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Sophie Dartigalongue Dervaux

世界が注目するウィーン・フィル初の
女性管楽器首席奏者

ソフィー・ダルティガロング
ファゴット・リサイタル

2019 年3 月9 日（土）14：00開演

高崎シティギャラリー 11/16 金

チケット発売日

友の会

インターネット
購入

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 BWV1013
サン＝サーンス：
バスーンとピアノのためのソナタ ほか

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。

©Benjamin Brinckmann

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
第 69 回高崎市小中学校連合音楽祭・抽選日
11/ ①9：10-11：55 ②12：50-15：40

1
木

無料
高崎市教育委員会学校教育課

第 55 回高崎商業高校吹奏楽部
定期演奏会
11/ 17：30-20：30

3
土・祝

一般 300 円（当日 500 円）高校生以下 300 円
高崎商業高等学校

℡. 027-361-7000

水

関係者
群馬県教育委員会

℡. 027-226-4645

第 24 回群馬県高等学校総合文化祭
吹奏楽専門部会
11/ 10：00-16：00
土

チケット
好評
発売中

第 543 回定期演奏会
18：45開演

4,100円

℡. 027-221-4188（実行委員会事務局）

日

火

土

500 円

高崎市民音楽連盟

日

無料
高崎税務署

ⓒYoshinobu Fukaya(aura)

℡ 027-322-4944

300 円

高崎商科大学附属高校

℡. 027-322-2827

水

関係者

高崎市等広域幼年女性防火委員会

℡. 027-324-2214

18：45開演

指定／ S 席 4,600円 A 席
B 席 3,600円
自由／ C 席 2,100 円

℡. 027-322-4711

高崎市等広域幼年消防クラブの
つどい
11/ 10：30-11：30

21

第 546 回定期演奏会

協賛：
指揮：大友直人（群響音楽監督）
ヴァイオリン：レジス・パスキエ＊
曲目：ベートーヴェン／
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品 61＊
ベルリオーズ／
幻想交響曲 作品 14

ⓒRowland Kirishima

℡. 090-4959-5193

第 33 回商大附属高校吹奏楽部
定期演奏会
11/ 13：30-16：00

18

第 545 回定期演奏会

18：45開演
指 揮：クリストフ・アルステット
ピアノ：小菅優＊
曲目：シューマン／
序曲、スケルツォと終曲 作品 52
ベートーヴェン／
ピアノ協奏曲 第 4 番 ト長調 作品 58＊
ドヴォルジャーク／
交響曲 第 7 番 ニ短調 作品 70 B.141

友の会

平成 30 年分年末調整説明会
11/ ①10：00-12：00 ②13：30-15：30

13

216/ 群馬交響楽団

316/ 群馬交響楽団

第 66 回高崎市民音楽祭
11/ 11：00-16：00

11

第 544 回定期演奏会

15：00 開演 デイタイム公演
指揮：大友直人（群響音楽監督）
ヴァイオリン：三浦文彰＊
曲目：ボロディン／
交響詩《中央アジアの草原にて》
プロコフィエフ／
ヴァイオリン協奏曲 第 2 番 ト短調 作品 63＊
チャイコフスキー／
交響曲 第 6 番 ロ短調 作品 74「悲愴」

土

無料
第 24 回群馬県高等学校総合文化祭実行委員会

027-322-4527

126/ 群馬交響楽団

友の会

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
公益財団法人 花王 芸術・科学財団
※未就学児の入場はご遠慮ください。

TEL

群響定期後期シーズン発売中

友の会

指揮：大友直人（群響音楽監督）
ソプラノ：中嶋彰子＊
メゾ・ソプラノ：金子美香＊
テノール：高柳 圭＊ 他
群馬交響楽団合唱団＊（合唱指揮：阿部 純）

〒370-0829 高崎市高松町 28 番地 2

1,932席

土

協賛：

指定／ S 席 4,600円 A 席
B 席 3,600円
自由／ C 席 2,100 円

金

10

土

曲目：芥川也寸志／交響管弦楽のための音楽
團 伊玖磨／管弦楽幻想曲《飛天繚乱》
黛 敏郞／饗宴
千住 明／オペラ「滝の白糸」から
＊
第 3 幕（台本 : 黛 まどか／演奏会形式）

群馬交響楽団高校音楽教室
11/ 14：00-15：30

7
9

ホール

1124/ 群馬交響楽団
友の会

℡. 027-321-1293

8：30 –17：15
11/5.12.19.26

群馬交響楽団移動音楽教室
11/ ①10：30-11：40 ②13：30-14：40

29
30
木

関係者
（公財）群馬交響楽団
℡. 027-322-4316

金

4,100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
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。
（10 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 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

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

11

関係者
群馬県年金受給者協会高崎支部

℡. 027-387-3086

金

日

群 天 星 一周年記念公演「かふーし」
む り

て ぃ ん

ぶ し

11/ 17：00-20：00

3
土・祝

完売
群 天 星（むりてぃんぶし）

火

日

16

℡. 027-254-6200

金

平成 30 年度 第 65 回高崎市学校保健大会
11/ 13：50-16：30

8
木

土

22

℡. 027-221-4188

木

23

関係者
一般社団法人高崎市長寿会連合会

℡. 027-381-8003

無料
琴城流大正琴

17

℡. 027-321-1294

土

金・祝

18

℡. 080-5438-2522

日

027-325-0681

全席自由 2,000円
ニューサンピア

℡. 027-353-1107

無料
ハーラウ ポーハク・ナプア

℡. 090-2144-4387

バレエコンサート イン オータム 2018
11/ 17：00-19：00

24

群馬琴桂会

℡. 090-5438-7694

土

無料
ワークアートスタジオ

℡. 027-373-0968

女性文化講座
11/ 13：00-15：00

25

無料
白ばらモダンダンスカンパニー

℡. 080-5493-8374

日

第 24 回高崎伝統民俗芸能祭り
11/ 12：30-16：45

無料
勝見流日本舞踊

TEL

第 16 回高崎フラフェスティバル 2018
11/ 10：00-16：30

モダンダンスフェスティバル
11/ 14：30-16：30

関係者
高崎市教育委員会健康教育課

第 17 回勝見流智之會 日本舞踊発表会
11/ 13：00-19：00

10

無料
群馬県高等学校文化連盟

琴城流大正琴 第 29 回きんけいのつどい
11/ 9：50-15：30

無料(入場券）
自由民主党 群馬県参議院選挙区第三支部

〒370-0065 高崎市末広町 23 番地 1

ファンファン×タケオ・リアル＆タカサキシティバンド
ジョイントコンサート～ in 音楽のある街 高崎
11/ 18：30-21：00

単位長寿会長・単位長寿会女性部長等
合同研修会
11/ 13：30-15：30

13

℡. 080-2253-1700

山本一太 政経セミナー＆ライブツアー 2018
11/ 18：00-20：00

4

701席

ホール

第 24 回群馬県高等学校総合文化祭郷土芸能専門部大会
11/ 13：00-16：00

会員の集い
11/ 13：00-16：00

2

8：30 –17：15
11/5.12.19.26

無料
高崎伝統民俗芸能祭り実行委員会
℡. 027-321-1203（高崎市文化課）

無料
ハクビ京都きもの学院群馬校

℡. 027-325-2634

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。
（10 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
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

EVENT INFORMATION

高崎

T A K A S A K I
N E W Y E A R
C O N C E R T

2019

コンサート

１月１日(火・祝)

13：30開演 群馬音楽センター

曲目
料金

鈴木秀美（指揮）/ 中江早希（ソプラノ）/ 三浦一馬（バンドネオン）
群馬交響楽団（管弦楽）
Ａ. ピアソラ / フーガと神秘
Ｊ. シュトラウスⅡ世 / ワルツ「春の声」ほか チケット 友の会
インターネット
全席指定 5,000 円（友の会 4,700 円 U-25 2,000 円） 好評発売中 購入 ©K.Miura

2019年

2月7日（木）

13：30 開演
群馬音楽センター
チケット
好評発売中

友の会

インターネット
購入

出演

大植英次（指揮）
セルゲイ・カスプロフ（ピアノ）
群馬交響楽団（管弦楽）

曲目

ラフマニノフ／
パガニーニの主題による狂詩曲
ムソルグスキー／
Ｒ・コルサコフ編：禿山の一夜
Ｒ.
コルサコフ編：禿山の一夜
ムソルグスキー／
ラヴェル編：展覧会の絵

全席指定
料金
全席指定
グループ
3,000
Ｓ席 4,000 円（友の会 3,700円、グルー
プ 3,000
円）円）
A 席 2,500 円（友の会 2,200円、グルー
グループ
1,500
円、U-25
プ 1,500
円、U-25
1,000円）
1,000円）
※グループ料金は、４枚以上まとめて購入した場合の１枚あたりの特別料金。
窓口のみでの取扱いです。

※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。

タクシーの
ご利用は

グループ券がおすすめ

《展覧会の絵》
2019年

出演

群馬交響楽団 平日午後公演

サクラ タクシーまで

©Kana Tarumi

0120-62-8665

EVENT INFORMATION

高崎シティギャラリーコアホール
ピアノ・リサイタル
11/ 14：00 開演
土・祝

完売
御礼

24

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

土

小栗上野介没後 150 年演奏・講演会
11/ 13：00-15：30
日

無料（事前申込）
小栗上野介顕彰会

℡. 027-378-4522

金

28
水

22/

土

関係者
高崎市スポーツ課

℡. 027-321-1296

2,000 円

石坂びんが

℡. 0277-51-3041

コアホール落語会
14：00開演

※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。

日

℡. 027-321-1297

月

火

水

コアホール公演 2018年度後期

12/8（土）14：00開演
ラケル・アンドゥエサ＆
ラ・ガラニア

チケット
好評
発売中

■

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

U-25 1,500円）

©Michal NOVAK

2/9（土）14：00開演
セルゲイ・カスプロフ

チケット
好評
発売中

■

ピアノ・リサイタル

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、フレドイ編／
禿山の一夜
ムソルグスキー／
展覧会の絵 ほか

U-25 1,500円）

©Kana Tarumi

チケット

ファゴット・リサイタル

無料
グループトト

℡. 090-7275-5759

入船亭扇遊

春風亭柳若

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 BWV1013 ほか

全席指定 3,000円
（友の会 2,700円

2,500 円

U-25 1,500円）

アトリエ・ミューズ

musematsumoto@yahoo.co.jp

前売 2,200 円 当日
えどばなし事業部

玉川太福

やなぎ南玉

※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

テレビ朝日系「報道ステーション」のオープニングテーマで話題！
N.Y. を拠点に世界で活躍する日本人ジャズメンによるスペシャル・ユニット

- 2nd Album "J-SquadⅡ"
Release Tour 2018 -

℡. 050-3595-9827

2018.12.7

金

19：00開演 18：30開場

友の会

出演：黒田卓也（トランペット）
インターネット
大林武司（ピアノ）
購入
中村恭士（ベース）
チケット
小川慶太（ドラムス）
好評発売中 馬場智章（テナーサックス）

関係者
公益財団法人母子衛生研究会

℡. 03-4334-1155

全席指定 4,500 円（友の会 4,200 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。

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。
（10 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）の駐車料金が 30 分迄ごとに 80 円（約半額）になります。
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）
入場方法

インターネット購入

2,500 円

母子保健指導者研修会
11/ 13：00-16：05

14

027-328-5050

11月16日金
3/9（土）14：00開演
発売
ソフィー・ダルティガロング

第二回 神田松鯉三遊亭圓馬二人会
「講談 VS 落語」
11/ 18：30-21：00

13

TEL

■

松本玲子エレクトーンコンサート
11/ 19：00-20：45

12

〒370-0829 高崎市高松町 35 番地1

全席指定 3,000円
（友の会 2,700円

無料
高崎市防犯・青少年課

プチコンサート2018
11/ 15：00-16：30

11

展示室 7室
ホール 324席

全席指定 3,000円
（友の会 2,700円

日本の話芸の妙を愉しむ

出演：入船亭扇遊（落語）
春風亭柳若（落語）
インターネット
購入
やなぎ南玉（曲独楽）
玉川太福（浪曲）
チケット
11月16日金
三遊亭ぐんま（落語）
発売
全席指定 2,500 円
（友 の 会 2,200 円 U-25 1,500 円）
友の会

第 28 回高崎市青少年健全育成大会
11/ 13：00-15：30

10 -

℡. 090-8300-3565

11/ 13：30-16：30

土

いしざかびんが
ギター弾き語りの夕べ
11/ 18：30-20：20

9

無料
あかみ音楽教室

JOC スポーツと環境・地域セミナー
©Marco Borggreve

4

8：30 –17：15

第 24 回あかみ音楽教室発表会
「クリスマス・コンサート」
11/ 13：30-16：00

ファジル・サイ

3

窓口受付時間

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

EVENT INFORMATION
高崎市高松町
番地
370-0829高崎市高松町
〒〒
370-0829
3535番地
11

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

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。

11/1（木）－11/7（水）

第 1 展示室・予備室

（公開2日～7日）

小栗上野介没後150年企画展示

スカルプトゥーラ 21th

第 2 展示室

第3回ＭＯＡ美術館高崎児童作品展

11/8（木）－11/14 （水）
第 1・2 展示室・予備室
第 3・4 展示室

（公開2日～6日）

ＭＯＡ美術館高崎児童作品展実行委員会 ℡ 027-326-3711

第25回高崎市・高崎茶道会 合同茶会
第20回作品展

℡ 090-3540-2947

藤重朋紀 ℡ 027-233-4650

（公開2日～7日）

能面の展示

第 6 展示室

スカルプトゥーラ

（公開2日～7日）

藤重朋紀写真展 上州の
『四季』

第 3 展示室
第 4・5 展示室

小栗上野介顕彰会 ℡ 027-378-4522

（公開2日～7日）

面清会 ℡ 090-3211-8863

（公開11日）

高崎市文化課 ℡ 027-321-1203

（公開8 日～14日）

群馬県退職校長会高崎支部 ℡ 027-346-4814

Toshiko Dry Art インテリアフラワー作品展
「花浪漫～ｈａｎａｒｏｍａｎ」

（公開9 日～14日）

第10回写団あかつき写真展

（公開9 日～14日）

高校美術・書道教員展

（公開23日～28 日）

高校美術・書道教員展 ℡ 027-347-4727

川久保紀子フラワースクール作品展 vol.3
～Ｔｈｅ Christmas Flower～

（公開23日～27日）

花扇 ℡ 027-327-0991

第 4 展示室

絵画展

（公開23日～28 日）

斗南美術協会 ℡ 027-252-1709

第 5 展示室

第十九回佐藤文恵子氣功書画個展

第 6 展示室

新高崎支部盆栽展

（公開23日～25日）

日本盆栽協会新高崎支部 ℡ 027-323-8982

第43回群馬県刻字展

（公開30 日～12 月5日）

第 2 展示室

WAKU MATSUMOTO WEALTH ART
「変革と成長の41年」<松本和久展>

（公開12 月1日～5日）

第 3 展示室

町田譽曽彦 絵画教室展

第 4 展示室

写真展

第 6 展示室

日本画府群馬支部展

第 5 展示室
第 6 展示室

11/22（木）－11/28 （水）
第 1 展示室・予備室
第 2 展示室
第 3 展示室

予備室

京陶会 ℡ 027-326-2882

（公開23日～28 日）

㈲ケーアイトレーディング ℡ 027-352-8987

㈱上毛新聞社 ℡ 027-254-9955
松本和久 ℡ 080-5508-4606

（公開29 日～12 月5日） 高崎カルチャーセンター油絵パステル教室 ℡ 027-361-2411
（公開30 日～12 月5日）

写友「昴」 ℡ 027-343-8600

（公開29 日～12 月5日）

日本画府群馬支部 ℡ 027-352-1524

（公開30 日～12 月4日）

佐藤 烓
（けい） 陶芸教室展

℡ 0274-64-0980

写団あかつき ℡ 027-322-9382

（公開22日～28 日）

京陶会第6回陶芸作品展

11/29（木）－12/5 （水）
第 1 展示室

Toshiko Dry Art

佐藤烓陶芸教室 ℡ 027-378-4108

※11/15
（木）
～11/21
（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
11/2（金）－11/30（金）
月・火・水・金
土・日

11/11
（日）

上

映

時

〈いずれも入場無料〉上映時間内に自由に出入りできます。

間

11：00 12：00 13：00 14：00
10：00 12：00 14：00
11：00 12：00 13：00 14：00

プ

ロ

グ

ラ

「日本絵画の聖と俗」、「絵画の世界」より

ム
洛中洛外図～上杉本～、鳥獣戯画他

「みすゞ」
☆特別上映☆「利休の茶」

※プログラム等は、都合により変更することがあります。 ※11月1日(木)、8日(木)、15日(木)～22日(木)、29(木)は、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 12/2（日）
観覧料 一般

〒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：11/5・12・19・26

没後 50 年
山口薫先生からきみたちへ

円 大高生 300
円
500（400）
（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。

著名人ギャラリートーク

「先生・山口薫―やるったら、やらなきゃいけないよ」11/ 18（日）14：00 ～
講師：大津英敏（画家） 会場：高崎市美術館展示室
申込不要、美術館観覧料が必要です。

対話鑑賞イベント

「金曜夜はおしゃべりミュージアム」11/ 16（金）18：30 ～
会場：高崎市美術館展示室 定員：先着 15 名
申込不要、美術館観覧料が必要です。

《ノートルダァム》1954 年（群馬県立近代美術館蔵）

11/10（土）ー 2019 年 1/20（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

■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：11/1～9・12・19・26

企画展 長野県信濃美術館名品展

※期間中、一部展示替えを行います。

観覧料 一般

円 大・高生 300
円
500（400）
（250）

作品解説会

11/10（日）、11/25（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。

池上秀畝《秋雨》1932 年 展示期間

11/10 ～12/9

EVENT INFORMATION

榛名文化会館
窓口受付時間

8：30 –17：15

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

吉井文化会館
窓口受付時間

EVENT INFORMATION

箕郷文化会館

月・火曜休館
大ホール 507席

8：30 –17：15

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

〒370-2132 高崎市吉井町吉井285番地2

〒370-3102 高崎市箕郷町生原 922番地1

TEL

TEL

TEL

027-374-5001

11/

風岡未耶ピアノリサイタル

10 14：00
土

開演

10：00-15：00

11/

明日の名人候補が吉井に集合

土

出演：風岡未耶
曲目：ラフマニノフ /
ピアノソナタ第 2 番
変ロ短調 op.36
ショパン /
ノクターン op.9-2
バラード第１番ト短調 op.23
入場無料（要整理券）

℡. 027-387-3134

17
18

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

℡. 027-371-2487

11/ 第 33 回アリスミュージック発表会

24 12：30-16：30

リサイタル実行委員会

新町文化ホール

月・火曜休館
ホール 489席

8：30 –17：15
〒370-1301 高崎市新町 3190 番地1
TEL 0274-42-9133
窓口受付時間

15：00開演

出演：米国空軍太平洋音楽隊
パシフィック・ショーケース
曲目：未定
入場無料（要整理券）

11/

秋の新町。心にしみ入る日本の歌曲

11 14：00

（お申込方法は 11 月 1 日号の広報高崎をご覧ください。）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

懐かしい日本のしらべ
開演

日

友の会

チケット
好評
発売中

℡. 027-372-3577

11/ 群馬町和太鼓会

30 周年記念演奏会
25 結成
13：00-17：00
日

18

日

友の会

出演：天田美佐子（メゾソプラノ）
中島章恵（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

チケット
好評
発売中

日

入場方法
入場料

11/ 第 32 回 新町芸能発表会

25

友の会 友の会ポイント対象

インターネット購入

日

インターネット購入対象

9：30-16：30

無料
高崎市文化協会新町支部

バンドの生演奏に合わせ、名曲の数々を、
みんなで楽しく歌いましょう

箕郷うたごえ広場
14：00開演

出演：サロンなかのうたごえの会 ほか
曲目：なごり雪、赤いスイートピー、
青春の城下町 ほか

500円

※未就学児の入場はご遠慮ください。

224/ 高崎市民演劇第９回公演

終活をテーマにした、楽しくかつ
ちょっぴりほろっとするお芝居です

日

13：00-17：00

℡. 0274-42-9133

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。
（10 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。

℡. 090-7283-0031

全席自由

ハーモニーin新町「第 18 回ふれあいコンサート」
無料
ふれあいコンサート実行委員会

無料
群馬町和太鼓会

1216/

※未就学児の入場はご遠慮ください。

11/

無料
アリスミュージック

土

林家つる子

EVENT INFORMATION

米国空軍太平洋音楽隊－
アジア演奏会

無料
社会福祉法人はるな郷

日

1,000 円

※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

米国空軍のジャズを専門とする、
プロミュージシャンの演奏をお楽しみください

17 日 13：00-16：00 作品展（集会室）
18 日 10：00-16：00 作品展（集会室）
13：00-16：00 発表会（ホール）

土

発売中

笑福亭里光（真打）

土

11/ 第 26 回はるな郷文化祭

開演

全席自由

℡. 027-371-3009

日

友の会

18：30-19：45
1,000 円

無料
高崎市文化協会箕郷支部

土

18 よしい演芸館秋公演
14：00
日

4 日 11：00-17：00（発表の部）
10 日 9：00-17：00（展示の部）
11 日 9：00-16：00（展示の部）

日

℡. 090-9234-9352

1/
26

4
10
11

無料
吉井秋まつり実行委員会

日

11/ 清水彩夏ピアノリサイタル2018
木

10
11

027-371-7211

11/ 第 49 回箕郷地域総合文化祭

11/ 吉井秋まつり芸能発表会

※未就学児の入場はご遠慮ください。

22

027-387-3211

友の会
チケット
11月22 日木
発売

今、輝くのよ私たち

～千代ばあちゃんの終活日記Ⅱ～
14：00開演

出演：概ね 60 歳以上の公募市民
全席指定 500円
※3 歳以上有料

（3

歳未満でも席が必要で
あれば有料

）

℡. 0274-42-9133

開催中 ー 11/25（日）

企画展

〒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）
■休園日：11/5・12・19・26
■入園料：無料

絞り染め技術の伝承

－秋田県立博物館の取り組み－
入館料 一般

円
200（160）

会場 染色工芸館

大高生 150
円
（120）

※
（ ）
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。

■絞り割引

本展会期中に「絞り染め」の服やスカーフなどを身に付けて来館された方は、入館料が団体割引料金になります。

11/27（火）～ 28（水）は、展示替のため休館いたします。園内の散策をお楽しみください。

〒370-0862 高崎市片岡町 3-23-5

常設
展示

Tel 027-321-0077

■開館時間は10：00 ～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：11/5・12・19・26

観覧料

《三浦地に椿模様浴衣》宮本康男
展示期間：10月30日～11月25日

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。

〈地平線〉ペン・クレヨン・紙

開 館 時 間
今月の休館日

高崎市少年科学館
■子ども向け番組

学習・団体（午前中） 14：00 15：30

火～金

土・日・祝日 11：00 13：30 14：45 16：00

個人

310円

250円

小・中学生

150円

120円

秋番組は、季節の星座解説とこの秋ならで
はの４つの魅力的な短編物語で構成されてい
ます。
●ギリシャ神話の世界へ
●月～めぐる想い
●火星～家族の物語
●小惑星探査機はやぶさ２ ここだけの話
澄み切った秋の夜空、あなたは
どんな想いで宇宙を見上げますか？

ポケットモンスター サン＆ムーン プラネタリウム

パソコン教室「年賀状づくり」

投映期間：投映中～11月11日
（日）

クリスマス特別番組
（冬の星座解説を含む約40分）

クリスマスファンタジー

2018

星と音楽の夕べ

ザ・ファシネイションズ クリスマス Jazzコンサート
Jazz とプラネタリウムがコラボレート！

■出演：ザ・ファシネイションズ
■日時：12 月 8 日（土）
インターネット
19：00 開演
10月27日土
■場所：プラネタリウムホール
発売
■料金：一般 1,500 円
小・中学生 500 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

■日時：11月3日（土・祝）～11月29 日（木）
■対象：どなたでも
■入場：無料
■場所：2 階展示フロア

室

モーツァルトピアノ・ソナタ
全曲演奏会
10/27(土)・28(日) 前橋テルサ

Maebashi Performing Art Festival 2018-19

ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー
年忘れ前橋寄席２０１８ 「く
るみ割り人形」全三幕 エピローグ付
12/2 日

開演 14:00

大ホール

（観光大使）三遊亭円楽 立川談之助 三遊亭竜楽
（賛助出演）三遊亭好楽
全席指定

全公演15：00開演
全席自由（各公演）
：1,500円
高校生以下：500円

チケット発売中

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。
（シニア教室は氏名・住所・電話番号を記入してください）
※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。

まえばし観光大使落語会

3,500円

11/11(日) 大ホール

9：00 ～17：00

科学工作教室・パソコン教室の申し込み

前橋市Presents 舞台芸術祭2018-19

ピアノ・リサイタル（全5回）

■日時：11月22日（木） 9：30 ～12：00
■内容：年賀状を作る。
■対象：おおむね60 歳以上の方
■定員：10人
■費用：無料
■締切：11月7日（水）

秋の特別展「科学捜査展 ＃ＳＥＡＳＯＮ２」

■日時：11月9 日（金）19：00 ～
※季節によって開始時間が変わります。ご注意下さい。
■プラネタリウムホール前にて30 分前から受付します。
■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。

菊池洋子

■日時：①11月17日（土） ②12 月2日（日） 各日9：30 ～12：00
■内容：年賀状を作る。
■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：①11月7日（水） ②11月22日（木）

シニアパソコン教室「年賀状づくり」

投映期間：11月17日
（土）～12月28日
（金）

Mozart project in maebashi

（火）
～16（金）
は番組入れ替えのため投映はありません。
※11/13
（土）
以降はクリスマス特別番組のみの投映です。
※11/17
子ども向け・一般番組から選ぶことができます
（要予約）
。
※団体投映は、
※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。

■日時：12 月1日（土） 9：30 ～12：00
■内容：ダンボールと木と弦を使って
一弦ギターを作る。
■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：11月22日（木）

子ども向け番組
（季節の星座解説を含む約35分）

秋の天体を見よう

027-321-0323

おもしろ科学工作教室「一弦ギターを作ろう」

（日）
投映期間：投映中～11月11日

教

TEL

■日時：11月18 日（日） 9：30 ～12：00
■内容：雪のようにマリンスノーが
ゆっくり舞い落ちる海底を再現する。
■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：11月7日（水）

星空短編集 秋の夜長に宇宙を想う

文

〒370-0065 高崎市末広町 23 番地 1

科学工作教室「マリン・ドームを作ろう」

一般番組
（秋の星座解説を含む約40分）

天

団体

（20 人以上）

一般

プラネタリウム

☆お知らせ☆

■一般番組

プラネタリウム投映時間 ■■クリスマス特別番組（11/17㈯以降） 観 覧 料

9：00 –17：00
11/5.12.19.26

2019年 2/3 日 世界で一番美しく、
開演 16:00

大ホール

SS席10,000円 S席9,000円
A席 7,000円 B席6,000円
C席 5,000円 D席4,000円
E席 3,000円 F席2,000円
高校生以下4,500円（対象S,A,B,C）

可愛く、華やか！

ペア・親子ペア券あり
ⓒYuji Hori

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

SPORTS INFORMATION
〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18

TEL 027-329-5447

11/23（金・祝）

2018体操男子個人総合
スーパーファイナル

NHK杯順位上位12名及び協会推薦選手が出場予定
BS日テレで放送予定

11/24（土）
・25（日）

第７２回全日本体操
団体選手権

男女各16チームが出場し、
日本一のチームを決める大会
BS日テレで放送予定

スポーツ教室
会場名

教室名

期

間

曜日

コース

参加料

第3期シェイプアップエアロビクス

1/15～3/19

火

午前コース10：30 ～11：40

浜 川 第3期木曜ストレッチ
体育館
第1期浜体ボクシングエクササイズ

1/10～3/14

木

午後コース13：30 ～15：00

1/10～3/14

木

夜間コース19：30 ～20：30

1/11～3/22

金

午後コース13：30 ～15：00

1/8～2/15

火
・
金

午 前 コ ース 初級Ｂ、中 級 10：15～11：45
午後Aコース わかば、初級Ａ 12：00～13：30
午後Bコース 初級Ｂ、中 級 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 （平泳ぎ・バタフライの習得）

第3期アクアビクス

12/12～3/13

水

第3期水中ウォーキング

12/13～3/14

木

1/11～3/1

金

第3期金曜ストレッチ

第5期 水泳教室

浜 川
プール

第5期 夜間水泳教室

午前コース
夜間コース
午前コース
夜間コース

定

夜間コース19：20 ～20：30

190人

3,000 円
（計10 回）

10：15 ～11：15 午後コース 13：00 ～14：00
19：00 ～20：00
11：00 ～12：00 午後コース 14：00 ～15：00
19：00 ～20：00

員

午前の部120人
夜間の部70人

申込期間

11/15（木）～
11/30（金）
11/1（木）～
11/15（木）

150人
140人

11/15（木）～
11/30（金）

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

11/ 15（木）～
11/30（金）

2,000 円
（計12 回）※

各コース

1,500 円
（計 8 回）※

初級Ａ
初級Ｂ
中 級

19：00 ～20：30

35人

11/1（木）～
11/15（木）

15人
15人
15人

11/15（木）～
11/30（金）

あて先
・
問い合わせ先

■浜 川 体 育 館
■浜 川 プ ー ル

〒370-0081 高崎市浜川町1487番地 ℡027-344-1551
〒370-0081 高崎市浜川町1575番地1 ℡027-344-5511

●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。

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）

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。
●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。

トレーニングルーム

申込方法

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）

温水プール

※プール入場料が毎回別途大人410円必要となります。

ワンポイントアドバイス

11月15日、22日、29日
（各木曜日）
15:05～15:55
■「クロールの呼吸がうまくできない」
「平泳ぎのキックができない」等、
水泳や水中ウォーキングの疑問・悩みをアドバイスし、解決していきます。

たのしくエアロ

11月6日、
13日、20日、27日
（各火曜日）
13:30～14:30

はじめてのヨガ

11月1日、8日、
15日、22日、29日
（各木曜日）
13:30～14:30

※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11月1日発行

