボーカル）
　　　小池龍平（ギター）
　　　織原良次（ベース）
曲目：オリジナル代表曲／松本隆 作詞曲
　　　ほか

※未就学児の入場はご遠慮くだ
　さい。
※ U-25 料金は公演当日25歳以
　下の方が対象です。

全席指定 4,000円
 友の会   3,700円
 U-25 　 2,000円

 19：00開演
人に寄り添う歌うたう。

友の会
インターネット
購入

金

チケット
好評

発売中

20
7/

（　　　　　　　　）

トン・コープマン
 チェンバロ・リサイタル
19：00開演

10
7/

火

曲目：J.S.バッハ／
　　 協奏曲 ニ短調 BWV974
　　 J.S.バッハ／
　　 半音階的幻想曲とフーガ
　　 ニ短調 BWV903  ほか

友の会
インターネット
購入

現代最高の古楽奏者による
今回の来日唯一のチェンバロ公演

全席指定 5,000円
（友の会 4,700円　U-25 2,000円 ）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

残席
わずか

©eddy-posthuma-de-boer

©Marco Borggreve©Marco Borggreve

外囿祥一郎
ユーフォニアム・リサイタル
19：00開演

月

出演：外囿祥一郎（ユーフォニアム）
　　  藤原亜美（ピアノ）
曲目：長生淳／
　　  ユーフォニアムソナタ
　　  バルトーク／
　　  ルーマニア民族舞曲 ほか

友の会
インターネット
購入

ユーフォニアムの概念を覆した
スタープレイヤー

全席指定 2,500円
（友の会 2,200円　U-25 1,500円 ）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

残席
わずか

27
8/

ほ か ぞ の

©Masaki Umeda©Masaki Umeda

月・火・水・金

土・日

上　映　時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

出演：ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ヴァイオリン）
　　  ロール・ファヴル＝カーン（ピアノ）
曲目：フランク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調
　　  ラヴェル／ツィガーヌ ほか
全席指定 6,000円
（友の会 5,500円　U-25 2,500円） 



新町文化ホール
EVENT INFORMATION

TEL 0274-42-9133
高崎市新町3190番地1370-1301〒

月・火曜休館
ホール489席

窓口受付時間 8：30–17：15 

吉井文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-387-3211
高崎市吉井町吉井285番地2370-2132〒

月・火曜休館
大ホール 507席

窓口受付時間 8：30–17：15 

箕郷文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-371-7211
高崎市箕郷町生原922番地1370-3102〒

月・火曜休館
ホール601席

窓口受付時間 8：30–17：15 プラネタリウム投映時間

プラネタリウム

予測不能なプラネタリウム
一般番組（夏の星座解説を含む約40分）

投映期間：投映中～9月2日（日）

■一般番組 個人

一般
小・中学生

団体
（20 人以上）

火～金
土・日・祝日

（午前中）学習・団体
■子ども向け番組

14：00 
150円
310円

120円
250円

13：30 11：00 14：45 
15：30 
16：00 

天　文　教　室
「七夕の星を見よう」

☆
お
知
ら
せ
☆

※夏休み期間（7/23 ～ 8/31）は毎日投映します。
※7/27はイベントのため投映時間及び内容が変更になります。
※団体投映は、一般・子ども向け番組から選ぶことができます。（要予約）
※身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者
　と介護者1名、また65歳以上の方及び未就学者は無料となります。

★なぜか暗くならない
　プラネタリウム？！
　
★絶対にできない、
　ありえない場所から見上げる星空！
　
★二度とは体験できない環境で出会う
　最高の南十字星！
　
★答えたくても答えられない「？」と、
　帰りたくても帰れない地球？！
　
　「星」と「宇宙」を心行くまで
お楽しみいただく一方で、

「予測できない」摩訶不思議な異次元への旅も体験できる、
まったく新たなスタイルのプラネタリウム番組の登場です！

■日時：7月7日（土）19：30～
※季節によって開始時間が変わります。ご注意ください。
■プラネタリウムホール前にて30分前から受付けします。
■費用：無料
■望遠鏡で天体を観望します。
　悪天候の場合はホールでの解説のみになります。

子ども向け番組（季節の星座解説を含む約35分）

観 覧 料

榛名文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-374-5001
高崎市上里見町1072番地1370-3345〒

窓口受付時間 8：30–17：15 

月・火曜休館
大ホール 505席
小ホール 200席

チケット発売中

ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ
グリーグ：ソナタ第3番
プロコフィエフ：ソナタ第2番
チャイコフスキー：ワルツ・
　　　　　　　　　スケルツォ 他
S 3,000円　A 2,000円
B 1,000円　
高校生以下 1,000円（全席種対象）
ペア・親子ペア券あり

開演 19:00　大ホール金7/6

ワディム・レーピン
ヴァイオリン・リサイタル

タレガ：アルハンブラの
　　　　思い出
ソル：エチュード
ヒナステラ：ギターソナタ 他

全席指定  1,500円
高校生以下　　 500円

開演 12:30　小ホール日9/16

パク・キュヒ（朴 葵姫）
ギター・リサイタル

ドビュッシー：月の光
ショパン：バラード1番
ショパン：ノクターン（1、2、13番）
サティ：ジムノペディ1番
サティ：グノシエンヌ（1、3番） 他
S 2,500円  A 2,000円 
B 1,000円　C 500円
高校生以下 1,000円（C席以外）
ペア・親子ペア券あり

開演 16:30　大ホール日9/16

アリス＝紗良・オット
ピアノ・リサイタル

10/ 6(土)・12(金) 大ホール
10/27(土)・28(日) 前橋テルサ
11/11(日) 大ホール
全公演15：00開演
全席自由（各公演） ： 1,500円
高校生以下 ： 500円
5回セット券 ： 5,000円

菊池洋子
ピアノ・リサイタル（全5回）
モーツァルトピアノ・ソナタ
全曲演奏会

チケット発売中 チケット発売中 チケット発売中

チケット電話予約・お問い合わせは：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館） 027-221-4321

前橋市Presents 舞台芸術祭2018　Maebashi  Performing  Art  Festival  2018

℡.

ドキドキ、わくわくワンダーランド人形劇の世界へようこそ
第２５回高崎人形劇フェスティバル
出演：高崎人形劇連絡協議会
演目：てんぐのうちわ ほか
入場：無料

10：00開演

高崎市少年科学館 TEL 027-321-0323
高崎市末広町23番地1370-0065〒開  館  時  間

今月の休館日
9：00–17：00  
7/2.9.17

よしい演芸館夏公演
出演：
三笑亭夢丸（真打）
林家つる子
雷門音助
笑福亭希光
春雨や晴太
瞳ナナ（マジック）
全席自由 1,000円、夏秋セット券 1,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00開演 

明日の名人候補が吉井に集合

三笑亭夢丸（真打）三笑亭夢丸（真打） 林家つる子林家つる子

投映期間：投映中～11月11日（日）

ポケットモンスター サン＆ムーン　プラネタリウム
明日は皆既日食が見られるとっても珍しい日。
それを聞いたサトシ達は、マーマネと一緒に日食がみられる帯の中心部、
エクリプス島へ！
そこで日食を追いかけて世界中を旅している“日食ハンター”のフレッ
ドと出会い、一緒に日食観測をすることに。
一方、ロケット団も日食のときに現れるという珍しいポケモンと、つい
でにピカチュウもゲットしようと、山頂へと急ぐサトシ達の目の前に立
ちはだかる。
ゼンリョクで見逃すな！太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”

第13 回高校生バンドフェスティバル
歌が好き！ロックが好き！音楽が好き！青春音楽祭 in 新町

出演：公募による高校生バンド
入場：無料

11
12

8/

日

8/11（土・祝）予選10：00開演予定
8/12（日）　 本選13：00開演予定  

土・祝

くらぶち小栗の里道の駅

EVENT INFORMATION

TEL 027-378-4522
高崎市倉渕町三ノ倉296-1370-3402〒

多目的ホール200席

（高崎市倉渕支所地域振興課・平日のみ受付）

窓口受付時間 8：30–17：15 

群響「群馬ブラスクインテット」
×倉渕中学校音楽部ジョイントコンサート
出演：群馬ブラスクインテット
　　　市立倉渕中学校音楽部
全席自由 500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00開演 土
25

8/

29
7/

日

1
7/

日

（夏休み期間を除く）

7/23～8/31 の毎日

科学工作教室「光センサー落ちないロボを作ろう」

科学工作教室・パソコン教室の申し込み
往復はがきに希望の教室名・開催日を明記し、児童生徒名・保護者名・
学年・住所・電話番号を記入の上、少年科学館に応募してください。
〒370-0065　高崎市末広町23番地1　少年科学館まで。
お申し込みは締切日必着。応募多数の場合は抽選。
※教室ごとに一人一枚ずつ応募してください。メールでも受け付けます。
tenji@t-kagakukan.or.jp（企画展示）
※必ず返信メ－ルをご確認ください。

科学工作教室「マスダユタカ　ポップアップカード教室」
■日時：7月31日（火）10：00～16：00
■内容：ポップアップカードを作る。
■対象：小学4年生～中学生
■定員：20人　■費用：500円（材料費）
■締切：7月20日（金）

パソコン教室「スクラッチを使ってプログラミングを体験する ７月」
■日時：7月14日（土）9：30～12：00
■内容：ゲームやアニメーションを作り
　簡単なコンピュータープログラムを体験する。
■対象：小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：10人　■費用：無料
■締切：7月5日（木）

パソコン教室「貯金箱づくり」
■日時：8月12日（日）9：30～12：00
■内容：バスケットゴールの形をした貯金箱を作る。
■対象：小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：10人
■費用：無料
■締切：8月2日（木）

■日時：7月23日（月）①9：30～12：00②13：30～16：00
■内容：机の上から落ちないロボットカーを作る｡
■対象：小学3年生～中学生（小学３年生は保護者同伴）
■定員：各回20人　■費用：500円（材料費）
■協賛：太陽誘電株式会社
■締切：7月13日（金）
※午前か午後の希望する時間帯を必ず記入してください｡

簡単！科学あそび
「色の変わる液を使った簡単な科学あそび」
■日時：7月21日（土）・22日（日）
　①10：25～②14：05～（各回約20分予定）
■内容：２つの液を混ぜると、光ったり色が
　　　　変わったりする簡単な実験をする。
■対象：どなたでも■参加：無料
■場所：2階展示フロア

それは『次に何が起こるかわからない』脅威の異次元体験？！

―地球オペラ―
ＮＯＡＨ（ノアの方舟）

全席自由　大人 3,000 円
小人（小学生まで）1,000 円

7/28（土）18：30-20：00
7/29（日）14：00-15：3028

7/

土

29
日

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：7/2・9・17・23・30

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

〈大きな庭の木〉
水彩・鉛筆・紙

観覧料　一般200（160）円　　大・高生160（100）円
※（　）内は20名以上の団体料金
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名、
　65歳以上の方、中学生以下は無料となります。

常設
展示

かまち少年の残した水彩画、デッサン、詩文
の綴られた自筆のノートや手紙、愛用の
遺品など約 120 点を展示し、かまちの青春
の作品群を紹介しています。

Tel 027-321-0077

催し物は、主催者の都合により、変更になる場合もあります。
詳細は、各主催者にお問い合わせください。（6 月10 日現在）
連絡先が明記されていない催し物については直接会場館に
お問い合わせください。

入場方法
入場料

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

友の会

友の会

    草木染で再現された冠位12階の服色

■開園時間は9：00～16：30（入園は16：00まで）
　8月までの土・日曜・祝日は9：00～18：00（入園は17：30まで）
■休園日：7/2・9・17・23・30　■入園無料

〒370-0865 高崎市寺尾町2302番地11
Tel 027-328-6808

※（　）内は20名以上の団体割引料金
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名、
　65歳以上の方、中学生以下は無料となります。

収蔵品展
「草木染の美・夏」

入館料　一般 100（80）円　　  大・高生80（50）円　　　   会場　染色工芸館

開催中 8/19（日）ー

童謡コンサート
出演：松本花菜（Vn）
　　　筒井志帆（Vn）
　　　渡邉信一郎（Va）
　　　長瀬夏嵐（Vc）
　　　久林純子（朗読）

14：00開演 1
9/

土

チケット
好評

発売中

友の会

松本花菜　ⓒ井村重人

演目：朗読「手ぶくろを買いに」
　　　を弦楽四重奏と共に ほか
全席指定 500円
※公演時１歳以上有料
　（１歳未満でも席が必要であれば有料）

演劇の里 柏木の会 旗揚げ公演

1
7/ 14：00-16：30

無料
演劇の里　柏木の会日

シシド音楽教室発表会

8
7/ 10：00-12：00

無料
シシド音楽教室日

第19回ふれあいハーモニカコンサート

15
7/ 10：30-16：00

無料
群馬ハーモニカ音楽友の会日

生バンドＤe社交ダンス

090-3330-9365
22

7/ 13：30-16：00
無料
アフロ・キューバン・ジャズ・オーケストラ

※チャリティーのため募金活動あり
℡.日

箕郷中学校演劇部夏の公演

027-371-3551
29

7/ 14：00-
無料
箕郷中学校演劇部
℡.日

ⓒYuji HoriⓒYuji HoriⓒJonas BeckerⓒJonas Becker

友の会
チケット
好評

発売中

チケット
好評

発売中

東京混声合唱団
ファミリーコンサート in 箕郷
～高崎市少年少女合唱団とともに！！～

箕郷で聴こう、心に響くハーモニー

出演：キハラ良尚（指揮）
　　　藤井亜紀（ピアノ）
　　　東京混声合唱団（合唱）
　　　高崎市少年少女合唱団
曲目：荒城の月、待ちぼうけ、
　　　手紙ほか
全席指定 3,000円
 友の会 2,700円
 学生 2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00開演 

28
10/

日

（　　　　　　　　）

©平舘平©平舘平

友の会
チケット
7月27日金
発売

0274-42-8949
新町歌劇団
℡.
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窓口受付時間 8：30–17：15 
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窓口受付時間 8：30–17：15 プラネタリウム投映時間

プラネタリウム

予測不能なプラネタリウム
一般番組（夏の星座解説を含む約40分）

投映期間：投映中～9月2日（日）

■一般番組 個人

一般
小・中学生

団体
（20 人以上）

火～金
土・日・祝日

（午前中）学習・団体
■子ども向け番組

14：00 
150円
310円

120円
250円

13：30 11：00 14：45 
15：30 
16：00 

天　文　教　室
「七夕の星を見よう」

☆
お
知
ら
せ
☆

※夏休み期間（7/23 ～ 8/31）は毎日投映します。
※7/27はイベントのため投映時間及び内容が変更になります。
※団体投映は、一般・子ども向け番組から選ぶことができます。（要予約）
※身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者
　と介護者1名、また65歳以上の方及び未就学者は無料となります。

★なぜか暗くならない
　プラネタリウム？！
　
★絶対にできない、
　ありえない場所から見上げる星空！
　
★二度とは体験できない環境で出会う
　最高の南十字星！
　
★答えたくても答えられない「？」と、
　帰りたくても帰れない地球？！
　
　「星」と「宇宙」を心行くまで
お楽しみいただく一方で、

「予測できない」摩訶不思議な異次元への旅も体験できる、
まったく新たなスタイルのプラネタリウム番組の登場です！

■日時：7月7日（土）19：30～
※季節によって開始時間が変わります。ご注意ください。
■プラネタリウムホール前にて30分前から受付けします。
■費用：無料
■望遠鏡で天体を観望します。
　悪天候の場合はホールでの解説のみになります。

子ども向け番組（季節の星座解説を含む約35分）

観 覧 料
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EVENT INFORMATION
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高崎市上里見町1072番地1370-3345〒

窓口受付時間 8：30–17：15 

月・火曜休館
大ホール 505席
小ホール 200席

チケット発売中

ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ
グリーグ：ソナタ第3番
プロコフィエフ：ソナタ第2番
チャイコフスキー：ワルツ・
　　　　　　　　　スケルツォ 他
S 3,000円　A 2,000円
B 1,000円　
高校生以下 1,000円（全席種対象）
ペア・親子ペア券あり

開演 19:00　大ホール金7/6

ワディム・レーピン
ヴァイオリン・リサイタル

タレガ：アルハンブラの
　　　　思い出
ソル：エチュード
ヒナステラ：ギターソナタ 他

全席指定  1,500円
高校生以下　　 500円

開演 12:30　小ホール日9/16

パク・キュヒ（朴 葵姫）
ギター・リサイタル

ドビュッシー：月の光
ショパン：バラード1番
ショパン：ノクターン（1、2、13番）
サティ：ジムノペディ1番
サティ：グノシエンヌ（1、3番） 他
S 2,500円  A 2,000円 
B 1,000円　C 500円
高校生以下 1,000円（C席以外）
ペア・親子ペア券あり

開演 16:30　大ホール日9/16

アリス＝紗良・オット
ピアノ・リサイタル

10/ 6(土)・12(金) 大ホール
10/27(土)・28(日) 前橋テルサ
11/11(日) 大ホール
全公演15：00開演
全席自由（各公演） ： 1,500円
高校生以下 ： 500円
5回セット券 ： 5,000円

菊池洋子
ピアノ・リサイタル（全5回）
モーツァルトピアノ・ソナタ
全曲演奏会

チケット発売中 チケット発売中 チケット発売中

チケット電話予約・お問い合わせは：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館） 027-221-4321

前橋市Presents 舞台芸術祭2018　Maebashi  Performing  Art  Festival  2018

℡.

ドキドキ、わくわくワンダーランド人形劇の世界へようこそ
第２５回高崎人形劇フェスティバル
出演：高崎人形劇連絡協議会
演目：てんぐのうちわ ほか
入場：無料

10：00開演

高崎市少年科学館 TEL 027-321-0323
高崎市末広町23番地1370-0065〒開  館  時  間

今月の休館日
9：00–17：00  
7/2.9.17

よしい演芸館夏公演
出演：
三笑亭夢丸（真打）
林家つる子
雷門音助
笑福亭希光
春雨や晴太
瞳ナナ（マジック）
全席自由 1,000円、夏秋セット券 1,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00開演 

明日の名人候補が吉井に集合

三笑亭夢丸（真打）三笑亭夢丸（真打） 林家つる子林家つる子

投映期間：投映中～11月11日（日）

ポケットモンスター サン＆ムーン　プラネタリウム
明日は皆既日食が見られるとっても珍しい日。
それを聞いたサトシ達は、マーマネと一緒に日食がみられる帯の中心部、
エクリプス島へ！
そこで日食を追いかけて世界中を旅している“日食ハンター”のフレッ
ドと出会い、一緒に日食観測をすることに。
一方、ロケット団も日食のときに現れるという珍しいポケモンと、つい
でにピカチュウもゲットしようと、山頂へと急ぐサトシ達の目の前に立
ちはだかる。
ゼンリョクで見逃すな！太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”

第13 回高校生バンドフェスティバル
歌が好き！ロックが好き！音楽が好き！青春音楽祭 in 新町

出演：公募による高校生バンド
入場：無料

11
12

8/

日

8/11（土・祝）予選10：00開演予定
8/12（日）　 本選13：00開演予定  

土・祝

くらぶち小栗の里道の駅

EVENT INFORMATION

TEL 027-378-4522
高崎市倉渕町三ノ倉296-1370-3402〒

多目的ホール200席

（高崎市倉渕支所地域振興課・平日のみ受付）

窓口受付時間 8：30–17：15 

群響「群馬ブラスクインテット」
×倉渕中学校音楽部ジョイントコンサート
出演：群馬ブラスクインテット
　　　市立倉渕中学校音楽部
全席自由 500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00開演 土
25

8/

29
7/

日

1
7/

日

（夏休み期間を除く）

7/23～8/31 の毎日

科学工作教室「光センサー落ちないロボを作ろう」

科学工作教室・パソコン教室の申し込み
往復はがきに希望の教室名・開催日を明記し、児童生徒名・保護者名・
学年・住所・電話番号を記入の上、少年科学館に応募してください。
〒370-0065　高崎市末広町23番地1　少年科学館まで。
お申し込みは締切日必着。応募多数の場合は抽選。
※教室ごとに一人一枚ずつ応募してください。メールでも受け付けます。
tenji@t-kagakukan.or.jp（企画展示）
※必ず返信メ－ルをご確認ください。

科学工作教室「マスダユタカ　ポップアップカード教室」
■日時：7月31日（火）10：00～16：00
■内容：ポップアップカードを作る。
■対象：小学4年生～中学生
■定員：20人　■費用：500円（材料費）
■締切：7月20日（金）

パソコン教室「スクラッチを使ってプログラミングを体験する ７月」
■日時：7月14日（土）9：30～12：00
■内容：ゲームやアニメーションを作り
　簡単なコンピュータープログラムを体験する。
■対象：小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：10人　■費用：無料
■締切：7月5日（木）

パソコン教室「貯金箱づくり」
■日時：8月12日（日）9：30～12：00
■内容：バスケットゴールの形をした貯金箱を作る。
■対象：小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：10人
■費用：無料
■締切：8月2日（木）

■日時：7月23日（月）①9：30～12：00②13：30～16：00
■内容：机の上から落ちないロボットカーを作る｡
■対象：小学3年生～中学生（小学３年生は保護者同伴）
■定員：各回20人　■費用：500円（材料費）
■協賛：太陽誘電株式会社
■締切：7月13日（金）
※午前か午後の希望する時間帯を必ず記入してください｡

簡単！科学あそび
「色の変わる液を使った簡単な科学あそび」
■日時：7月21日（土）・22日（日）
　①10：25～②14：05～（各回約20分予定）
■内容：２つの液を混ぜると、光ったり色が
　　　　変わったりする簡単な実験をする。
■対象：どなたでも■参加：無料
■場所：2階展示フロア

それは『次に何が起こるかわからない』脅威の異次元体験？！

―地球オペラ―
ＮＯＡＨ（ノアの方舟）

全席自由　大人 3,000 円
小人（小学生まで）1,000 円

7/28（土）18：30-20：00
7/29（日）14：00-15：3028

7/

土

29
日

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：7/2・9・17・23・30

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

〈大きな庭の木〉
水彩・鉛筆・紙

観覧料　一般200（160）円　　大・高生160（100）円
※（　）内は20名以上の団体料金
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名、
　65歳以上の方、中学生以下は無料となります。

常設
展示

かまち少年の残した水彩画、デッサン、詩文
の綴られた自筆のノートや手紙、愛用の
遺品など約 120 点を展示し、かまちの青春
の作品群を紹介しています。

Tel 027-321-0077

催し物は、主催者の都合により、変更になる場合もあります。
詳細は、各主催者にお問い合わせください。（6 月10 日現在）
連絡先が明記されていない催し物については直接会場館に
お問い合わせください。

入場方法
入場料

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

友の会

友の会

    草木染で再現された冠位12階の服色

■開園時間は9：00～16：30（入園は16：00まで）
　8月までの土・日曜・祝日は9：00～18：00（入園は17：30まで）
■休園日：7/2・9・17・23・30　■入園無料

〒370-0865 高崎市寺尾町2302番地11
Tel 027-328-6808

※（　）内は20名以上の団体割引料金
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名、
　65歳以上の方、中学生以下は無料となります。

収蔵品展
「草木染の美・夏」

入館料　一般 100（80）円　　  大・高生80（50）円　　　   会場　染色工芸館

開催中 8/19（日）ー

童謡コンサート
出演：松本花菜（Vn）
　　　筒井志帆（Vn）
　　　渡邉信一郎（Va）
　　　長瀬夏嵐（Vc）
　　　久林純子（朗読）

14：00開演 1
9/

土

チケット
好評

発売中

友の会

松本花菜　ⓒ井村重人

演目：朗読「手ぶくろを買いに」
　　　を弦楽四重奏と共に ほか
全席指定 500円
※公演時１歳以上有料
　（１歳未満でも席が必要であれば有料）

演劇の里 柏木の会 旗揚げ公演

1
7/ 14：00-16：30

無料
演劇の里　柏木の会日

シシド音楽教室発表会

8
7/ 10：00-12：00

無料
シシド音楽教室日

第19回ふれあいハーモニカコンサート

15
7/ 10：30-16：00

無料
群馬ハーモニカ音楽友の会日

生バンドＤe社交ダンス

090-3330-9365
22

7/ 13：30-16：00
無料
アフロ・キューバン・ジャズ・オーケストラ

※チャリティーのため募金活動あり
℡.日

箕郷中学校演劇部夏の公演

027-371-3551
29

7/ 14：00-
無料
箕郷中学校演劇部
℡.日

ⓒYuji HoriⓒYuji HoriⓒJonas BeckerⓒJonas Becker

友の会
チケット
好評

発売中

チケット
好評

発売中

東京混声合唱団
ファミリーコンサート in 箕郷
～高崎市少年少女合唱団とともに！！～

箕郷で聴こう、心に響くハーモニー

出演：キハラ良尚（指揮）
　　　藤井亜紀（ピアノ）
　　　東京混声合唱団（合唱）
　　　高崎市少年少女合唱団
曲目：荒城の月、待ちぼうけ、
　　　手紙ほか
全席指定 3,000円
 友の会 2,700円
 学生 2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00開演 

28
10/

日

（　　　　　　　　）

©平舘平©平舘平

友の会
チケット
7月27日金
発売

0274-42-8949
新町歌劇団
℡.



タクシーの
　ご利用は 0120-62-8665サクラタクシーまで
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高崎市文化会館
EVENT INFORMATION

ホール 701席
TEL 027-325-0681

高崎市末広町23番地1370-0065〒窓口受付時間
今月の休館日 7/2.9.17.23.30

8：30–17：15

アツまれ！夏休みの子どもたち！！2018
人形劇「アラビアンナイト」
出演：人形劇団むすび座
全席指定 2,000 円（友の会 1,800 円）
中学生以下 1,000 円
※4 歳以上有料。4 歳未満でも席が必要な場合は有料。

下欄のイベント情報もご覧下さい

14：00開演
金

友の会
インターネット
購入

催し物は、主催者の都合により、変更になる場合もあります。詳細は、各主催者にお問い合わせください。（6 月10 日現在）連絡先が明記されていない催し物については直接会場館にお問い合わせください。
入場方法 入場料友の会ポイント対象 インターネット購入対象インターネット購入友の会

27
7/

第13回 高崎演能の会
出　演：下平克宏（能）、野村萬斎（狂言） ほか
昼の部：『能を楽しむ　心のおもむくままに』
　　　　五人囃子見参、狂言 蚊相撲
　　　　能 羽衣 和合之舞
夜の部：『蝋燭能　炎が描き出す幽玄の世界』
　　　　仕舞 頼政、狂言 文山賊
　　　　能 葵上 梓之出
全席指定
S 席 6,300 円

（友の会 5,800 円　U-25  4,300 円）
B 席 3,800 円

（友の会 3,500 円　U-25  1,800 円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

昼の部14：00開演　夜の部18：30開演

チケット
好評

発売中

チケット
好評

発売中

下平克宏 野村萬斎

友の会
インターネット
購入

火
31

7/

第2期フィットネスヨガ 午前コース10：00～11：30　夜間コース19：00～20：30 各コース190人

190人

50人

140人

50人

45人

50人

7/15（日）～
7/31（火） 

※プール入場料が毎回別途大人410円/1回必要となります。
申し込み期間内に、往復はがきに教室名、コース名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記入の
うえ、次のあて先までお申し込みください。（消印有効）

■浜 川 プ ー ル　　〒370-0081   高崎市浜川町1575番地1　 ℡027-344-5511　　
■浜 川 体 育 館　　〒370-0081   高崎市浜川町1487番地　　 ℡027-344-1551　　

あて先
・

問い合わせ先 ■上並榎庭球場　　〒370-0801   高崎市上並榎町1590番地 ℡027-327-3828　　
※武道館及び中央体育館で開催の教室は、浜川体育館へお申し込みください。

●市内在住か在勤、在学の18歳以上の方を対象としています。
●申し込みは、1教室につき1人1通までとします。
●定員を超えた場合は、抽選となります。
●高崎市外の人は、「市内在勤」、「市内在学」どちらか必ず明記してください。

（いきいき貯筋教室は、小学生以上を対象としています。）

申
込
方
法

ス
ポ
ー
ツ
教
室

会場名 教室名 期　間 曜日 コース 参加料 定　員 申込期間

浜川
体育館

浜川
プール

武道館

中央
体育館

30人

各コース　35人

初心者A　15人
初心者B　15人
中 級 者 　15人

クロール　15人
平 泳 ぎ　15人
バタフライ　15人

上並榎
庭球場

トレーニングルーム
たのしくエアロ

7月3日、10日、24日、31日（各火曜日）
13:30～14:30

7月5日、12日、19日、26日（各木曜日）
13:30～14:30

はじめてのヨガ

※上記プログラムは、入場料だけで参加できます。
※やむを得ず、日程を変更する場合がございます。
　予めご了承ください。

【開館時間】 10：00～21：00
　　　　　 （日・祝日は17：00まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日が休館）
健康維持にぜひご利用ください。

高崎市浜川町1575番地1（浜川運動公園内）
TEL  027-344-5511

高崎市浜川プール

●入場者数が定員を超えますと入場を制限
することがございます。
●トレーニングルームを初めて利用される場
合は、係員から説明を受けてください。

第 36周年上田裕勇カラオケ教室
「演歌の季節」

080-5052-3594
1
7/ 10：50-19：30

無料（整理券）
上田裕勇カラオケ教室
℡.日

群馬県立中央中等教育学校
平成 30年度学校説明会

027-370-6663
22

7/ ①10：30-11：45　②13：30-14：45
関係者（申込者）以外入場不可
群馬県立中央中等教育学校
℡.日

群馬県立高崎東高等学校吹奏楽部
第 27回定期演奏会

027-352-1251
24

7/ 17：30-20：00
300 円
群馬県立高崎東高等学校吹奏楽部
℡.火

第5回高崎健康福祉大学高崎高等学校
ダンス部公演会

027-352-3460
29

7/ 13：00-16：00
無料（整理券）
高崎健康福祉大学高崎高等学校ダンス部
℡.日

第27回紫蔦会（日本舞踊）

080-1204-7416
7
7/ 12：00-17：00

無料(入場券）
藤間流紫蔦会
℡.土

第5回よりみちふれあいコンサート

090-1659-5543（田中）
11

7/ 12：00-15：00
無料（要整理券）

『よりみちふれあいコンサート』運営委員会
℡.水

昭和ヒットパレード・
青春チャリティーコンサートin高崎8

7/

昼の部14：00開演　夜の部18：00開演
全席指定　前売5,500円（当日6,000円）
出演：雪村いづみ、長沢純
　　  晃（フィンガー５）、伊藤咲子
　　  リリーズ、ベイビー・ブー

日

バレエ発表会

090-2401-3496
15

7/ 14：00-16：00
無料
高崎・安中・玉村クラシックバレエ研究所
℡.日

くれない会 ゆかたざらい

027-252-7541
16

7/ 13：00-16：00
無料
くれない会
℡.月・祝

チケット
好評

発売中

※チケットは高崎市
文化会館窓口のみ
での取扱いとなり
ます

9/3～12/10

第2期シェイプアップエアロビクス 午前コース10：30～11：40　夜間コース19：20～20：30 午前の部120人
夜間の部70人9/11～11/27

第2期木曜ストレッチ 午後コース13：30～15：009/6～12/6

第2期メタボ・ダイエット 夜間コース19：00～20：309/6～11/22

第2期金曜ストレッチ 午後コース13：30～15：009/7～12/7

第2期ボクシングフィットネス 午前コース10：30～11：30 3,500円
（計12回）9/7～11/30

第2期フィットネスフラ 午後コース14：00～15：00 3,000円
（計10回）9/3～11/26

9/6～10/25

いきいき貯筋教室 午前コース10：30～11：30 500円
（保護者も含む）8/24

初心者テニス教室(硬式） 午後コース13：30～15：30 7/1（日）～
7/31（火） 

4,000円
（計8回）

9/5～11/28第2期アクアビクス 午前コース　10：15～11：15　午後コース　13：00～14：00
夜間コース　19：00～20：00 2,000円

（計12回）※9/6～11/29第2期水中ウォーキング 午前コース　11：00～12：00　午後コース　14：00～15：00
夜間コース　19：00～20：00

7/15（日）～
7/31（火） 

8/31～10/19第3期夜間水泳教室
夜 間コース　19：00～20：30
初 心 者 A （泳力10ｍ未満）
初 心 者 B （泳力25ｍ未満）　
中　級　者 （泳力25ｍ以上）

1,500円
（計8回）※

9/4～9/21

月

火

木

木

金

金

月

木

金

水

木

金

火
・
金

第2期
短期水泳教室

午 前コース　クロール　10：15～11：45
午後Aコース　平 泳 ぎ　12：00～13：30 
午後Bコース　バタフライ　13：45～15：15
ク ロ ー ル （クロールで10m泳げる人）
平　泳　ぎ （平泳ぎが25m泳げない人）
バタフライ （バタフライが25m泳げない人）

各1,000円
（全5回）※

3,000円
（計10回）

7月7日㈯～8月31日㈮
浜川プール

城南プール

観音山公園プール

7月14日㈯～8月31日㈮

大人（高校生以上） 310円
小人（中学生以下） 150円

（ロッカー　　 　50円）
※小学3年生以下は保護者の同伴が必要。

料
　金

9:00

▲

17:00

時
　間

浜川プール（浜川町1575-1）℡027-344-5511問い合わせ

料
　金

9:00

▲

16:30

時
　間

観音山プール ℡027-386-9005問い合わせ

6月30日㈯～8月31日㈮
9月（土日祝のみ開場17日まで）

小学生以上 100円
小学生未満 無料

（ロッカー（リターン式）　100円）
※小学3年生以下は保護者の同伴が必要。

10時〜15時

浜川プール

土9月8日

大人のカヌー教室

■対　象　高崎市在住か在勤、在学の高校生以上の人
■参加費　3,000円
■定　員　20名（抽選）

【申込方法】　往復はがきにて7月15日（日）～8月10日（金）までに住所、
氏名、年齢、電話番号を記入の上、次のあて先までお申し込みください。
〒370-0081　高崎市浜川町1575-1　浜川プール

■対　象　高崎市在住か在勤、在学の高校生以上の人
■参加費　3,000円
■定　員　20名（抽選）

【申込方法】　往復はがきにて7月15日（日）～8月10日（金）までに住所、
氏名、年齢、電話番号を記入の上、次のあて先までお申し込みください。
〒370-0081　高崎市浜川町1575-1　浜川プール

浜川プール・城南プール
■対象　中学生以下■対象　中学生以下
招待券・お菓子…
何が当たるかお楽しみに！！
数量限定・なくなり次第終了

招待券・お菓子…
何が当たるかお楽しみに！！
数量限定・なくなり次第終了

土7月21日

くじびき大会

朝から楽しいイベント盛りだくさん! ぜひ、お出かけください!朝から楽しいイベント盛りだくさん! ぜひ、お出かけください!

期日：7月27日（金）
会場：高崎市文化会館
　　　少年科学館
時間：10：00～17：00
主催：（公財）高崎財団
　　　NPO法人高崎子ども劇場

■ 人形劇「アラビアンナイト」　※詳細は上記参照

■ 親子向け公演「にこにこ山はたいへんだ！！」 10：30開演

■ あそび屋ミニバザール

■ ぼくこくぼとつくって遊ぼう！　～宙にうく皿～

■ プラネタリウム無料投映
　「ポケットモンスター サン＆ムーン」
　時間：11：00・13：00・14：00・15：00・16：00

■ 作ってみよう！簡単科学工作
　・紙皿かざぐるま　・紙コップロケット
　・親子シーソー

■ はじめての楽器体験

■ 模擬店コーナー

※詳細は高崎財団HPをご覧ください。
http://takasaki-foundation.or.jp/syusaijigyou/


