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Takasaki event information
「おかあさんといっしょ」

ガラピコぷ～がやってきた！
！

10月7日（日）

友の会
チケット
インターネット
好評発売中 購入

群馬音楽センター

1回目 13：15 開演 2回目 16：00 開演
出演：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。

ⓒNHK

日本ポーランド共同制作作品

4つの季節の物語

《PORY ROKU》

8月7日（火）

友の会
チケット
インターネット
好評発売中 購入

高崎シティギャラリー コアホール

1回目 10：30 開演 2回目 14：00 開演

出演：テアトル・アニマツィ
（ポーランド国立人形劇団）
ましゅ & Kei（音楽的道化師）
全席自由 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。

http://takasaki-foundation.or.jp/

EVENT INFORMATION
窓口受付時間
今月の休館日

群馬音楽センター
高崎市立高崎経済大学附属高等学校
学校説明会
8/ ①10：30-12：15 ②14：00-15：45

7
火

中学 3 年生・保護者・中学校教員
高崎市立高崎経済大学附属高等学校

℡. 027-344-1230

8
水

8/

関係者
高崎市教育委員会学校教育課

℡. 027-321-1293

18

16 サマーコンサート
木

19：00開演
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」
全席自由 一般 2,500円 高校生以下 1,500円
友の会

チケット
好評
発売中

※未就学児の入場はご遠慮ください。

℡ 027-322-4944

〒370-0829 高崎市高松町 28 番地 2
TEL

027-322-4527

松竹大歌舞伎

14：00開演
出演：片岡愛之助、中村松江
友の会
中村壱太郎、中村寿治郎
インターネット
市川猿弥、上村吉弥、市川門之助
購入
演目：一、義経千本桜 道行初音旅
チケット
二、義経千本桜 川連法眼館
好評
発売中 全席指定 Ｓ席 完売
Ａ席 3,000 円（友の会 2,700 円）
土

℡. 027-322-4527

第 69 回関東甲信越静学校保健大会
8/ 10：20-12：10

23

1,932席

91/

要申込
（公財）高崎財団（群馬音楽センター）

木

2018 群響

ホール

第 10 回群馬音楽センター
バックステージツアー
8/ 10：00-11：30
土

平成 30 年度高崎市人権教育講演会
8/ 14：30-16：30

8：30 –17：15
8/6.13.20.27

※未就学児の入場はご遠慮ください。

関係者
同実行委員会（県教委健康体育課）

℡. 027-226-4713

第 28 回グレンツェンピアノコンクール
群馬予選
8/ 11：00-17：00

25
土

無料
グレンツェンピアノ研究会

℡. 0995-22-4158

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。
（7 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）
、高松地下駐車場（150 台）
城址第二地下駐車場（391 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 友の会ポイント対象

インターネット購入

インターネット購入対象

107/ 「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！
！
①13：15開演 ②16：00開演
出演：チョロミー、ムームー、ガラピコ
インターネット
ひなたおさむ、西けいこ、きよこ
購入
全席指定 1,800 円（友の会 1,600 円）
日

友の会

チケット ※1 歳以上有料。
好評
1 歳未満でも席が必要であれば有料。
発売中

城 址 地 下 駐 車 場（シティギャラリー地 下）
城 址 第 二 地 下 駐 車 場（ 高 崎 市 役 所 地 下 ）
高 松 地 下 駐 車 場（ 姉 妹 都 市 公 園 地 下 ）
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。

まごころ
ふれあいタクシー

上信ハイヤー

0120-54-8180
☎ 027-322-1212

EVENT INFORMATION
窓口受付時間
今月の休館日

高崎市文化会館
第 65 回科学教育研究協議会
全国研究大会群馬大会
8/ 13：00-16：30

3
金

500 円（科学教育研究協議会員以外の方）
科学教育研究協議会

日

無料
クラシックバレエコッペリア

℡. 080-3275-0524

舞 My Takasaki
8/ 14：30-17：00

12
日

1,800 円

NPO 法人バレエノア

℡. 027-321-5221

本木泉バレエスタジオ発表会
8/ 16：00-19：00

18
土

ホール

歌の祭典
8/ 11：30-16：30

19
日

無料
本木泉バレエスタジオ

℡. 090-4549-6906

タクシーの
ご利用は

701席

無料（整理券）
群馬県歌手協会

群馬県立高崎商業高等学校
学校説明会
8/ ①10：00-12：00 ②13：30-15：30
木

関係者
群馬県立高崎商業高等学校

℡. 027-361-7000

高崎市立矢中中学校吹奏楽部
第 4 回定期演奏会
8/ 16：30-18：30

24
金

TEL

027-325-0681

25 8/26
26

（日）13：30−15：30

℡. 090-1110-4078（森）

土

23

〒370-0065 高崎市末広町 23 番地 1

劇団ろしなんて第 47 回公演
「アパートメント…コメディorミステリー？」
8/ 8/25（土）18：30−20：30

℡. 027-373-5476

第 16 回クラシックバレエ
コッペリア発表会
8/ 17：00-20：00

5

8：30 –17：15
8/6.13.20.27

無料（整理券）
高崎市立矢中中学校吹奏楽部
℡. 027-347-3636（塩浦）

日

大 人 1,000 円
中高生 800 円
当日 大 人 1,200 円
中高生 1,000 円
小学生以下無料
劇団ろしなんて ℡. 090-1103-3790
全席自由

前売

第 380 回高崎演劇鑑賞会例会
文化座「反応工程」
8/ 18：30-20：45

28
火

会員
高崎演劇鑑賞会

℡. 027-323-0955

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。
（7 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 友の会ポイント対象

インターネット購入

サクラ タクシーまで

インターネット購入対象

0120-62-8665

EVENT INFORMATION

高崎シティギャラリーコアホール
8/ 日本ポーランド共同制作作品

7
火

人形劇 4つの季節の物語
《PORY ROKU》

友の会

インターネット ①10
：30開演
購入

②14：00開演

出演：テアトル・アニマツィ
チケット
（ポーランド国立人形劇団）
好評
ましゅ＆Ｋｅｉ（音楽的道化師）
発売中
全席自由 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。

窓口受付時間

8：30 –17：15

第24回シニア・コンサート
8/ 17：30-20：00

18

℡. 027-382-7153

■

②13：00-15：00（高校部門）
無料
GPS 打楽器群馬

gunmapercsociety@gmail.com

ピアノ発表会
8/ 14：30-18：00

25

第二回歌謡吟詠合吟祭り
全国高崎大会
8/ 9：15-17：00

8/

27
結成 40 周年クワイアー・波コンサート
8/ 14：00-16：00

10
金

無料
クワイアー・波

℡. 027-362-3350

ピアノ発表会
8/ 14：00-16：00

11
土・祝

無料
さやけき音楽教室

℡. 080-4406-6060

コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」
8/ 14：30-15：30

13
月

3,000 円

一般社団法人みむみむの森芸術文化振興グループ

℡. 070-5466-7293

Summer Night Concert
～群馬県出身の若手音楽家が贈る情熱の夜～
8/ 18：30-21：00

15
水

1,500 円

Summer Night Concert 実行委員会

℡. 080-4354-1994

エーデルトリオコンサート
8/ 19：00-21：30

17
金

3,500 円
大和商工㈱

℡. 027-362-2689

か ぞ

の

外囿祥一郎

インターネット
購入

19：00開演

完売
御礼

ユーフォニアム・リサイタル

水

チケット
8月17日金
発売

出演：ラケル･アンドゥエサ（ソプラノ）
ラ･ガラニア（古楽グループ）
曲目：メールラ ／
聴いてごらん、歌をひとつ
アングレジ／
ただ一度の口づけで
モンテヴェルディ／
これほどにも甘美な苦悩が ほか

全席指定 3,000円
（友の会 2,700円

U-25 1,500円）

©Michal NOVAK

チケット10月5日金発売

出演：セルゲイ・カスプロフ（ピアノ）
曲目：ラヴェル／夜のガスパール
ムソルグスキー、
イーゴリ・フドレイ／禿山の一夜
ムソルグスキー／展覧会の絵
ほか
©Masaki Umeda

無料
清水康子「ひとつ」の会

全席指定 3,000円
（友の会 2,700円

©Kana Tarumi

U-25 1,500円）

11 16
3/9（土）14：00開演
ソフィー・ダルティガロング

■

チケット 月 日金発売

ファゴット・リサイタル

出演：ソフィー・ダルティガロング(ファゴット）
沢木良子（ピアノ）
曲目：ヴィヴァルディ／
チェロ・ソナタ第7番 イ短調 RV. 44
J. S. バッハ／
無伴奏フルートのためのパルティータ
イ短調 BWV101
ほか

℡. 090-1604-4689

International Gala Concert
8/ 18：30-20：30

29

©Marco Borggreve

U-25 2,500円）

ピアノ・リサイタル

群馬県第 14 回“生きる”小児がん征圧
「天使の泉」チャリティーコンサートin高崎市 Vol.54
8/ 14：00-16：00
火

チケット
好評
発売中

■

全席指定 2,500円

28

11/3（土・祝）14：00開演
ファジル・サイ

■

2/9（土）14：00開演
セルゲイ・カスプロフ

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 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。

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

12/8（土）14：00開演
ラケル・アンドゥエサ＆
ラ・ガラニア

ユーフォニアムの概念を覆した
スタープレイヤー

ほ

完売
御礼

&ロール・ファヴル＝カーン

■

℡. 03-3993-9191

友の会

月

ネマニャ・ラドゥロヴィチ

全席指定 6,000円
（友の会 5,500円

無料
全日本音楽吟詠研究同志会

日

10/5（金）19：00開演

出演：ファジル・サイ（ピアノ）
曲目：ショパン／
3つのノクターン（遺作）
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

℡. 027-327-7763

26

027-328-5050

ピアノ・リサイタル

無料
吉田佐智子

土

TEL

コアホール公演（10～3月）5公演セット券は
予定枚数販売が終了しました。

第 1回 GPS スネアドラムコンテスト
8/ ①10：00-12：00（中学部門）
日

〒370-0829 高崎市高松町 35 番地1

コアホール公演 2018年度後期（5公演）

無料
ピアノレスナー会

土

19

展示室 7室
ホール 324席

全席指定 3,000円
（友の会 2,700円

前売 4,000 円 当日 4,500 円
アトリエ・ガヴォー（諸田広美）

℡. 027-257-6675

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

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。
（7 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。
、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
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）
が 30 分迄ごとに 80 円（約半額）になります。
入場方法

友の会 友の会ポイント対象

入場料

インターネット購入

インターネット購入対象

企業紹介
動画

キャンペーン
動画
お店紹介
動画

映像
制作

４K 空撮
動画
ＰＲ
動画

EVENT INFORMATION
窓口受付時間 展示室
展示室 7室7室
窓口受付時間
ホール
ホール
席席
324324

8：30 –17：15
高崎シティギャラリー 展示室 8：30–17：15

高崎市高松町
番地
370-0829高崎市高松町
〒〒
370-0829
3535番地
11
TEL027-328-5050
027-328-5050
TEL

■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。

7/26（木）－8/1（水）

第 1 展示室

群馬二紀展

（公開7月27日～1日）

群馬二紀会 ℡ 0279-54-6271

第 2 展示室

第13回国展群馬

（公開7月27日～1日）

国展群馬 ℡ 027-347-4727

第 3 展示室

フェラーリ木製モデラー山田健二の世界

（公開7月26日～1日）

山田 健二 ℡ 090-8584-1150

第 4 展示室

第17回FCCクリアー写真展

（公開7月27日～1日）

沓沢加菜子 ℡ 090-4715-9702

第 5 展示室

第1回心のパステルアート教室キッズクラス作品展

（公開7月27日～1日）

心スマイルの家 ℡ 070-2678-8533

第 6 展示室

高崎フォトカルチャー写真展

（公開7月27日～1日）

高崎フォトカルチャー ℡ 080-3476-6135

第50回記念ぐんま女流美術展

（公開3日～8日）

ぐんま女流美術協会 ℡ 027-323-3541

帯アート展

（公開3日～6日）

前結び宗家きの和装学苑和もーど高崎校 ℡ 027-384-4441

8/2（木）－8/8（水）
第 1・2 展示室
第 3 展示室

8/9（木）－8/15（水）
第 1・2 予備室
第 3・第 4 展示室

第52回群馬平和美術展

（公開10日～15日）

第４回高崎だるま展 高崎だるまの日制定記念展

（公開9日～15日）

8/16（木）－8/22（水）

群馬平和美術展実行委員会 ℡ 027-252-4777
群馬県達磨製造協同組合 ℡ 090-8857-5941

第 1 展示室

大日本書芸院群馬地区連合
（第40回記念展）

（公開17日～22日）

大日本書芸院群馬地区連合 ℡ 027-343-5810

第 4 展示室

絵画展

（公開17日～22日）

斗南美術協会 ℡ 027-252-1709

第 6 展示室

暮らしの器―土の軌跡―松本茂晴作陶40年展特別展示 日本画 新 公子 （公開16日～22日）

8/23（木）－8/29（水）

滝川窯 ℡ 090-2620-6747

第 1 展示室

第56回妙墨会書展

（公開24日～29日）

妙墨会 ℡ 0270-74-1131

第 6 展示室

第27回群馬篆刻協会展

（公開24日～27日）

群馬篆刻協会 ℡ 0270-21-0922

※8/30
（木）
～9/5
（水）
は保守点検のため、催し物はありません。

ハイビジョンギャラリー
8/1（水）－ 8/29（水）

上

映

時

夏休み児童向けアニメ上映 ～文学作品に触れよう～
〈入場無料〉上映時間内に自由に出入りできます。

間

プ

ロ

グ

ラ

ム

8/（
1 水）～8/15（水）

11：00 12：00 13：00 14：00

負傷した線路と月（小川未明童話集より）勇気あるホタルととべないホタル、他短編アニメ

8/16（木）～8/29（水）

11：00 12：00 13：00 14：00

殿さまの茶碗（小川未明童話集より）、アニメ ハチ公物語、他短編アニメ

※プログラム等は、都合により変更することがあります。 ※8月30、31日設備機器メンテナンスのため上映はありません。

開催中 ー 9/9（日）
も と

〒370-0849 高崎市八島町110 番地 27

Tel 027-324-6125

■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：8/6・13・20・27

萩尾望都 SF 原画展
宇宙にあそび、異世界にはばたく
観覧料 一般

円 大高生 300
円
600（500）
（250）

※
（ ）
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。

開催中 ー 9/2（日）

〒370-0841 高崎市栄町 3 番 23 号 高崎タワー 21（入口 4 F）

Tel 027-330-3773

「11 人いる！」
Ⓒ萩尾望都 / 小学館

企画展
「もっと知りたい！日本画の世界」

■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：8/6・13・20・27

観覧料 一般

円 大高生 300
円
500（400）
（250）

作品解説会

8/11（土・祝）・8/26（日）14：00～

※
（ ）
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。

小林古径《常夏》1951 年 個人蔵

EVENT INFORMATION

榛名文化会館
窓口受付時間

8：30 –17：15

EVENT INFORMATION

EVENT INFORMATION
月・火曜休館
大ホール 505席
小ホール 200席

新町文化ホール

箕郷文化会館

月・火曜休館
ホール 489席

8：30 –17：15

窓口受付時間

窓口受付時間

月・火曜休館
ホール 601席

8：30 –17：15

〒370-3345 高崎市上里見町 1072番地1

〒370-1301 高崎市新町 3190 番地1

〒370-3102 高崎市箕郷町生原 922番地1

TEL

TEL

TEL

027-374-5001

響友会 音楽発表会
8/ 14：00-18：30

5

無料
響友会

8/

1 14：00開演

出演：松本花菜（Vn）
筒井志帆（Vn）
チケット
渡邉信一郎（Va）
好評
長瀬夏嵐（Vc）
発売中
久林純子（朗読）
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）

日

松本花菜

日

EVENT INFORMATION

吉井文化会館
窓口受付時間

8：30 –17：15

〒370-2132 高崎市吉井町吉井285番地2
TEL

027-387-3211

/ 明日の名人候補が吉井に集合
11
18 よしい演芸館秋公演
日

友の会

℡. 0274-42-1350

14：00開演

全席自由

26
日

無料
Ｋ&Ｋプランニング

℡. 090-2177-0670

090-8106-3987

無料
シェル D スタジオ

1028/ 東京混声合唱団
日

EVENT INFORMATION
道の駅 くらぶち小栗の里
8：30–17：15

窓口受付時間

林家つる子

多目的ホール200席

〒370-3402 高崎市倉渕町三ノ倉296-1

1,000 円

TEL

027-378-4522（高崎市倉渕支所地域振興課・平日のみ受付）

群響「群馬ブラスクインテット」
×倉渕中学校吹奏楽部ジョイントコンサート

25 14：00

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。
（7 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。

開演
出演：群馬ブラスクインテット
チケット
市立倉渕中学校吹奏楽部
好評
全席自由 500円
発売中
土

友の会
チケット
好評
発売中

～高崎市少年少女合唱団とともに！！～

14：00開演

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。

インターネット購入対象

ファミリーコンサート in 箕郷

）

※未就学児の入場はご遠慮下さい。

友の会

友の会 友の会ポイント対象

インターネット購入

19

箕郷で聴こう、心に響くハーモニー

8/

入場料

チャリティー真夏の祭典
Ｋ&Ｋカラオケ大会・発表会
8/ 9：30開演

シェルDスタジオダンス発表会
8/ 13：00-16：00

※未就学児の入場はご遠慮
ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

入場方法

℡. 027-371-3009

日

14：00開演

出演
チケット 笑福亭里光（真打）
好評
発売中 林家つる子
桂鷹治
春風亭昇市
昔昔亭全太郎
マジックジェミー 笑福亭里光（真打）

無料
箕郷ふるさと夏祭実行委員会

日

無料
新町地域づくり活動協議会

出演：天田美佐子
チケット
（メゾソプラノ）
8月10日金
中島章恵
発売
（ピアノ）
曲目：斎藤隆介
「ソメコとオニ」
ショパン
「雨だれ」ほか
全席自由 1,000 円

月・火曜休館
大ホール 507席

℡. 027-371-6868

5

美しい日本歌曲を新町文化ホールで

友の会

無料
高崎市箕郷地区社会福祉協議会

箕郷ふるさと夏祭歌謡祭
8/ 17：00-21：00

1111/ 懐かしい日本のしらべ

ⓒ 井村重人

5
日

新町お囃子大会
8/ 12：00-16：00

19

027-371-7211

平成 30 年度高崎市箕郷地区
ふれあい福祉バザー
8/ 10：00-12：30

出演：公募による
高校生バンド
入場：無料

日

友の会

第 13 回高校生バンドフェスティバル
（土・祝）
予選10：00開演予定
（日） 本選13：00開演予定

土・祝

9/ 童謡コンサート
土

歌が好き！ロックが好き！音楽が好き！青春音楽祭 in 新町

11 8/11
12 8/12

天田恵子

℡. 090-9398-5342

日

0274-42-9133

©平舘平

開催中 ー 8/19（日）

〒370-0865 高崎市寺尾町 2302 番地 11

Tel 027-328-6808

■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：8/6・13・20・27 ■入園無料

〒370-0862 高崎市片岡町 3-23-5

Tel 027-321-0077

■開館時間は10：00 ～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：8/6・13・20・27

収蔵品展「草木染の美・夏」
8/21（火）ー 9/30（日）

収蔵品展「草木染の美・秋」
入館料 一般 100
円
（80）

大高生 80
円
（50）

会場 染色工芸館

※
（ ）
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。

常設
展示
観覧料

草木染の美・夏で展示中
新収蔵品の紹介
ブータン王国の民族衣装（手前からチャカップ・ゴ・キラ）

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。

一般 200
（160）円

※
（ ）
内は 20 名以上の団体料金

大高生 160（100）
円

※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。

〈月光〉水彩・紙

開 館 時 間 9：00 –17：00
今月の休館日はありません

高崎市少年科学館
7/23～8/31
の毎日

11：00 13：30 14：45 16：00

個人

一般

310円

250円

小・中学生

150円

120円

プラネタリウム
予測不能なプラネタリウム

★なぜか暗くならない
プラネタリウム？！

※夏休み期間（7/23 ～ 8/31）は毎日投映します。
※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。

科学工作教室「プロペラカーを作ろう」

★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」を心ゆ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）
投映期間：投映中～ 9 月 2 日
子ども向け番組
（季節の星座解説を含む約35分）

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”

投映期間：投映中～ 11月11日
（日）

教

夏の星座と惑星を見よう

室

■日時：9月1日（土）9：30 ～12：00
■内容：ゴムで動くプロペラカーを作る。
■対象：小・中学生（小学 3 年生以下は保護者同伴）
■定員：20人 ■費用：500 円（材料費）
■締切：8月23日（木）

パソコン教室「プログラミンで遊ぼう ８月」
■日時：8月19 日（日）9：30 ～12：00
■内容：簡単なプログラミングを体験する。
■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：8月9 日（木）

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 ９月」
■日時：9月2日（日）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：8月23日（木）

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。

■日時：8月17日（金）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。

星と音楽の夕べ

夏の特別展「ダンボール

ゆったりアロマプラネタリウム

サイエンスシアター「３Ｄ

■日時：8月25日（土）19：00 ～
■費用：1シート500 円
※プラネタリウム窓口のみの取り扱いです。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

Maebashi Performing Art Festival 2018

パク・キュヒ（朴 葵姫）アリス＝紗良・オット 菊池洋子
ギター・
リサイタル
ピアノ
・
リサイタル
開演 12:30

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

チケット発売中

小ホール

9/16 日

開演 16:30

大ホール

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）
ラヴェル：夜のガスパール 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

チケット発売中

昆虫シアター」

■日時：8月8 日（水）～9月2日（日）①10：00 ～11：30 ②14：00 ～15：30
■対象：どなたでも ■入場：無料 ■場所：2階サイエンスシアター

前橋市Presents 舞台芸術祭2018

9/16 日

忍者迷路」

■日時：8月7日（火）～9月2日（日）9：00 ～17：00
■対象：どなたでも ■入場：無料 ■場所：2 階展示ホール

アロマを感じながら、満天の星空でリラックスしてみませんか？

チケット
8月11日土
窓口発売

027-321-0323

■日時：8月18 日（土）9：30 ～12：00
■内容：身近な物で飛ぶおもちゃを作る｡
■対象：5 歳～小学生（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：20人
■費用：300 円（材料費）
■締切：8月9 日（木）

それは『次に何が起こるかわからない』脅威の異次元体験？！

文

（20 人以上）

TEL

科学工作教室「飛ぶものを作ろう」

一般番組
（夏の星座解説を含む約40分）

天

団体

観覧料

■子ども向け番組

☆お知らせ☆

プラネタリウム投映時間 ■一般番組

〒370-0065 高崎市末広町 23 番地 1

フランシス・レイ
ピアノ・リサイタル（全5回） オーケストラ
Mozart project in maebashi

モーツァルトピアノ・ソナタ
全曲演奏会
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

チケット発売中

開演 18:30

大ホール

フランス映画音楽界の巨匠、
フランシス･レイ監修による
プログラム。
男と女、
白い恋人たち
ある愛の詩、
雨の訪問者
愛と哀しみのボレロ 他

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
ⓒJonas Becker

10/19 金

宝くじ文化公演

全席指定 3,000円
高校生以下 1,500円

※宝くじの助成により特別料金となっております。

ⓒYuji Hori

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

SPORTS INFORMATION
50円）

※小学3年生以下は保護者の同伴が必要。

9:00
▲

金

（ロッカー

間

8月31日㈮まで

時

料

大人（高校生以上）310円
小人（中学生以下）150円

城南プール

浜川プール

17:00

問い合わせ 浜川プール
（浜川町1575-1）℡027-344-5511

間

9月17日（月・祝）まで

16:30

料

小学生以上 100円
小学生未満 無料

金

ただし9月は土・日・祝のみ開場
問い合わせ 観音山プール ℡027-386-9005

9月8日 土

9:00
▲

時

観音山公園プール

（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

大人のカヌー教室
講師：
（公財）
日本体育協会公認上級コーチ

石坂志津子先生

●全日本選手権３年連続優勝
●1982年・1985年

世界選手権出場

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
会場名

教室名

スポーツ教室

健美操教室
武道館

浜川
プール

第2期親子仲良し運動教室

第3期水泳教室

期

間

曜日

コース

参加料

木

午前コース10：30 ～11：30

9/25～10/23

火

午前コース10：00 ～11：30
対象は、市内の2歳以上の未就園児とその保護者

10/2～11/6

火
・
金

午 前 コ ース 初級Ｂ、中級 10：15～11：45
午後Aコース 初級Ｂ、中級 12：00～13：30
午後Bコース わかば、初級Ａ 13：45～15：15
わ か ば （泳げない人）
初 級 A （クロールの基本）
初 級 B （クロール・背泳ぎの習得）
中
級 （クロール・平泳ぎ・バタフライの習得）

9/13～11/29

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）
あて先・問い合わせ先

申込方法

■浜 川 体 育 館
〒370-0081 高崎市浜川町1487番地 ℡027-344-1551

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

※武道館で開催の教室は、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。
※第2期親子仲良し運動教室は、市内の2歳以上の未就園児とその
保護者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。

高崎市浜川プール

高崎市浜川町1575番地1（浜川運動公園内）
TEL

027-344-5511

【開館時間】10：00～21：00

（日・祝日は17：00まで）

定

員

申込期間

3,500 円
（計12 回）

50人

1,500 円
（計5 回）

20 組

各1,500 円
（全10 回）※

わかば
10人
初級Ａ
20人
初級Ｂ 各15人
中 級 各20人

8/1（水）～
8/15（水）

8/15（水）～
8/31（金）

※プール入場料が毎回別途大人410円/1回必要となります。

トレーニングルーム

たのしくエアロ

8月7日、14日、21日、28日（各火曜日）
13:30～14:30

はじめてのヨガ

月曜休館（祝日の場合は翌日が休館） 8月2日、9日、16日、23日、30日
（各木曜日）
健康維持にぜひご利用ください。
13:30～14:30
●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。

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

※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。

平成30年8月1日発行

