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Takasaki Foundation -Event Information

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  
2/4.12.18.25 ホール 1,932席

TEL 027-322-4527
高崎市高松町28番地2370-0829〒

土

群馬交響楽団
第 回定期演奏会545

協賛：
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

16
2/

18：45開演

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。（1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

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 ☎

17
2/

080-3021-3369

16：00-19：00

高崎経済大学直属応援団附属吹奏楽部
℡.

高崎経済大学直属応援団附属
吹奏楽部第 38回定期演奏会

日

500円

26
2/

027-326-0131

18：30-20：40

ＮＴＴ東日本群馬支店
℡.

第 23回ＮＴＴ東日本群馬支店
チャリティ群響スプリングコンサート

火

無料（要事前応募）

9
2/

03-5428-8793

11：30-20：00（両日）

シブヤテレビジョン
℡.

大ナナイト
～TAKASAKI club FLEEZ 15th ANNIVERSARY～

土

10
日

6,000円（当日 6,500円）

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。

土

群馬交響楽団
第 回定期演奏会546

友の会

16
3/

18：45開演
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

土

群響第 回定期演奏会547
友の会

13
4/

18：45開演
指揮：小林研一郎
　　　（群響ミュージック・アドバイザー）
ピアノ：清水和音

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

高崎シティギャラリー
14：00開演 3月9日（土）

友の会残席
わずか インターネット

購入

やさしいクラシック音楽会やさしいクラシック音楽会やさしいクラシック音楽会やさしいクラシック音楽会

ソフィー・ダルティガロングソフィー・ダルティガロング
ファゴット・リサイタルファゴット・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 BWV1013　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。 

第一部　バッハ／G線上のアリア
　　　　メンデルスゾーン／序曲《フィンガルの洞窟》
　　　　ワーグナー／歌劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》から第一幕への前奏曲
第二部　モーツァルト／交響曲第 41 番「ジュピター」

【主催】高崎市　群馬県　公益財団法人群馬県教育文化事業団
©深谷義宣 aura.Y2©深谷義宣 aura.Y2

全席指定　一般 1,500 円　学生 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
全席指定　一般 1,500 円　学生 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

出演　中田延亮（指揮・お話）
　　　群馬交響楽団（管弦楽）
出演　中田延亮（指揮・お話）
　　　群馬交響楽団（管弦楽）

榛名文化会館榛名文化会館 友の会チケット
好評発売中

2
2/

027-254-9955( 上毛新聞事業局 )

13：30-17：00

上毛新聞社・県高校ストリートダンス部協会
℡.

第 7回上毛新聞社杯ダンスコンテスト

土

1,500円（当日 2,000円）

3
2/

042-306-9097

10：00-11：35

エイコウシャ
℡.

子供アニメ映画会

日

900円

木

群馬交響楽団
平日午後公演《展覧会の絵》

　　　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
　　　　　　ムソルグスキー（ラヴェル編）／
　　　　　　展覧会の絵
全席指定
　　　S席 4,000円
　　　（友の会 3,700 円・グループ 3,000 円）
　　　A席 2,500円
　　　（友の会 2,200 円・グループ 1,500 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。
※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。 

7
2/

13：30開演

©Kana Tarumi©Kana Tarumi

日 タカサキダンス
フェスティバル 2019

ゲスト：GENDAI
審査員：だーよし（TRIQSTAR）
　　　　いとうまゆ、石川愛
M     C：MC  MORIYA
観覧無料（観覧者多数の場合は入場を制限する
　　　　　場合があります）
問合せ　027-321-1203（高崎市文化課）

24
2/

13：00開演

個性あふれるパフォーマンスをステージで
披露するオールジャンルのダンスイベント！

第42回県民芸術祭参加事業
県民音楽のひろば

群馬交響楽団　2019前期シーズン定期演奏会
2/1（金）チケット発売開始

027-322-4944℡

～ドイツ・オーストリアの名曲で綴る交響楽の歴史入門～

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

14：00開演 3月3日（日）

友の会
インターネット
購入
チケット
好評
発売中

土
友の会

25
5/

指揮：高関健（群響名誉指揮者）

群響第 回定期演奏会548
18：45開演

土

友の会

13
7/
　　　指揮：小林研一郎
　　　　　　（群響ミュージック・アドバイザー）
　　　ヴァイオリン：木嶋真優

群響第 回定期演奏会550
18：45開演

日

友の会

1
9/

指揮：大井剛史
ソプラノ：北原瑠美
メゾソプラノ：山下牧子 
テノール：望月哲也
バリトン：青山貴

群響第 回定期演奏会551
18：45開演

土

友の会

22
6/
　　　指揮：円光寺雅彦
　　　フルート：高木綾子

群響第 回定期演奏会549
18：45開演

※U-18（18歳以下）の方は一回券の料金が半額となります。
　（A、B、C席）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

027-322-4944℡

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。
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指揮：クリストフ・アルステット
ピアノ：小菅優＊
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　　　　交響曲 第 7番 ニ短調 作品 70 B.141　

友の会

16
2/

18：45開演

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。（1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。
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友の会

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。
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2/
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高崎経済大学直属応援団附属
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日

500円
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2/
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℡.
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9
2/
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11：30-20：00（両日）
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土

10
日

6,000円（当日 6,500円）
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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。

土

群馬交響楽団
第 回定期演奏会546

友の会

16
3/

18：45開演
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

土

群響第 回定期演奏会547
友の会

13
4/

18：45開演
指揮：小林研一郎
　　　（群響ミュージック・アドバイザー）
ピアノ：清水和音

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

高崎シティギャラリー
14：00開演 3月9日（土）

友の会残席
わずか インターネット

購入

やさしいクラシック音楽会やさしいクラシック音楽会やさしいクラシック音楽会やさしいクラシック音楽会
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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　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。 

第一部　バッハ／G線上のアリア
　　　　メンデルスゾーン／序曲《フィンガルの洞窟》
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第二部　モーツァルト／交響曲第 41 番「ジュピター」

【主催】高崎市　群馬県　公益財団法人群馬県教育文化事業団
©深谷義宣 aura.Y2©深谷義宣 aura.Y2

全席指定　一般 1,500 円　学生 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
全席指定　一般 1,500 円　学生 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

出演　中田延亮（指揮・お話）
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　　　群馬交響楽団（管弦楽）

榛名文化会館榛名文化会館 友の会チケット
好評発売中

2
2/

027-254-9955( 上毛新聞事業局 )

13：30-17：00

上毛新聞社・県高校ストリートダンス部協会
℡.

第 7回上毛新聞社杯ダンスコンテスト

土

1,500円（当日 2,000円）

3
2/

042-306-9097

10：00-11：35

エイコウシャ
℡.

子供アニメ映画会

日

900円

木

群馬交響楽団
平日午後公演《展覧会の絵》

　　　出演：大植英次（指揮）
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　　　　　　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
　　　　　　ムソルグスキー（ラヴェル編）／
　　　　　　展覧会の絵
全席指定
　　　S席 4,000円
　　　（友の会 3,700 円・グループ 3,000 円）
　　　A席 2,500円
　　　（友の会 2,200 円・グループ 1,500 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。
※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。 

7
2/
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©Kana Tarumi©Kana Tarumi
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2/1（金）チケット発売開始
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～ドイツ・オーストリアの名曲で綴る交響楽の歴史入門～

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

14：00開演 3月3日（日）

友の会
インターネット
購入
チケット
好評
発売中

土
友の会

25
5/

指揮：高関健（群響名誉指揮者）

群響第 回定期演奏会548
18：45開演

土

友の会

13
7/
　　　指揮：小林研一郎
　　　　　　（群響ミュージック・アドバイザー）
　　　ヴァイオリン：木嶋真優

群響第 回定期演奏会550
18：45開演

日

友の会

1
9/

指揮：大井剛史
ソプラノ：北原瑠美
メゾソプラノ：山下牧子 
テノール：望月哲也
バリトン：青山貴

群響第 回定期演奏会551
18：45開演

土

友の会

22
6/
　　　指揮：円光寺雅彦
　　　フルート：高木綾子

群響第 回定期演奏会549
18：45開演

※U-18（18歳以下）の方は一回券の料金が半額となります。
　（A、B、C席）
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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）
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入場方法 入場料 インターネット購入対象インターネット購入友の会ポイント対象友の会

タクシーの
　ご利用は 0120-62-8665サクラタクシーまで

平成31年2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 2/4.12.18.25

8：30–17：15

※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。

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。

〒370-0846　高崎市下和田町4-1-18　TEL 027-329-5447

高崎市問屋町4-8-8（高崎交通会館横）
TEL  027-361-0098

サンライフ高崎

■各室の利用の場合は3ヶ月
　前から予約できます。　
■トレーニング室は、当日の
　申込みで利用できます。

【施設】
講習室・会議室・クラブ室・
和室・トレーニング室
（トレーニング及び卓球）
【開館時間】
9：00～21：00
（日・祝日は17：00まで）
【トレーニング室利用料金】
6ヶ月利用/2,050円
当日利用/200円

ご利用案内

たのしく
エアロ

2月5日、19日、26日（各火曜日）
13:30～14:30
音楽に合わせて基本動作のレベルで身体を動かす有酸素運動
です。運動神経のない初心者から少し体力のある初心者を対
象とするプログラムです。

はじめての
ヨガ

2月7日、14日、21日、28日（各木曜日）
13:30～14:30
ヨガをしたことがないなど、初心者を対象としたヨガ教室です。
誰でも出来るような簡単なポーズをとることにより、身体を整
えるとともに心のリフレッシュを行うプログラムです

ワンポイント
アドバイス

2月7日、14日、21日、28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。
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【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。

〔小ホール〕 2/22（金）～24（日）
全日本新体操チャイルド選手権

チケット情報
指定席1,000円　自由席1,000円
1月25日（金）より「高崎アリーナ事務室」、「チケットぴあ」、「e+」
「ローソンチケット」にて販売

全国のクラブに所属する小学生の№１を決定する大会で、過去の大会に
出場した選手たちが、現在の日本代表選手やトップレベルの選手になって
います。小学生新体操競技国内最高レベルの演技をご覧いただけます。

SPORTS INFORMATION
高崎安中地域文化フェスティバル

027-321-1203（高崎市文化課）
3

10：00-16：30
無料
高崎市文化協会
℡.日

2/

新次元 琴空間へようこそ
第3回群馬大正琴友の会県大会

027-373-8253
9

12：30-16：30
1,000円
群馬大正琴友の会
℡.土

2/

高崎ユネスコ協会児童画・作文合同表彰式

027-321-1297
24

2/ 9：30-11：40
関係者
高崎ユネスコ協会　

日 ℡.

青山繁晴氏 講演会 「祖国は甦る」

090-2636-9763
10

16：00-17：30
前売2,000円 当日2,500円
高崎青年会議所 OB会「学び場」
℡.日

2/

第41回 たかさき市民福祉大会

027-370-8855
16
2/ 13：30-16：00

整理券
高崎市社会福祉協議会

土 ℡.

高崎演劇鑑賞会 第383回例会
だるま座 「煙が目にしみる」

027-323-0955
22

2/ 18：30-20：30
会員
高崎演劇鑑賞会

金 ℡.

野ばら会 30周年記念演奏会

027-323-1117
17
2/ 13：30-16：00

1,000円
野ばら会　

日 ℡.

群馬銀行 冬の資産運用セミナー

027-254-9328
20

2/ 13：30-16：00
無料
群馬銀行資産形成サポート部

水 ℡.

高崎マンドリン合奏団第 36回定期演奏会

027-385-9186
23

2/ 14：00-16：00
500円
高崎マンドリン合奏団

土 ℡.

フルート・オーボエ室内楽発表会

090-9100-0086
24

2/ 13：30-16：30
無料
高崎フルート・オーボエ教室　

日 ℡.

全席指定　　Ｓ席 4,000 円（友の会 3,700 円）※昼の部 S 席 完売
　　　　　　A席 3,000 円（友の会 2,700 円、U-25 1,000 円）
昼夜通し券　A席 4,000 円（友の会 3,700 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。※昼夜通し券は窓口のみでの取扱いです。（電話予約・郵送可）
※字幕付き（席によっては字幕が見づらい場合があります。）

昼の部13：30開演
夜の部18：00開演3月14日（木）

人形浄瑠璃文 楽
友の会チケット

好評発売中 インターネット
購入

演目　【昼の部】

　　　「義経千本桜」椎の木の段

　　　「義経千本桜」すしやの段

よしつねせんぼんざくら しい　　　き

よしつねせんぼんざくら

　　　【夜の部】

　　　「義経千本桜」道行初音旅

　　　「新版歌祭文」野崎村の段

よしつねせんぼんざくら みちゆきはつねのたび

しんぱんうたざいもん の  ざき むら

写真：青木信二写真：青木信二

特別大賞

最 優 秀 作 品 賞
最 優 秀 監 督 賞
最 優 秀 監 督 賞
最優秀主演女優賞
最優秀主演女優賞
最優秀主演男優賞
最優秀助演女優賞
最優秀助演男優賞
最優秀新進女優賞
最優秀新進男優賞
最優秀新人女優賞
最優秀新人女優賞
新進監督グランプリ
新進監督グランプリ
ホリゾント賞

『 斬 、 』
瀬 々 敬 久 監 督
濱 口 竜 介 監 督
原 日 出 子
趣 里
池 松 壮 亮
韓英恵『菊とギロチン』
東出昌大『菊とギロチン』
木竜麻生『鈴木家の嘘』
寛一郎『菊とギロチン』
南沙良『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』
蒔田彩珠『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』
野尻克己監督『鈴木家の嘘』
春本雄二郎監督『かぞくへ』
『沖縄スパイ戦史』 三上智恵監督×大矢英代監督

『菊とギロチン』
『寝ても覚めても』
『鈴木家の嘘』
『生きてるだけで、愛。』
『斬、』

大林宣彦監督
スタッフ・キャスト一同
塚本晋也監督
スタッフ・キャスト一同

『花筐/HANAGATAMI』第33回
高崎
映画祭

詳細については、
次号にてお知らせ
いたします。

高崎映画祭事務局
Tel.027-388-9649
takasakifilmfes.jp

2019.3.23㈯
▶▶▶▶ 4.7㈰

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。（1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10：00～17：00（入館は16：30まで）
■休館日：2/1・4・12・18・25

〒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）
■休館日：2/1・4・12・18・25

〒370-0841 高崎市栄町3番23号 高崎タワー21（入口4F）
Tel 027-330-3773

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。

観覧料　一般 600（500）円　大・高生 300（250）円

モダンデザインが結ぶ暮らしの夢
生活デザインの原点をめぐる5つの可能性

高崎市美術館シリーズ講座てつがく堂「空間×生活=デザイン」
日時：2/24(日 ) 14：00～
講師：鈴木敏彦 (工学院大学教授 )　
場所：高崎市南公民館　＊参加無料
＊お申込：2/2( 土 )午前 10時より高崎市美術館にて電話受付します(027-324-6125)
＊トーク終了後、美術館敷地内旧井上房一郎邸で、講師と参加者の交流イベント「茶話」があります
　(展覧会観覧+茶話は要観覧料 )
＊定員 80名

観覧料　一般 500（400）円　 大・高生 300（250）円

作品解説会　 2/2（土）、17（日）14：00～

コンサートと松尾敏男のエッセー朗読
日時：2/23( 土 ) 14：00～
出演：ピアノ・松尾由佳（松尾敏男長女）、朗読・田井中将希（俳優）　

※（　）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。

松尾敏男 展

2/7 2/13－ （水）（木）

高崎市小・中・特別支援学校「ゆうあい教育作品展」 ℡ 027-373-9195（桜山小）高崎市ゆうあい教育主任会（公開8日～13日）第１展示室

平成30年度群馬大学教育学部美術専攻卒業制作展 ℡ 027-220-7311群馬大学教育学部美術教育講座（公開8日～13日）第 2展示室

こどものアトリエ展 ℡ 090-5541-7679こどものアトリエ（公開9日～11日）第 3展示室

奈良時代を想い「多胡郡展」 ℡ 027-323-4122鈴木 龍峰（公開8日～11日）第 6展示室

社会福祉法人大平台会 陶芸教室 作品展 ℡ 027-323-0153大平台会陶芸教室（公開7日～13日）第 4展示室

2/14 2/20－ （水）（木）

第16回曜生水墨画会展 ℡ 027-326-5117曜生水墨画会（公開15日～20日）第１展示室・予備室

朝日フォトコン2018・第4回朝日中学生高校生フォトコン展示会　 ℡ 027-221-1435群馬県朝日新聞グループ会（公開15日～17日）第 2展示室

第5回CGアニメーションコース作品展 ℡ 027-253-5596クラーク記念国際高等学校前橋キャンパス（公開15日～18日）第 3展示室

第30回三原色のラプソディ展 ℡ 027-361-4012キミ子方式を楽しむ会in高崎（公開15日～17日）第 6展示室

絵画展 ℡ 027-252-1709斗南美術協会（公開15日～20日）第 4展示室

2/21 2/27－ （水）（木）

群馬県立女子大学実技ゼミ卒業修了制作展 2019 ℡ 0270-65-8511群馬県立女子大学文学部美学美術史学科実技ゼミ（公開22日～27日）第１展示室

中央工科デザイン専門学校卒業制作展 ℡ 027-255-3544中央工科デザイン専門学校（公開22日～27日）第 2展示室

写真展 “小さき花 そのいのち輝いて” ℡ 080-5186-3322片貝 好昭（公開22日～27日）第 3展示室

サンライフ高崎写真愛好会 第20回写真展 ℡ 027-344-1318サンライフ高崎写真愛好会（公開22日～27日）第 6展示室

村上鬼城俳画協会展 ℡ 090-4526-5599村上鬼城俳画協会（公開22日～27日）第 4展示室

※2/28（木）～3/6（水）は保守点検のため、催し物はありません。

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。（1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。

インターネット購入対象インターネット購入
入場方法 友の会ポイント対象友の会入場料

朝日フォトフェス

17
2/ 13：00-16：30

無料
群馬県朝日新聞グループ会

日 027-221-1435℡.

大原学園高崎校
第2回卒業記念発表会

23
2/ 13：30-15：30

無料
大原学園高崎校

土 027-325-1280℡.

愛と希望のコンサートvol.5

21
2/ 19：00-21：15

前売 3,500円 当日 4,000円
感謝の会

木 090-1129-5491℡.

ウィンターコンサート（公開例会）

25
2/ 14：00-16：00

無料
高崎演奏家協会

月 090-5393-1363℡.

Elm歌曲研究会 歌曲の午後6
（第42回県民芸術祭参加）
バロック声楽の世界2
～踊るバロック声楽フェスティバル！～

11
2/ 14：00-16：00

一般 2,500円 高校生以下 1,500円
Elm歌曲研究会

月・祝 090-9147-1696℡.

コアホール落語会
出演：入船亭扇遊（落語）
　　　春風亭柳若（落語）
　　　やなぎ南玉（曲独楽）
　　　玉川太福（浪曲）
　　　三遊亭ぐんま（落語）
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。

 14：00開演

日本の話芸の妙を愉しむ

友の会
インターネット
購入

入船亭扇遊入船亭扇遊

玉川太福玉川太福 やなぎ南玉やなぎ南玉

春風亭柳若春風亭柳若 高崎パールライオンズクラブ
チャリティーコンサート

14
2/ 19：00-21：30

一般 3,000円 学生 2,500円
高崎パールライオンズクラブ

木 027-327-8148℡.

群馬県高等学校教育研究会
第20回音楽部会演奏会

10
2/ 16：30-18：30

一般 1,000円 学生 500円
群馬県高等学校教育研究会音楽部会

日 0276-31-3321（市立太田高等学校）℡.

アントニン＆ノエミ・レーモンド設計デザイン
 ≪旧井上房一郎邸（高崎市美術館内）居間≫1952年

松尾敏男《翠苑》2001年　衆議院蔵

1/31 2/6－ （水）（木）

第25回関東地区高等学校写真展 ℡ 0277-22-7141（桐生工業高校）群馬県高等学校文化連盟 写真専門部（公開2日～6日）第１展示室・予備室

Ｇｏｕｒｄ展 絵画教室(油・水彩） ℡ 080-3967-5085　笹山 勝雄（公開1月31日～6日）第 2展示室

第8回群馬松苓会展 ℡ 090-2541-7248二松学舎大学松苓会群馬県支部（公開1日～6日）第 3展示室

第12回高女書道部展 ℡ 027-362-2585群馬県立高崎女子高等学校（公開2日～3日）第 6展示室

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　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。 

ソフィー・ダルティガロング
   ファゴット・リサイタル
 14：00開演土

©Kana Tarumi©Kana Tarumi

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（フドレイ編）／
　　　禿山の一夜
　　　ムソルグスキー／展覧会の絵　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。

セルゲイ・カスプロフ
   ピアノ・リサイタル
 14：00開演

友の会
インターネット
購入

土
9
2/

完売
御礼

「コアホール落語会」特製手ぬぐい付

株式会社ヤマハミュージックリテイリング 高崎店
高崎市飯塚町413-1 駐車場完備　 TEL. 027- 361- 3777
●営業時間 月～土10:30～18:45　 日・祝 10:30～18:00　 ●毎週水曜定休
https://www.yamahamusic.jp/shop/takasaki.html

映像
制作

企業紹介
動画

お店紹介
動画

キャンペーン
動画

ＰＲ
動画

４K空撮
動画

残席
わずか

友の会
インターネット
購入

土
2
2/

ー2/2（土） 3/31（日）

ー2/2（土） 3/24（日）

2 月ハイビジョンギャラリー上映番組 〈いずれも入場無料〉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。

2/1 2/27－ （水）（金）

「日本で見られる19世紀フランス美術」より
ルノワール、ドガ、ゴッホ、ゴーギャン他

　　　「草間彌生　わたし大好き」

11：00　12：00　13：00　14：00

10：00　12：00　14：00

【月・火・水・金】

【土・日】

上　映　時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

NEW

9
3/

残席
わずか



■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10：00～17：00（入館は16：30まで）
■休館日：2/1・4・12・18・25

〒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）
■休館日：2/1・4・12・18・25

〒370-0841 高崎市栄町3番23号 高崎タワー21（入口4F）
Tel 027-330-3773

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。

観覧料　一般 600（500）円　大・高生 300（250）円

モダンデザインが結ぶ暮らしの夢
生活デザインの原点をめぐる5つの可能性

高崎市美術館シリーズ講座てつがく堂「空間×生活=デザイン」
日時：2/24(日 ) 14：00～
講師：鈴木敏彦 (工学院大学教授 )　
場所：高崎市南公民館　＊参加無料
＊お申込：2/2( 土 )午前 10時より高崎市美術館にて電話受付します(027-324-6125)
＊トーク終了後、美術館敷地内旧井上房一郎邸で、講師と参加者の交流イベント「茶話」があります
　(展覧会観覧+茶話は要観覧料 )
＊定員 80名

観覧料　一般 500（400）円　 大・高生 300（250）円

作品解説会　 2/2（土）、17（日）14：00～

コンサートと松尾敏男のエッセー朗読
日時：2/23( 土 ) 14：00～
出演：ピアノ・松尾由佳（松尾敏男長女）、朗読・田井中将希（俳優）　

※（　）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。

松尾敏男 展

2/7 2/13－ （水）（木）

高崎市小・中・特別支援学校「ゆうあい教育作品展」 ℡ 027-373-9195（桜山小）高崎市ゆうあい教育主任会（公開8日～13日）第１展示室

平成30年度群馬大学教育学部美術専攻卒業制作展 ℡ 027-220-7311群馬大学教育学部美術教育講座（公開8日～13日）第 2展示室

こどものアトリエ展 ℡ 090-5541-7679こどものアトリエ（公開9日～11日）第 3展示室

奈良時代を想い「多胡郡展」 ℡ 027-323-4122鈴木 龍峰（公開8日～11日）第 6展示室

社会福祉法人大平台会 陶芸教室 作品展 ℡ 027-323-0153大平台会陶芸教室（公開7日～13日）第 4展示室

2/14 2/20－ （水）（木）

第16回曜生水墨画会展 ℡ 027-326-5117曜生水墨画会（公開15日～20日）第１展示室・予備室

朝日フォトコン2018・第4回朝日中学生高校生フォトコン展示会　 ℡ 027-221-1435群馬県朝日新聞グループ会（公開15日～17日）第 2展示室

第5回CGアニメーションコース作品展 ℡ 027-253-5596クラーク記念国際高等学校前橋キャンパス（公開15日～18日）第 3展示室

第30回三原色のラプソディ展 ℡ 027-361-4012キミ子方式を楽しむ会in高崎（公開15日～17日）第 6展示室

絵画展 ℡ 027-252-1709斗南美術協会（公開15日～20日）第 4展示室

2/21 2/27－ （水）（木）

群馬県立女子大学実技ゼミ卒業修了制作展 2019 ℡ 0270-65-8511群馬県立女子大学文学部美学美術史学科実技ゼミ（公開22日～27日）第１展示室

中央工科デザイン専門学校卒業制作展 ℡ 027-255-3544中央工科デザイン専門学校（公開22日～27日）第 2展示室

写真展 “小さき花 そのいのち輝いて” ℡ 080-5186-3322片貝 好昭（公開22日～27日）第 3展示室

サンライフ高崎写真愛好会 第20回写真展 ℡ 027-344-1318サンライフ高崎写真愛好会（公開22日～27日）第 6展示室

村上鬼城俳画協会展 ℡ 090-4526-5599村上鬼城俳画協会（公開22日～27日）第 4展示室

※2/28（木）～3/6（水）は保守点検のため、催し物はありません。

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。（1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。

インターネット購入対象インターネット購入
入場方法 友の会ポイント対象友の会入場料

朝日フォトフェス

17
2/ 13：00-16：30

無料
群馬県朝日新聞グループ会

日 027-221-1435℡.

大原学園高崎校
第2回卒業記念発表会

23
2/ 13：30-15：30

無料
大原学園高崎校

土 027-325-1280℡.

愛と希望のコンサートvol.5

21
2/ 19：00-21：15

前売 3,500円 当日 4,000円
感謝の会

木 090-1129-5491℡.

ウィンターコンサート（公開例会）

25
2/ 14：00-16：00

無料
高崎演奏家協会

月 090-5393-1363℡.

Elm歌曲研究会 歌曲の午後6
（第42回県民芸術祭参加）
バロック声楽の世界2
～踊るバロック声楽フェスティバル！～

11
2/ 14：00-16：00

一般 2,500円 高校生以下 1,500円
Elm歌曲研究会

月・祝 090-9147-1696℡.

コアホール落語会
出演：入船亭扇遊（落語）
　　　春風亭柳若（落語）
　　　やなぎ南玉（曲独楽）
　　　玉川太福（浪曲）
　　　三遊亭ぐんま（落語）
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。

 14：00開演

日本の話芸の妙を愉しむ

友の会
インターネット
購入

入船亭扇遊入船亭扇遊

玉川太福玉川太福 やなぎ南玉やなぎ南玉

春風亭柳若春風亭柳若 高崎パールライオンズクラブ
チャリティーコンサート

14
2/ 19：00-21：30

一般 3,000円 学生 2,500円
高崎パールライオンズクラブ

木 027-327-8148℡.

群馬県高等学校教育研究会
第20回音楽部会演奏会

10
2/ 16：30-18：30

一般 1,000円 学生 500円
群馬県高等学校教育研究会音楽部会

日 0276-31-3321（市立太田高等学校）℡.

アントニン＆ノエミ・レーモンド設計デザイン
 ≪旧井上房一郎邸（高崎市美術館内）居間≫1952年

松尾敏男《翠苑》2001年　衆議院蔵

1/31 2/6－ （水）（木）

第25回関東地区高等学校写真展 ℡ 0277-22-7141（桐生工業高校）群馬県高等学校文化連盟 写真専門部（公開2日～6日）第１展示室・予備室

Ｇｏｕｒｄ展 絵画教室(油・水彩） ℡ 080-3967-5085　笹山 勝雄（公開1月31日～6日）第 2展示室

第8回群馬松苓会展 ℡ 090-2541-7248二松学舎大学松苓会群馬県支部（公開1日～6日）第 3展示室

第12回高女書道部展 ℡ 027-362-2585群馬県立高崎女子高等学校（公開2日～3日）第 6展示室

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　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。 

ソフィー・ダルティガロング
   ファゴット・リサイタル
 14：00開演土

©Kana Tarumi©Kana Tarumi

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（フドレイ編）／
　　　禿山の一夜
　　　ムソルグスキー／展覧会の絵　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。

セルゲイ・カスプロフ
   ピアノ・リサイタル
 14：00開演

友の会
インターネット
購入

土
9
2/

完売
御礼

「コアホール落語会」特製手ぬぐい付

株式会社ヤマハミュージックリテイリング 高崎店
高崎市飯塚町413-1 駐車場完備　 TEL. 027- 361- 3777
●営業時間 月～土10:30～18:45　 日・祝 10:30～18:00　 ●毎週水曜定休
https://www.yamahamusic.jp/shop/takasaki.html

映像
制作

企業紹介
動画

お店紹介
動画

キャンペーン
動画

ＰＲ
動画

４K空撮
動画

残席
わずか

友の会
インターネット
購入

土
2
2/

ー2/2（土） 3/31（日）

ー2/2（土） 3/24（日）

2 月ハイビジョンギャラリー上映番組 〈いずれも入場無料〉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。

2/1 2/27－ （水）（金）

「日本で見られる19世紀フランス美術」より
ルノワール、ドガ、ゴッホ、ゴーギャン他

　　　「草間彌生　わたし大好き」

11：00　12：00　13：00　14：00

10：00　12：00　14：00

【月・火・水・金】

【土・日】

上　映　時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

NEW

9
3/

残席
わずか



プラネタリウム

天 文
教 室

「月とすばるを見よう」
■日時：2月15日（金） 19：00～　■参加費：無料　
　※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。
■望遠鏡で天体を観望します。
■曇りや雨の場合はホールでの解説のみになります。

■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）

前橋市Presents 舞台芸術祭2019　Maebashi  Performing  Art  Festival  2019

027-221-4321℡.

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
2/4,12,18,25

科学工作教室「バネを使ったおもちゃを作ろう」

科学工作教室「ぷるぷるテントウムシを作ろう」

パソコン教室「スクラッチを使ってシューティングゲームづくり」
■日時：2月16日（土）　9：30～12：00
■内容：スクラッチを使ってシューティングゲーム
　　　　づくりなどを体験する。
■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：2月7日（木）

パソコン教室「スクラッチを使ってもぐらたたきゲームづくり」
■日時：3月3日（日）　9：30～12：00
■内容：スクラッチを使ってもぐらたたきゲーム
　　　  づくりなどを体験する。
■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：2月21日（木）

■日時：2月17日（日）　9：30～12：00
■内容：バネを使って揺れながら木を降りてくる
　　　　動物と、声が震えて聞こえるエコーマイクを作る。
■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：2月7日（木）

プラネタリウム投映時間 個人

一般
小・中学生

団体
（20人以上）

火～金
土・日・祝日 150円

310円
120円
250円

☆
お
知
ら
せ
☆

※2/5（保守点検）、26～3/1（番組入れ替え）は投映がありません。
※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。

観覧料

一般番組（冬の星座解説を含む約40分）

投映期間：投映中～2月24日（日）

子ども向け番組（冬の星座解説を含む約35分）

投映期間：投映中～6月2日（日）

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）
ペ　ア　券　S席  16,000円　A席  12,000円　B席  10,000円　C席  8,000円　D席  6,000円 
親子ペア券　S席  12,000円　A席  10,000円　B席    9,000円　C席  8,000円
※親子ペアは一般＋高校生以下、2人目以降の高校生以下料金は3,000円 

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）
ペ　ア　券　S席  16,000円　A席  12,000円　B席  10,000円　C席  8,000円　D席  6,000円 
親子ペア券　S席  12,000円　A席  10,000円　B席    9,000円　C席  8,000円
※親子ペアは一般＋高校生以下、2人目以降の高校生以下料金は3,000円 

科学工作教室「ステンドピラミッドを作ろう」

■日時：3月2日（土）　9：30～12：00
■内容：テントウムシの形をしたロボットを作る。
■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：1,000円（材料費）
■締切：2月21日（木）

■日時：3月9日（土）　9：30～12：00
■内容：プッシュライト付のステンドグラス風ピラミッドを作る。
■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：2月28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。

パソコン教室「スクラッチを使ってブロックくずしゲームづくり」
■日時：3月10日（日）　9：30～12：00
■内容：スクラッチを使ってブロックくずしゲーム
　　　  づくりなどを体験する。
■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：2月28日（木）

「くるみ割り人形」 全三幕 エピローグ付
ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー

世界で一番美しく、可愛く、華やか！　
その輝きは他の追随を許さない！それが「ワガノワのくるみ」

開演 16:00　大ホール
2019年 2/3日

■一般番組 ■子ども向け番組

見上げた空のその先に

秘密結社鷹の爪  THE  PLANETARIUM
～ブラブラ！ブラックホールのナゾ～

人類は、はるか昔から星空を眺
めてきました。宇宙に憧れ、想
像し、観測し、一歩ずつ宇宙の
謎を解明してきました。宇宙の
姿が明かされるにしたがい、星
と宇宙は、神話や信仰、祈りの
対象ではなくなり、遠くに存在
する天体であることを私たちは
認識しています。しかし、科学
が発達した今でも、私たちは星
空を見上げるときに何か特別な
感情を抱きます。きれいだから
…それだけでしょうか。

「見上げた空のその先に」私たちが見ているものとは？私たち
と星空の関係を紐解いてみましょう。

（午前中）学習・団体 14：00 
13：30 16：00 11：00 14：45 

15：30 

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：2/4・12・18・25

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

《地の果て》1973-74 年 ペン・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

小展示室の「ウール特集」展示風景
～草木染の美・冬～

■開園時間は9：00～16：30（入園は16：00まで）
■休園日：2/4・12・18・25
■入園料：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。

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

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

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。（1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

2/11（月・祝）ー

収蔵品展「草木染の美・冬」

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 

群響「群馬ブラスクインテット」
×吉井西中学校吹奏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
　　　吉井西中学校吹奏楽部
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

友の会
チケット
好評
発売中

2
2/

青春時代を再び！懐かしい歌をみんなで歌おう
吉井うたごえ広場
出演者：サロンなかのうたごえの会　ほか
曲目：早春賦　オーシャンレリゼ
　　　銀座の恋の物語　他
全席自由 500円

14：00開演 
友の会
チケット
2月15日金
発売

12
5/
日

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 

高崎市民演劇第 9回公演　
今、輝くのよ私たち
～千代ばあちゃんの終活日記Ⅱ～
　　

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

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）

14：00開演 

24
2/

日

友の会

残席
わずか

本郷保育園お遊戯会

23
2/ 9：20-11：30

関係者
本郷保育園

土 027-343-8379℡.

箕郷地域集会所教室合同発表会

17
2/ 10：00-14：00

無料
箕郷地域集会所教室合同発表会実行委員会

日 027-371-9061℡.

指揮：中田延亮
管弦楽：群馬交響楽団
バッハ /
　Ｇ線上のアリア
メンデルスゾーン /
　序曲《フィンガルの洞窟》
ワーグナー /
　ニュルンベルクのマイスタージンガーから
　第一幕への前奏曲
モーツァルト /
　交響曲　第 41番　「ジュピター」
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00開演 
日
3

3/ 第42回県民芸術祭参加事業
県民音楽のひろば
やさしいクラシック音楽会

友の会
チケット
好評
発売中

全席指定
一般 1,500円　学生 1,000円

Ⓒ深谷義宣 aura.Y2

開催中

ー2/13（水）

収蔵品展「草木染の美・春」

Ⓒ蛙男商会 DEL

きものショー

17
2/ 13：00-14：30

無料
ハクビ京都きもの学院

日 027-325-2634℡.

山名双葉こども園発表会

16
2/ 9：00-12：00

無料
山名双葉こども園

土 027-346-0111℡.

開演 18:00
大ホール

日6/9
｢瀕死の白鳥」
「ライモンダ」
「カラヴァッジオ」 ほか

SS席 10,000円~F席 2,000円

ザハーロワ＆レーピン
トランス＝シベリア芸術祭in Japan2019

パ・ド・ドゥ ｆｏｒ Toes and Fingers
バレエ＆クラシック

1月27日（日）チケット発売

世界征服を企む秘密結社 鷹の爪。
その秘密基地で、戦闘主任・吉
田くんは、うっかり「ブラック
ホール」を作ってしまいます。
これをきっかけにブラックホー
ルに興味を持ち、その謎を解い
ていく鷹の爪団。ついに、本物
のブラックホールを「見に」宇
宙へと向かうー同。そこで待ち
受けていたものとは！？

ニューイヤーセール開催中

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 



プラネタリウム

天 文
教 室

「月とすばるを見よう」
■日時：2月15日（金） 19：00～　■参加費：無料　
　※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。
■望遠鏡で天体を観望します。
■曇りや雨の場合はホールでの解説のみになります。

■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）

前橋市Presents 舞台芸術祭2019　Maebashi  Performing  Art  Festival  2019

027-221-4321℡.

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
2/4,12,18,25

科学工作教室「バネを使ったおもちゃを作ろう」

科学工作教室「ぷるぷるテントウムシを作ろう」

パソコン教室「スクラッチを使ってシューティングゲームづくり」
■日時：2月16日（土）　9：30～12：00
■内容：スクラッチを使ってシューティングゲーム
　　　　づくりなどを体験する。
■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：2月7日（木）

パソコン教室「スクラッチを使ってもぐらたたきゲームづくり」
■日時：3月3日（日）　9：30～12：00
■内容：スクラッチを使ってもぐらたたきゲーム
　　　  づくりなどを体験する。
■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：2月21日（木）

■日時：2月17日（日）　9：30～12：00
■内容：バネを使って揺れながら木を降りてくる
　　　　動物と、声が震えて聞こえるエコーマイクを作る。
■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：2月7日（木）

プラネタリウム投映時間 個人

一般
小・中学生

団体
（20人以上）

火～金
土・日・祝日 150円

310円
120円
250円

☆
お
知
ら
せ
☆

※2/5（保守点検）、26～3/1（番組入れ替え）は投映がありません。
※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。

観覧料

一般番組（冬の星座解説を含む約40分）

投映期間：投映中～2月24日（日）

子ども向け番組（冬の星座解説を含む約35分）

投映期間：投映中～6月2日（日）

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）
ペ　ア　券　S席  16,000円　A席  12,000円　B席  10,000円　C席  8,000円　D席  6,000円 
親子ペア券　S席  12,000円　A席  10,000円　B席    9,000円　C席  8,000円
※親子ペアは一般＋高校生以下、2人目以降の高校生以下料金は3,000円 

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）
ペ　ア　券　S席  16,000円　A席  12,000円　B席  10,000円　C席  8,000円　D席  6,000円 
親子ペア券　S席  12,000円　A席  10,000円　B席    9,000円　C席  8,000円
※親子ペアは一般＋高校生以下、2人目以降の高校生以下料金は3,000円 

科学工作教室「ステンドピラミッドを作ろう」

■日時：3月2日（土）　9：30～12：00
■内容：テントウムシの形をしたロボットを作る。
■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：1,000円（材料費）
■締切：2月21日（木）

■日時：3月9日（土）　9：30～12：00
■内容：プッシュライト付のステンドグラス風ピラミッドを作る。
■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：2月28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。

パソコン教室「スクラッチを使ってブロックくずしゲームづくり」
■日時：3月10日（日）　9：30～12：00
■内容：スクラッチを使ってブロックくずしゲーム
　　　  づくりなどを体験する。
■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：2月28日（木）

「くるみ割り人形」 全三幕 エピローグ付
ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー

世界で一番美しく、可愛く、華やか！　
その輝きは他の追随を許さない！それが「ワガノワのくるみ」

開演 16:00　大ホール
2019年 2/3日

■一般番組 ■子ども向け番組

見上げた空のその先に

秘密結社鷹の爪  THE  PLANETARIUM
～ブラブラ！ブラックホールのナゾ～

人類は、はるか昔から星空を眺
めてきました。宇宙に憧れ、想
像し、観測し、一歩ずつ宇宙の
謎を解明してきました。宇宙の
姿が明かされるにしたがい、星
と宇宙は、神話や信仰、祈りの
対象ではなくなり、遠くに存在
する天体であることを私たちは
認識しています。しかし、科学
が発達した今でも、私たちは星
空を見上げるときに何か特別な
感情を抱きます。きれいだから
…それだけでしょうか。

「見上げた空のその先に」私たちが見ているものとは？私たち
と星空の関係を紐解いてみましょう。

（午前中）学習・団体 14：00 
13：30 16：00 11：00 14：45 

15：30 

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：2/4・12・18・25

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

《地の果て》1973-74 年 ペン・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

小展示室の「ウール特集」展示風景
～草木染の美・冬～

■開園時間は9：00～16：30（入園は16：00まで）
■休園日：2/4・12・18・25
■入園料：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。

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

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

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。（1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

2/11（月・祝）ー

収蔵品展「草木染の美・冬」

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 

群響「群馬ブラスクインテット」
×吉井西中学校吹奏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
　　　吉井西中学校吹奏楽部
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

友の会
チケット
好評
発売中

2
2/

青春時代を再び！懐かしい歌をみんなで歌おう
吉井うたごえ広場
出演者：サロンなかのうたごえの会　ほか
曲目：早春賦　オーシャンレリゼ
　　　銀座の恋の物語　他
全席自由 500円

14：00開演 
友の会
チケット
2月15日金
発売

12
5/
日

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 

高崎市民演劇第 9回公演　
今、輝くのよ私たち
～千代ばあちゃんの終活日記Ⅱ～
　　

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

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）

14：00開演 

24
2/

日

友の会

残席
わずか

本郷保育園お遊戯会

23
2/ 9：20-11：30

関係者
本郷保育園

土 027-343-8379℡.

箕郷地域集会所教室合同発表会

17
2/ 10：00-14：00

無料
箕郷地域集会所教室合同発表会実行委員会

日 027-371-9061℡.

指揮：中田延亮
管弦楽：群馬交響楽団
バッハ /
　Ｇ線上のアリア
メンデルスゾーン /
　序曲《フィンガルの洞窟》
ワーグナー /
　ニュルンベルクのマイスタージンガーから
　第一幕への前奏曲
モーツァルト /
　交響曲　第 41番　「ジュピター」
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00開演 
日
3

3/ 第42回県民芸術祭参加事業
県民音楽のひろば
やさしいクラシック音楽会

友の会
チケット
好評
発売中

全席指定
一般 1,500円　学生 1,000円

Ⓒ深谷義宣 aura.Y2

開催中

ー2/13（水）

収蔵品展「草木染の美・春」

Ⓒ蛙男商会 DEL

きものショー

17
2/ 13：00-14：30

無料
ハクビ京都きもの学院

日 027-325-2634℡.

山名双葉こども園発表会

16
2/ 9：00-12：00

無料
山名双葉こども園

土 027-346-0111℡.

開演 18:00
大ホール

日6/9
｢瀕死の白鳥」
「ライモンダ」
「カラヴァッジオ」 ほか

SS席 10,000円~F席 2,000円

ザハーロワ＆レーピン
トランス＝シベリア芸術祭in Japan2019

パ・ド・ドゥ ｆｏｒ Toes and Fingers
バレエ＆クラシック

1月27日（日）チケット発売

世界征服を企む秘密結社 鷹の爪。
その秘密基地で、戦闘主任・吉
田くんは、うっかり「ブラック
ホール」を作ってしまいます。
これをきっかけにブラックホー
ルに興味を持ち、その謎を解い
ていく鷹の爪団。ついに、本物
のブラックホールを「見に」宇
宙へと向かうー同。そこで待ち
受けていたものとは！？

ニューイヤーセール開催中

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 



入場方法 入場料 インターネット購入対象インターネット購入友の会ポイント対象友の会

タクシーの
　ご利用は 0120-62-8665サクラタクシーまで

平成31年2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 2/4.12.18.25

8：30–17：15

※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。

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。

〒370-0846　高崎市下和田町4-1-18　TEL 027-329-5447

高崎市問屋町4-8-8（高崎交通会館横）
TEL  027-361-0098

サンライフ高崎

■各室の利用の場合は3ヶ月
　前から予約できます。　
■トレーニング室は、当日の
　申込みで利用できます。

【施設】
講習室・会議室・クラブ室・
和室・トレーニング室
（トレーニング及び卓球）
【開館時間】
9：00～21：00
（日・祝日は17：00まで）
【トレーニング室利用料金】
6ヶ月利用/2,050円
当日利用/200円

ご利用案内

たのしく
エアロ

2月5日、19日、26日（各火曜日）
13:30～14:30
音楽に合わせて基本動作のレベルで身体を動かす有酸素運動
です。運動神経のない初心者から少し体力のある初心者を対
象とするプログラムです。

はじめての
ヨガ

2月7日、14日、21日、28日（各木曜日）
13:30～14:30
ヨガをしたことがないなど、初心者を対象としたヨガ教室です。
誰でも出来るような簡単なポーズをとることにより、身体を整
えるとともに心のリフレッシュを行うプログラムです

ワンポイント
アドバイス

2月7日、14日、21日、28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。

温
水
プ
ー
ル

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

【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。

〔小ホール〕 2/22（金）～24（日）
全日本新体操チャイルド選手権

チケット情報
指定席1,000円　自由席1,000円
1月25日（金）より「高崎アリーナ事務室」、「チケットぴあ」、「e+」
「ローソンチケット」にて販売

全国のクラブに所属する小学生の№１を決定する大会で、過去の大会に
出場した選手たちが、現在の日本代表選手やトップレベルの選手になって
います。小学生新体操競技国内最高レベルの演技をご覧いただけます。

SPORTS INFORMATION
高崎安中地域文化フェスティバル

027-321-1203（高崎市文化課）
3

10：00-16：30
無料
高崎市文化協会
℡.日

2/

新次元 琴空間へようこそ
第3回群馬大正琴友の会県大会

027-373-8253
9

12：30-16：30
1,000円
群馬大正琴友の会
℡.土

2/

高崎ユネスコ協会児童画・作文合同表彰式

027-321-1297
24

2/ 9：30-11：40
関係者
高崎ユネスコ協会　

日 ℡.

青山繁晴氏 講演会 「祖国は甦る」

090-2636-9763
10

16：00-17：30
前売2,000円 当日2,500円
高崎青年会議所 OB会「学び場」
℡.日

2/

第41回 たかさき市民福祉大会

027-370-8855
16
2/ 13：30-16：00

整理券
高崎市社会福祉協議会

土 ℡.

高崎演劇鑑賞会 第383回例会
だるま座 「煙が目にしみる」

027-323-0955
22

2/ 18：30-20：30
会員
高崎演劇鑑賞会

金 ℡.

野ばら会 30周年記念演奏会

027-323-1117
17
2/ 13：30-16：00

1,000円
野ばら会　

日 ℡.

群馬銀行 冬の資産運用セミナー

027-254-9328
20

2/ 13：30-16：00
無料
群馬銀行資産形成サポート部

水 ℡.

高崎マンドリン合奏団第 36回定期演奏会

027-385-9186
23

2/ 14：00-16：00
500円
高崎マンドリン合奏団

土 ℡.

フルート・オーボエ室内楽発表会

090-9100-0086
24

2/ 13：30-16：30
無料
高崎フルート・オーボエ教室　

日 ℡.

全席指定　　Ｓ席 4,000 円（友の会 3,700 円）※昼の部 S 席 完売
　　　　　　A席 3,000 円（友の会 2,700 円、U-25 1,000 円）
昼夜通し券　A席 4,000 円（友の会 3,700 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。※昼夜通し券は窓口のみでの取扱いです。（電話予約・郵送可）
※字幕付き（席によっては字幕が見づらい場合があります。）

昼の部13：30開演
夜の部18：00開演3月14日（木）

人形浄瑠璃文 楽
友の会チケット

好評発売中 インターネット
購入

演目　【昼の部】

　　　「義経千本桜」椎の木の段

　　　「義経千本桜」すしやの段

よしつねせんぼんざくら しい　　　き

よしつねせんぼんざくら

　　　【夜の部】

　　　「義経千本桜」道行初音旅

　　　「新版歌祭文」野崎村の段

よしつねせんぼんざくら みちゆきはつねのたび

しんぱんうたざいもん の  ざき むら

写真：青木信二写真：青木信二

特別大賞

最 優 秀 作 品 賞
最 優 秀 監 督 賞
最 優 秀 監 督 賞
最優秀主演女優賞
最優秀主演女優賞
最優秀主演男優賞
最優秀助演女優賞
最優秀助演男優賞
最優秀新進女優賞
最優秀新進男優賞
最優秀新人女優賞
最優秀新人女優賞
新進監督グランプリ
新進監督グランプリ
ホリゾント賞

『 斬 、 』
瀬 々 敬 久 監 督
濱 口 竜 介 監 督
原 日 出 子
趣 里
池 松 壮 亮
韓英恵『菊とギロチン』
東出昌大『菊とギロチン』
木竜麻生『鈴木家の嘘』
寛一郎『菊とギロチン』
南沙良『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』
蒔田彩珠『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』
野尻克己監督『鈴木家の嘘』
春本雄二郎監督『かぞくへ』
『沖縄スパイ戦史』 三上智恵監督×大矢英代監督

『菊とギロチン』
『寝ても覚めても』
『鈴木家の嘘』
『生きてるだけで、愛。』
『斬、』

大林宣彦監督
スタッフ・キャスト一同
塚本晋也監督
スタッフ・キャスト一同

『花筐/HANAGATAMI』第33回
高崎
映画祭

詳細については、
次号にてお知らせ
いたします。

高崎映画祭事務局
Tel.027-388-9649
takasakifilmfes.jp

2019.3.23㈯
▶▶▶▶ 4.7㈰

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。（1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。


