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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）

群馬音楽センター チケット
4月19月金

14：00開演 7月19日（金）
インターネット
購入

全席指定　Ｓ席 5,000 円　Ａ席 3,000 円
※友の会価格はございません。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

開館記念演奏会「歓喜の歌」
9月20日㈮ 午後２時

●出演＝大友直人（指揮）、クリスティン・ルイス（ソプラノ）
　　　　中嶋彰子（メゾ・ソプラノ）、ペーター・ロダール（テノール）
　　　　泉良平（バリトン）、群馬交響楽団、高崎第九合唱団

●演奏曲目＝
　ベートーベン「ピアノ協奏曲第 5番『皇帝』」
　ブラームス「交響曲第１番」ほか

 (c)Rowland Kirishima (c)Rowland Kirishima

「歓喜の歌」出演歌手による
リサイタル

9月21日㈯・22日㈰

9月22日㈰～10月14日(月・祝)

●出演　21日＝ペーター・ロダール （テノール）
　　　　22日＝クリスティン・ルイス （ソプラノ）
　　　　両  日＝ルイゼラ・ジェルマーノ（ピアノ）

■加藤登紀子& 森山良子
　プレミアムオーケストラコンサート
　9月 22日㈰
■《コバケンの「巨人」》
　小林研一郎（指揮）/群馬交響楽団
　金子三勇士（ピアノ）
   9月 28日㈯
■ゴスペラーズ　ビッグバンドコンサート
    10月５日㈯・６日㈰

み  ゆ  じ

■山中千尋
　エレクトリック・フィメール・トリオ
　10月12日㈯
■スペシャルシンフォニック コンサート
　10月14日 (月・祝)
　　　　　　　　　　　and more…

●出演＝ジャンルカ・マルティネンギ（指揮）
　　　　デジレ・ランカトーレ（ソプラノ）ほか

Opening ProgramOpening Program
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FUJITEC presents
ケント・ナガノ指揮ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団
ピアノ：辻井伸行

11月6日㈬

音楽ホールのリサイタル・シリーズ
10月～12月

ポーランド国立民族合唱舞踊団
「シロンスク」

髙橋真梨子
10月19日㈯・20日㈰ 11月9日㈯

雅楽 伶楽舎
11月17日㈰

トリエステ・ヴェルディ歌劇団「椿姫」
11月3日(日・祝)

高崎芸術劇場オープン記念
第３０回高崎音楽祭

応募方法など詳しくは、広報高崎6月1日号や同劇場ホームページなどでお知らせします。　

公募招待公演

チケット発売　６月予定

チケット発売　5月以降

チケット発売　5月中旬

チケット発売　5月中旬

チケット発売　7月中旬

チケット発売　6月予定

チケット発売　時期調整中

チケット発売　時期調整中

加藤登紀子加藤登紀子

大友直人大友直人 クリスティン・ルイスクリスティン・ルイス 中嶋彰子中嶋彰子 ペーター・ロダールペーター・ロダール 泉良平泉良平

ケント・ナガノケント・ナガノ 辻井伸行辻井伸行

髙橋真梨子髙橋真梨子

ゴスペラーズゴスペラーズ 金子三勇士金子三勇士

森山良子森山良子 小林研一郎小林研一郎

©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto

パウル・バドゥラ＝スコダ
10月25日㈮

パウル・バドゥラ＝スコダ
10月25日㈮

イザベル・ファウスト
10月30日㈬

イザベル・ファウスト
10月30日㈬

©Felix Broede©Felix Broede

アルディッティ弦楽四重奏団 
11月23日 (土・祝 )

アルディッティ弦楽四重奏団 
11月23日 (土・祝 )

エマニュエル・パユ
12月1日㈰

エマニュエル・パユ
12月1日㈰

©Astrid Karger©Astrid Karger ⒸHiro IsakaⒸHiro Isaka

©Benjamin Ealovega©Benjamin Ealovega ©Yuji Hori©Yuji Hori

©Teatro Verdi Trieste©Teatro Verdi Trieste©Teatro Verdi Trieste©Teatro Verdi Trieste

© 山本倫子©山本倫子
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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4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

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

※入場料が毎回別途大人410円／1回・小人210円／1回必要です。

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
※武道館で開催の教室は、浜川体育館へ申し込みください。

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

あて先
・

問い合わせ先

●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1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。

申
込
方
法

会場名 教室名 期　間 曜日 コース 参加料 定　員 申込期間

浜　川
プール

武道館

30人

スポーツ教室

第2期水泳教室昼間 5/28～6/28

5/29～6/26
16：00～17：00
対象者は、市内の年中・年長児（4・5・6歳）
水慣れから潜る練習など

1,000円
（計5回）※

30人5/30～6/27
16：00～17：00
対象者は、市内の年中・年長児（4・5・6歳）
バタ足やけのびなど水泳の基本

1,000円
（計5回）※

水

木

わかば　　10人
初級Ａ　　20人
初級Ｂ　各15人
中　級　各20人

4/16（火）～
4/30（火） 

4/ 2（火）～
4/16（火） 

火
・
金

アクアキッズ
～水慣れ水泳教室～
水曜クラス

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）

各1,500円
（全10回）※

アクアキッズ
～水慣れ水泳教室～
木曜クラス

4/16（火）～
4/30（火） 

20組5/21～6/18 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

1,500円
（計5回）火第1期親子仲良し運動教室 4/1（月）～

4/15（月） 

SPORTS INFORMATION

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 4/1.8.15.22

8：30–17：15

高崎演劇鑑賞会第384回例会　
劇団NLTミュージカルO.G.

027-323-0955
16
4/ 18：30-20：30

会員
高崎演劇鑑賞会

火 ℡.

学校法人ＭＧＬ学園入学式

027-321-0411
5
4/ 13：00-16：00

関係者
学校法人ＭＧＬ学園

金 ℡.

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

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。（3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。

第26回邦楽春の祭典 2019

027-323-8564
14
4/ 13：00-16：30

無料
NPO法人 三曲合奏研究グループ

日 ℡.

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  
4/1.8.15.22 ホール 1,932席

TEL 027-322-4527
高崎市高松町28番地2370-0829〒

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。（3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 インターネット購入対象インターネット購入
9
4/

027-322-2827

9：30-11：40

高崎商科大学附属高等学校
℡.

平成 31年度
高崎商科大学附属高等学校入学式

火

関係者

027-365-3374

10：00-11：00

学校法人群馬パース学園
℡.

平成 31年度群馬パース大学・
群馬パース大学大学院・
群馬パース大学福祉専門学校入学式

木

関係者4
4/

027-347-1686

10：00-15：00

たかさきスプリングフェスティバル実行委員会
℡.

第 31回たかさき
スプリングフェスティバル

月・祝

無料29
4/

5
4/

027-352-1290

10：00-12：00

高崎健康福祉大学
℡.

平成 31年度高崎健康福祉大学入学式

金

関係者

6
4/ 10：00-12：30

公立大学法人高崎経済大学

平成 31年度高崎経済大学入学式

土

関係者

027-343-5416℡.

7
4/ 11：00-17：00

カラオケ「心の会」

カラオケ「心の会」発表会

日

入場整理券

027-323-4123℡.

第15回高崎バレエスクール発表会

027-362-7097
7
4/ 14：00-16：00

無料
高崎バレエスクール

日 ℡.

第3回高崎健康福祉大学
和太鼓集団“舞”演奏会

027-352-5558
20

4/ 13：00-16：00
無料（整理券）
高崎健康福祉大学和太鼓集団“舞”

土 ℡.

日本舞踊松景流　合同勉強会

090-1659-0147（福嶋）
21

4/ 13：00-16：00
無料
日本舞踊 松景流

日 ℡.

群馬県立高崎女子高等学校音楽部
第36回定期演奏会

027-362-2585

27
4/ 27日 17：30-20：00（夜公演）

28日 13：30-16：00（昼公演）
300円
群馬県立高崎女子高等学校音楽部土

28
日

℡.

土

群響第 回定期演奏会54713
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＊

曲目：ベートーヴェン／ピアノ協奏曲　第 5番
　　　変ホ長調　作品 73「皇帝」＊
　　　ベートーヴェン／
　　　交響曲　第 3番　変ホ長調　作品 55「英雄」

027-322-4944℡

指定／ S席 4,600円（完売）　　A席 4,100円
　　　B席 3,600円
自由／C席 2,100円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※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）（群響事務局取扱のみ）

協賛：

Ⓒ山本倫子 ⒸK.Miura

4/26（金）～28（日）
体操天皇杯
第73回全日本体操個人総合選手権
■主催：公益財団法人日本体操協会　■観覧：有料

4/20（土）・21（日）
2019 新体操日本代表選考会
■主催：公益財団法人日本体操協会　■観覧：有料

チケット
好評
発売中

世界新体操選手権などの国際大会に派遣する日本代表を決定する
大会です。国内トップ選手たちが集います。

国内最高峰となる個人総合日本一を決定します。また、世界体操選
手権などの国際大会の派遣選考となる大会です。



■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：4/1～13・15・22

〒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：4/1～12・15・22

〒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 500（400）円　大高生 300（250）円

生誕110周年 松本忠義・豊田一男 ２人展
+AOKIT / 3Dになった絵画世界 / by 青木世一
アオキ ッ ト

観覧料　一般 200（160）円　 大高生 160（120）円

学芸員による作品解説会　 4/13（土）・28（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。

四季の彩り─季節をめぐる表現

松川ケイスケと真一ジェット
「名うての唄ひ手～高崎博～」

27
4/ 18：00-20：00

前売 4,000円　当日 4,500円
株式会社プレオクターブ

土 info@irocks.jp

スプリングコンサート（公開例会）

26
4/ 19：00-21：00

無料
高崎演奏家協会

金 090-5393-1363℡.

松本忠義《犬達の窓》1976年

土田麦僊《冨貴草》

4/11 4/17－ （水）（木）

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

ー6/23（日）4/14（日）

4 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。　※4/11（木）、18（木）、25（木）は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

3/21 4/7－ （日）（木・祝）

◎春休みアニメ上映 プ　ロ　グ　ラ　ム

『草原の子テングリ』、『母をたずねて』、『小公女』、他短編アニメ11：00　12：00　13：00
ＫＡＧＡＹＡ『銀河鉄道の夜』（小学校高学年向け）14：00

8
4/

090-6945-2784（担当 佐藤）

13：30-16：30

ルヴァンルージュうたのまち
℡.

ルヴァンルージュうたのまち
感謝のコンサート

月

無料

13
4/

027-388-4115

14：00-16：00

Chapine
℡.

一般前売 2,000円　一般当日 2,500円
高校生以下 1,500円

Chapine～うた×ピアノ×こと 
アフタヌーンコンサートvol.1～

土

2
4/
第33回高崎映画祭

火

7
日

※詳しくは下段をご覧ください

天田研石米寿記念並びに研心会会員書展 ℡ 027-352-8678高崎書道会研心支部（公開12日～17日）第1展示室・予備室

「翠の会」俳画展 ℡ 090-6513-7984翠の会（公開12日～16日）第 2展示室

さくら墨遊会 水墨・墨彩画展 ℡ 027-352-7304さくら墨遊会（公開12日～15日）第 4展示室

星の子展 ℡ 080-9810-3355星の子展（公開12日～17日）第 6展示室

4/25 5/1－ （水・祝）（木）

墨真会 書道展 ℡ 027-251-7045墨真会（公開26日～30日）第1展示室

風友会 第16回写真展 ℡ 090-2332-1388風友会（公開26日～5月1日）第 2展示室

高崎日本画展 ℡ 027-352-6092高崎日本画同人会（公開26日～5月1日）第 6展示室

墨 de ART展 ～心の表情 ℡ 090-7015-3975吉田清香（公開25日～5月1日）第 4展示室

4/18 4/24－ （水）（木）

第45回記念群馬芸術文化協会展 ℡ 0274-22-4383群馬芸術文化協会（公開19日～24日）第1・2展示室・予備室

山崎ちぎり絵教室作品展 ℡ 027-327-0011山崎ちぎり絵教室（公開19日～24日）第 3展示室

絵画展 ℡ 027-252-1709斗南美術協会（公開19日～24日）第 4展示室

北の大地 自然賛歌 写真展 ℡ 027-343-6133三瓶 重利（公開19日～24日）第 5展示室

高崎写真研究会フォトクラブ光景写写真展 ℡ 090-4711-5706高崎写真研究会フォトクラブ光景写（公開19日～24日）第 6展示室

会場 10

4/1
（月）

4/2
（火）

4/3
（水）

4/4
（木）

4/5
（金）

4/6
（土）

4/7
（日）

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2221

19：00 ～20：45
あみこ／カランコエの花ギャラリー

10：00 ～11：42
ポップ・アイ

12：20 ～13：50
どこでもない,ここしかない

16：40 ～18：09
家族のレシピ

14：20 ～16：07
台北暮色ギャラリー

12：30 ～14：01
旅するダンボール

10：00 ～11：54
名前

14：30 ～16：27
ゾンからのメッセージ

17：00 ～19：33
ひかりの歌

20：00 ～21：23
あなたはわたしじゃないシネマテーク

10：00 ～11：47
台北暮色

12：30 ～14：12
ポップ・アイ

15：00 ～16：17
TOURISM 

ギャラリー

15：00 ～16：27
アストラル・アブノーマル鈴木さん

17：00 ～18：29
聖なるもの

19：20 ～21：01
真っ赤な星

シネマテーク

19：00 ～20：20
わたしたちの家　ギャラリー

15：20 ～17：01
真っ赤な星

13：00 ～14：45
あみこ／カランコエの花

17：30 ～19：24
名前

20：00 ～21：27
アストラル・アブノーマル鈴木さん

シネマテーク

19：00 ～20：16
伊参スタジオ映画祭作品ギャラリー

13：45 ～15：14
聖なるもの

12：00 ～13：20
わたしたちの家

15：40 ～17：02
赤色彗星倶楽部

17：30 ～19：14
いつも月夜に米の飯

19：50 ～21：19
オーファンズ・ブルース

シネマテーク

19：00 ～20：22
赤色彗星倶楽部ギャラリー

14：30 ～15：46
伊参スタジオ映画祭作品

17：20 ～18：49
オーファンズ・ブルース

19：30 ～21：14
いつも月夜に米の飯

シネマテーク

〜

14
4/

090-5393-1363

12：30-16：00

ヴィエナピアノ・フルート教室
℡.

大人の音楽教室発表会

日

無料

15
4/

027-345-6188

12：30-15：50

ユニゾンハーモニカクラブ連合会
℡.

ユニゾンハーモニカクラブ合同演奏会

月

無料

17
4/

027-361-7604

19：00-20：45

公益社団法人 高崎青年会議所
℡.

4月委員会事業
「営業学 可能性のある人材の価値を高める」
～日常の全てはコミュニケーション～

水

2,000円

24
4/

090-3146-8973

18：30-20：45

葡萄屋
℡.

第94回葡萄屋寄席
春風亭一之輔独演会

水

4,000円

3/14 4/10－ （水）（木）

4/8 4/30－ （火・休）（月）

「19世紀フランス美術の世界」より『連作の魅力』、『印象派展覧会』
ドガ、ルノワール、ピサロ他
『利休の茶』

11：00　12：00　13：00　14：00

11：00　12：00　13：00　14：00

月・火・水・金（1日4回）

土・日（1日4回）

上　映　時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

ー6/16（日）4/13（土）

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

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。（3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。

第33回 高崎映画祭
高崎映画祭事務局 Tel.027-388-9649 takasakifilmfes.jp

2019.3.23㈯▶▶▶ 4.7㈰

高崎映画祭事務局
027-388-9649℡.

28
4/

027-327-5654

13：00-16：15

ピアノ教室「高崎の森」
℡.

ピアノ教室「高崎の森」ピアノ発表会

日

無料

データ提供：高崎映画祭事務局

『家族のレシピ』公開記念　～映画のまち高崎展～
高崎財団

（公開3月17日～7日）
全展示室 映画「家族のレシピ」（３月９日公開）の公開に伴い、映画をとおして高崎を世界に発信しているパフォー

マンスと「高崎映画祭」や「高崎フィルムコミッション」など、高崎市の強い市民力によって、高崎独自の映
画文化を育んできた歴史をご紹介します。

℡ 027-321-1213



■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：4/1～13・15・22

〒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：4/1～12・15・22

〒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 500（400）円　大高生 300（250）円

生誕110周年 松本忠義・豊田一男 ２人展
+AOKIT / 3Dになった絵画世界 / by 青木世一
アオキ ッ ト

観覧料　一般 200（160）円　 大高生 160（120）円

学芸員による作品解説会　 4/13（土）・28（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。

四季の彩り─季節をめぐる表現

松川ケイスケと真一ジェット
「名うての唄ひ手～高崎博～」

27
4/ 18：00-20：00

前売 4,000円　当日 4,500円
株式会社プレオクターブ

土 info@irocks.jp

スプリングコンサート（公開例会）

26
4/ 19：00-21：00

無料
高崎演奏家協会

金 090-5393-1363℡.

松本忠義《犬達の窓》1976年

土田麦僊《冨貴草》

4/11 4/17－ （水）（木）

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

ー6/23（日）4/14（日）

4 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。　※4/11（木）、18（木）、25（木）は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

3/21 4/7－ （日）（木・祝）

◎春休みアニメ上映 プ　ロ　グ　ラ　ム

『草原の子テングリ』、『母をたずねて』、『小公女』、他短編アニメ11：00　12：00　13：00
ＫＡＧＡＹＡ『銀河鉄道の夜』（小学校高学年向け）14：00

8
4/

090-6945-2784（担当 佐藤）

13：30-16：30

ルヴァンルージュうたのまち
℡.

ルヴァンルージュうたのまち
感謝のコンサート

月

無料

13
4/

027-388-4115

14：00-16：00

Chapine
℡.

一般前売 2,000円　一般当日 2,500円
高校生以下 1,500円

Chapine～うた×ピアノ×こと 
アフタヌーンコンサートvol.1～

土

2
4/
第33回高崎映画祭

火

7
日

※詳しくは下段をご覧ください

天田研石米寿記念並びに研心会会員書展 ℡ 027-352-8678高崎書道会研心支部（公開12日～17日）第1展示室・予備室

「翠の会」俳画展 ℡ 090-6513-7984翠の会（公開12日～16日）第 2展示室

さくら墨遊会 水墨・墨彩画展 ℡ 027-352-7304さくら墨遊会（公開12日～15日）第 4展示室

星の子展 ℡ 080-9810-3355星の子展（公開12日～17日）第 6展示室

4/25 5/1－ （水・祝）（木）

墨真会 書道展 ℡ 027-251-7045墨真会（公開26日～30日）第1展示室

風友会 第16回写真展 ℡ 090-2332-1388風友会（公開26日～5月1日）第 2展示室

高崎日本画展 ℡ 027-352-6092高崎日本画同人会（公開26日～5月1日）第 6展示室

墨 de ART展 ～心の表情 ℡ 090-7015-3975吉田清香（公開25日～5月1日）第 4展示室

4/18 4/24－ （水）（木）

第45回記念群馬芸術文化協会展 ℡ 0274-22-4383群馬芸術文化協会（公開19日～24日）第1・2展示室・予備室

山崎ちぎり絵教室作品展 ℡ 027-327-0011山崎ちぎり絵教室（公開19日～24日）第 3展示室

絵画展 ℡ 027-252-1709斗南美術協会（公開19日～24日）第 4展示室

北の大地 自然賛歌 写真展 ℡ 027-343-6133三瓶 重利（公開19日～24日）第 5展示室

高崎写真研究会フォトクラブ光景写写真展 ℡ 090-4711-5706高崎写真研究会フォトクラブ光景写（公開19日～24日）第 6展示室
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4/1
（月）

4/2
（火）

4/3
（水）

4/4
（木）

4/5
（金）

4/6
（土）

4/7
（日）

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2221

19：00 ～20：45
あみこ／カランコエの花ギャラリー

10：00 ～11：42
ポップ・アイ

12：20 ～13：50
どこでもない,ここしかない

16：40 ～18：09
家族のレシピ

14：20 ～16：07
台北暮色ギャラリー

12：30 ～14：01
旅するダンボール

10：00 ～11：54
名前

14：30 ～16：27
ゾンからのメッセージ

17：00 ～19：33
ひかりの歌

20：00 ～21：23
あなたはわたしじゃないシネマテーク

10：00 ～11：47
台北暮色

12：30 ～14：12
ポップ・アイ

15：00 ～16：17
TOURISM 

ギャラリー

15：00 ～16：27
アストラル・アブノーマル鈴木さん

17：00 ～18：29
聖なるもの

19：20 ～21：01
真っ赤な星

シネマテーク

19：00 ～20：20
わたしたちの家　ギャラリー

15：20 ～17：01
真っ赤な星

13：00 ～14：45
あみこ／カランコエの花

17：30 ～19：24
名前

20：00 ～21：27
アストラル・アブノーマル鈴木さん

シネマテーク

19：00 ～20：16
伊参スタジオ映画祭作品ギャラリー

13：45 ～15：14
聖なるもの

12：00 ～13：20
わたしたちの家

15：40 ～17：02
赤色彗星倶楽部

17：30 ～19：14
いつも月夜に米の飯

19：50 ～21：19
オーファンズ・ブルース

シネマテーク

19：00 ～20：22
赤色彗星倶楽部ギャラリー

14：30 ～15：46
伊参スタジオ映画祭作品

17：20 ～18：49
オーファンズ・ブルース

19：30 ～21：14
いつも月夜に米の飯

シネマテーク

〜

14
4/

090-5393-1363

12：30-16：00

ヴィエナピアノ・フルート教室
℡.

大人の音楽教室発表会

日

無料

15
4/

027-345-6188

12：30-15：50

ユニゾンハーモニカクラブ連合会
℡.

ユニゾンハーモニカクラブ合同演奏会

月

無料

17
4/

027-361-7604

19：00-20：45

公益社団法人 高崎青年会議所
℡.

4月委員会事業
「営業学 可能性のある人材の価値を高める」
～日常の全てはコミュニケーション～

水

2,000円

24
4/

090-3146-8973

18：30-20：45

葡萄屋
℡.

第94回葡萄屋寄席
春風亭一之輔独演会

水

4,000円

3/14 4/10－ （水）（木）

4/8 4/30－ （火・休）（月）

「19世紀フランス美術の世界」より『連作の魅力』、『印象派展覧会』
ドガ、ルノワール、ピサロ他
『利休の茶』

11：00　12：00　13：00　14：00

11：00　12：00　13：00　14：00

月・火・水・金（1日4回）

土・日（1日4回）

上　映　時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

ー6/16（日）4/13（土）

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

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。（3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。

第33回 高崎映画祭
高崎映画祭事務局 Tel.027-388-9649 takasakifilmfes.jp

2019.3.23㈯▶▶▶ 4.7㈰

高崎映画祭事務局
027-388-9649℡.

28
4/

027-327-5654

13：00-16：15

ピアノ教室「高崎の森」
℡.

ピアノ教室「高崎の森」ピアノ発表会

日

無料

データ提供：高崎映画祭事務局

『家族のレシピ』公開記念　～映画のまち高崎展～
高崎財団

（公開3月17日～7日）
全展示室 映画「家族のレシピ」（３月９日公開）の公開に伴い、映画をとおして高崎を世界に発信しているパフォー

マンスと「高崎映画祭」や「高崎フィルムコミッション」など、高崎市の強い市民力によって、高崎独自の映
画文化を育んできた歴史をご紹介します。

℡ 027-321-1213



プラネタリウム

天 文
教 室

「春の天体と月を見よう」
■日時：4月12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。
■参加費：無料　
■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
4/8,15,22

科学工作教室「ゾートロープを作ろう」
■日時：4月27日（土）　9：30～12：00
■内容：絵が動いて見える不思議なコマを作る。
■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：300円（材料費）
■締切：4月18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

3/27～4/7の毎日
4/27～5/6の毎日

150円
310円

120円
250円

☆
お
知
ら
せ
☆

※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）
※3/27～ 4/7（春休み期間）と4/27～ 5/6は毎日4回投映を行います。
※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（春の星座解説を含む約40分）

投映期間：投映中～6月2日（日）

子ども向け番組（春の星座解説を含む約35分）

投映期間：投映中～6月2日（日）
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「小学４年生から中学生プログラミング体験 ４月」
■日時：4月28日（日）　9：30～12：00
■内容：文部科学省ウェイブサイトのプログラミンにも触れながらスクラッチを
　　　　中心にプログラミングを体験する。
■対象：小学4年生～中年生
■定員：10人
■費用：無料
■締切：4月18日（木）

パソコン教室「小学１年生から３年生プログラミング体験 ５月」
■日時：5月12日（日）　9：30～12：00
■内容：文部科学省ウェイブサイトのプログラミンを中心に
　　　　スクラッチも加えて初歩的なプログラミングを体験する。
■対象：小学1年生～小学3年生
　　　（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：10人
■費用：無料
■締切：5月2日（木）

科学工作教室「メカ・キリンを作ろう」
■日時：5月11日（土）　9：30～12：00
■内容：キリン型のロボットを作る。
■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：5月2日（木）

■一般番組 ■子ども向け番組

平原綾香　いのちの星の詩
SPECIAL EDITION

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

宇宙に地球が誕生し、
やがていのちが生まれ、
育まれてきた。
数え切れない偶然と
絶妙なバランスによって
守られた地球。

はるかな時を越えて今、この星に生まれ、大切な人と出会えた
奇跡。その奇跡のストーリーを平原綾香さんの深みのある歌や
優しい語りとともにお届けします。
クライマックスは名曲『Jupiter』とともに人類の探究心を翼に
壮大な宇宙への旅へ。きらめく星空とともに、
いのちのストーリーをお楽しみください。

（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：4/1・8・15・22

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

≪水色の風景≫水彩・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

■開園時間は9：00～16：30（入園は16：00まで）
    4月～8月までの土・日・祝は9：00～18：00（入園は17：30まで）
■休園日：4/1・8・15・22
■臨時休館日：4/23・24・25
  （展示替えのため染色工芸館は休館します。）
■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。（3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

インターネット購入対象インターネット購入

4/21（日）ー

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 

チケット
好評
発売中

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 
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 

群響「群馬ブラスクインテット」
×箕郷・群馬地域合同バンド
「Happiness」ジョイントコンサート
　　

心揺さぶる、熱い演奏をあなたに

出演：群馬ブラスクインテット
　　　市立箕郷中学校吹奏楽部
　　　市立群馬中央中学校吹奏楽部
　　　市立群馬南中学校吹奏楽部
曲目：欅坂 46メドレー /金山徹編曲
　　　ミッキーマウス・マーチ /Ｊ・ドッド作曲
　　　管楽器と打楽器のためのセレブレーション /
　　　J・スウェアリンジェン作曲　ほか
全席指定 1,000円 学生 500円
※未就学児の入場はご遠慮下さい

14：00開演 

8
6/
土

チケット
好評
発売中

開催中

Ⓒ蛙男商会 DEL

格子縞子供着物　（江戸時代）
－収蔵品展より－

チャリティーダンスパーティー

14
4/ 13：00-16：30

前売り 1,000円　当日 1,000円
スタジオバラーレ

日 090-9209-0114℡.

第35回ミュージック愛好会
バイオレットチャリティー歌謡発表会

7
4/ 13：00-17：00

2,000円

日 027-344-2789℡.
ミュージック愛好会バイオレット会長富沢文男

『瀕死の白鳥』
　　   『ライモンダ』より“グラン・アダージョ”
　　　　    『カラヴァッジオ』 
                     ツィゴイネワイゼン
                         タイスの瞑想曲 ほか

SS席 10,000円~F席 2,000円
ペア・親子ペア券あり

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！？

チケット販売中

開演 16:00
大ホール

日7/28

S席 2,500円 A席 1,500円
B席 1,000円 C席 500円
高校生以下 1,000円
ペア・親子ペア券あり 

 松田華音 ピアノ
リサイタル

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」他

3月23日（土）発売開始

収蔵品展「草木染の美・春」
7/7（日）ー

企画展「この木なんの木どんな色？
　　　　　　－染料植物の道を歩こう－」

開演 18:00　大ホール
6/9日

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

ザハーロワ＆レーピン
トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 2019

パ・ド・ドゥ ｆｏｒ Toes and Fingers
バレエ＆クラシック

ピアノ発表会

7
4/ 13：00-16：00

無料

日

下田ピアノ教室

春の文化祭　カラオケ＆舞踊

21
4/ 13：00-17：00

無料

日 027-371-3009℡.
高崎市文化協会箕郷支部

榛東チャリティカラオケ発表会

28
4/ 10：00-18：00

無料

日 0279-55-0544℡.
榛東カラオケ愛好会（代表 安田好男）

第23回アニマート・テューネピアノコンサート

14
4/ 13：00-16：30

無料

日 027-363-8618℡.
アニマート・テューネピアノスクール

第48回榛名伝統芸能　邦楽の祭典

28
4/ 13：00-16：00

無料

日 027-374-5001（エコール）℡.
榛名邦楽会　加藤安代

4/26（金）

メンバーズ
公演チケットをより便利に購入していただくための
新しいインターネットサービスが始まります。

＊画面上で座席を選ぶことができます。
＊受取方法は、お近くのセブン - イレブンでの
　受け取りか郵送が選べます。 
＊有効期限はありません。
問合せ先
公益財団法人高崎財団 高崎芸術劇場部
TEL：027-321-1213【平日 8:30 ～17:15】

高崎芸術劇場ホームページからご登録を
お願いいたします。 
●スマートフォンからでもご登録いただけます。

高崎芸術劇場

特典１
チケットweb先行販売

特典 2 特典3

＊財団主催事業のチケットを
電話・窓口販売に先駆けて
いち早くお求めいただけます。

インターネットから
座席を選んで

チケットが購入できる
＊24 時間いつでもチケットが　
購入できます！
（システムメンテナンス時を除く）

メールマガジン
＊メールで最新の公演情報や
先行販売の情報が届きます！

登録受付中

登録料・年会費 無料 !

24h



プラネタリウム

天 文
教 室

「春の天体と月を見よう」
■日時：4月12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。
■参加費：無料　
■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
4/8,15,22

科学工作教室「ゾートロープを作ろう」
■日時：4月27日（土）　9：30～12：00
■内容：絵が動いて見える不思議なコマを作る。
■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：300円（材料費）
■締切：4月18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

3/27～4/7の毎日
4/27～5/6の毎日

150円
310円

120円
250円

☆
お
知
ら
せ
☆

※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）
※3/27～ 4/7（春休み期間）と4/27～ 5/6は毎日4回投映を行います。
※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（春の星座解説を含む約40分）

投映期間：投映中～6月2日（日）

子ども向け番組（春の星座解説を含む約35分）

投映期間：投映中～6月2日（日）
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「小学４年生から中学生プログラミング体験 ４月」
■日時：4月28日（日）　9：30～12：00
■内容：文部科学省ウェイブサイトのプログラミンにも触れながらスクラッチを
　　　　中心にプログラミングを体験する。
■対象：小学4年生～中年生
■定員：10人
■費用：無料
■締切：4月18日（木）

パソコン教室「小学１年生から３年生プログラミング体験 ５月」
■日時：5月12日（日）　9：30～12：00
■内容：文部科学省ウェイブサイトのプログラミンを中心に
　　　　スクラッチも加えて初歩的なプログラミングを体験する。
■対象：小学1年生～小学3年生
　　　（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：10人
■費用：無料
■締切：5月2日（木）

科学工作教室「メカ・キリンを作ろう」
■日時：5月11日（土）　9：30～12：00
■内容：キリン型のロボットを作る。
■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：5月2日（木）

■一般番組 ■子ども向け番組

平原綾香　いのちの星の詩
SPECIAL EDITION

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

宇宙に地球が誕生し、
やがていのちが生まれ、
育まれてきた。
数え切れない偶然と
絶妙なバランスによって
守られた地球。

はるかな時を越えて今、この星に生まれ、大切な人と出会えた
奇跡。その奇跡のストーリーを平原綾香さんの深みのある歌や
優しい語りとともにお届けします。
クライマックスは名曲『Jupiter』とともに人類の探究心を翼に
壮大な宇宙への旅へ。きらめく星空とともに、
いのちのストーリーをお楽しみください。

（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：4/1・8・15・22

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

≪水色の風景≫水彩・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

■開園時間は9：00～16：30（入園は16：00まで）
    4月～8月までの土・日・祝は9：00～18：00（入園は17：30まで）
■休園日：4/1・8・15・22
■臨時休館日：4/23・24・25
  （展示替えのため染色工芸館は休館します。）
■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。（3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

インターネット購入対象インターネット購入

4/21（日）ー

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 

チケット
好評
発売中

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 
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 

群響「群馬ブラスクインテット」
×箕郷・群馬地域合同バンド
「Happiness」ジョイントコンサート
　　

心揺さぶる、熱い演奏をあなたに

出演：群馬ブラスクインテット
　　　市立箕郷中学校吹奏楽部
　　　市立群馬中央中学校吹奏楽部
　　　市立群馬南中学校吹奏楽部
曲目：欅坂 46メドレー /金山徹編曲
　　　ミッキーマウス・マーチ /Ｊ・ドッド作曲
　　　管楽器と打楽器のためのセレブレーション /
　　　J・スウェアリンジェン作曲　ほか
全席指定 1,000円 学生 500円
※未就学児の入場はご遠慮下さい

14：00開演 

8
6/
土

チケット
好評
発売中

開催中

Ⓒ蛙男商会 DEL

格子縞子供着物　（江戸時代）
－収蔵品展より－

チャリティーダンスパーティー

14
4/ 13：00-16：30

前売り 1,000円　当日 1,000円
スタジオバラーレ

日 090-9209-0114℡.

第35回ミュージック愛好会
バイオレットチャリティー歌謡発表会

7
4/ 13：00-17：00

2,000円

日 027-344-2789℡.
ミュージック愛好会バイオレット会長富沢文男

『瀕死の白鳥』
　　   『ライモンダ』より“グラン・アダージョ”
　　　　    『カラヴァッジオ』 
                     ツィゴイネワイゼン
                         タイスの瞑想曲 ほか

SS席 10,000円~F席 2,000円
ペア・親子ペア券あり

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！？

チケット販売中

開演 16:00
大ホール

日7/28

S席 2,500円 A席 1,500円
B席 1,000円 C席 500円
高校生以下 1,000円
ペア・親子ペア券あり 

 松田華音 ピアノ
リサイタル

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」他

3月23日（土）発売開始

収蔵品展「草木染の美・春」
7/7（日）ー

企画展「この木なんの木どんな色？
　　　　　　－染料植物の道を歩こう－」

開演 18:00　大ホール
6/9日

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

ザハーロワ＆レーピン
トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 2019

パ・ド・ドゥ ｆｏｒ Toes and Fingers
バレエ＆クラシック

ピアノ発表会

7
4/ 13：00-16：00

無料

日

下田ピアノ教室

春の文化祭　カラオケ＆舞踊

21
4/ 13：00-17：00

無料

日 027-371-3009℡.
高崎市文化協会箕郷支部

榛東チャリティカラオケ発表会

28
4/ 10：00-18：00

無料

日 0279-55-0544℡.
榛東カラオケ愛好会（代表 安田好男）

第23回アニマート・テューネピアノコンサート

14
4/ 13：00-16：30

無料

日 027-363-8618℡.
アニマート・テューネピアノスクール

第48回榛名伝統芸能　邦楽の祭典

28
4/ 13：00-16：00

無料

日 027-374-5001（エコール）℡.
榛名邦楽会　加藤安代

4/26（金）

メンバーズ
公演チケットをより便利に購入していただくための
新しいインターネットサービスが始まります。

＊画面上で座席を選ぶことができます。
＊受取方法は、お近くのセブン - イレブンでの
　受け取りか郵送が選べます。 
＊有効期限はありません。
問合せ先
公益財団法人高崎財団 高崎芸術劇場部
TEL：027-321-1213【平日 8:30 ～17:15】

高崎芸術劇場ホームページからご登録を
お願いいたします。 
●スマートフォンからでもご登録いただけます。

高崎芸術劇場

特典１
チケットweb先行販売

特典 2 特典3

＊財団主催事業のチケットを
電話・窓口販売に先駆けて
いち早くお求めいただけます。

インターネットから
座席を選んで

チケットが購入できる
＊24 時間いつでもチケットが　
購入できます！
（システムメンテナンス時を除く）

メールマガジン
＊メールで最新の公演情報や
先行販売の情報が届きます！

登録受付中

登録料・年会費 無料 !

24h



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4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

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

※入場料が毎回別途大人410円／1回・小人210円／1回必要です。

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
※武道館で開催の教室は、浜川体育館へ申し込みください。

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

あて先
・

問い合わせ先

●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1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。

申
込
方
法

会場名 教室名 期　間 曜日 コース 参加料 定　員 申込期間

浜　川
プール

武道館

30人

スポーツ教室

第2期水泳教室昼間 5/28～6/28

5/29～6/26
16：00～17：00
対象者は、市内の年中・年長児（4・5・6歳）
水慣れから潜る練習など

1,000円
（計5回）※

30人5/30～6/27
16：00～17：00
対象者は、市内の年中・年長児（4・5・6歳）
バタ足やけのびなど水泳の基本

1,000円
（計5回）※

水

木

わかば　　10人
初級Ａ　　20人
初級Ｂ　各15人
中　級　各20人

4/16（火）～
4/30（火） 

4/ 2（火）～
4/16（火） 

火
・
金

アクアキッズ
～水慣れ水泳教室～
水曜クラス

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）

各1,500円
（全10回）※

アクアキッズ
～水慣れ水泳教室～
木曜クラス

4/16（火）～
4/30（火） 

20組5/21～6/18 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

1,500円
（計5回）火第1期親子仲良し運動教室 4/1（月）～

4/15（月） 

SPORTS INFORMATION

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 4/1.8.15.22

8：30–17：15

高崎演劇鑑賞会第384回例会　
劇団NLTミュージカルO.G.

027-323-0955
16
4/ 18：30-20：30

会員
高崎演劇鑑賞会

火 ℡.

学校法人ＭＧＬ学園入学式

027-321-0411
5
4/ 13：00-16：00

関係者
学校法人ＭＧＬ学園

金 ℡.

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

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。（3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。

第26回邦楽春の祭典 2019

027-323-8564
14
4/ 13：00-16：30

無料
NPO法人 三曲合奏研究グループ

日 ℡.

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  
4/1.8.15.22 ホール 1,932席

TEL 027-322-4527
高崎市高松町28番地2370-0829〒

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。（3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 インターネット購入対象インターネット購入
9
4/

027-322-2827

9：30-11：40

高崎商科大学附属高等学校
℡.

平成 31年度
高崎商科大学附属高等学校入学式

火

関係者

027-365-3374

10：00-11：00

学校法人群馬パース学園
℡.

平成 31年度群馬パース大学・
群馬パース大学大学院・
群馬パース大学福祉専門学校入学式

木

関係者4
4/

027-347-1686

10：00-15：00

たかさきスプリングフェスティバル実行委員会
℡.

第 31回たかさき
スプリングフェスティバル

月・祝

無料29
4/

5
4/

027-352-1290

10：00-12：00

高崎健康福祉大学
℡.

平成 31年度高崎健康福祉大学入学式

金

関係者

6
4/ 10：00-12：30

公立大学法人高崎経済大学

平成 31年度高崎経済大学入学式

土

関係者

027-343-5416℡.

7
4/ 11：00-17：00

カラオケ「心の会」

カラオケ「心の会」発表会

日

入場整理券

027-323-4123℡.

第15回高崎バレエスクール発表会

027-362-7097
7
4/ 14：00-16：00

無料
高崎バレエスクール

日 ℡.

第3回高崎健康福祉大学
和太鼓集団“舞”演奏会

027-352-5558
20

4/ 13：00-16：00
無料（整理券）
高崎健康福祉大学和太鼓集団“舞”

土 ℡.

日本舞踊松景流　合同勉強会

090-1659-0147（福嶋）
21

4/ 13：00-16：00
無料
日本舞踊 松景流

日 ℡.

群馬県立高崎女子高等学校音楽部
第36回定期演奏会

027-362-2585

27
4/ 27日 17：30-20：00（夜公演）

28日 13：30-16：00（昼公演）
300円
群馬県立高崎女子高等学校音楽部土

28
日

℡.

土

群響第 回定期演奏会54713
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＊

曲目：ベートーヴェン／ピアノ協奏曲　第 5番
　　　変ホ長調　作品 73「皇帝」＊
　　　ベートーヴェン／
　　　交響曲　第 3番　変ホ長調　作品 55「英雄」

027-322-4944℡

指定／ S席 4,600円（完売）　　A席 4,100円
　　　B席 3,600円
自由／C席 2,100円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※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）（群響事務局取扱のみ）

協賛：

Ⓒ山本倫子 ⒸK.Miura

4/26（金）～28（日）
体操天皇杯
第73回全日本体操個人総合選手権
■主催：公益財団法人日本体操協会　■観覧：有料

4/20（土）・21（日）
2019 新体操日本代表選考会
■主催：公益財団法人日本体操協会　■観覧：有料

チケット
好評
発売中

世界新体操選手権などの国際大会に派遣する日本代表を決定する
大会です。国内トップ選手たちが集います。

国内最高峰となる個人総合日本一を決定します。また、世界体操選
手権などの国際大会の派遣選考となる大会です。


