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EXCITING

【出演】ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」（総勢53名）
【曲目】ポロネーズ、シュワ・ジェヴェチカ、クラコヴィアク ほか

共催：MIN-ON

ポーランドに伝わる自国の伝統舞踊を守りながら、現代文化を融合し、見事なまでに
昇華させたパフォーマンスは「総合芸術」と評されます。高い芸術性は世界でも認めら
れ、数々の賞を受賞。5大陸44ヶ国以上で海外公演を行ってきた「シロンスク」が、日本・
ポーランド国交樹立100周年を記念し、新たな友誼の歴史を刻みます。

10.19（土）18:30開演 / 10.20（日）14:00開演
S席 7,500円　A席 6,500円　高崎芸術劇場 大劇場

CONTENTS　01-04 ピックアップ公演　05 アート　06 イベント・カレンダー　07 アート／サイエンス　08 スポーツ／ムービー

Takasaki Culture and Sports Information No.22019.10 エキサイティング

高崎芸術劇場　〒370-0841 高崎市栄町9-1 TEL.027-321-7300　http://www.takasaki-foundation.or.jp

日本・ポーランド国交樹立100周年記念

「シロンスク」
ポーランド国立民族合唱舞踊団

TA K E  F R E E

2019

10
October

高崎芸術劇場開館を華やかに彩る2日間
色彩豊かな伝統舞踊と合唱の豪華なステージ

好評発売中

高崎芸術劇場・大劇場が
ポーランド一色に！
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1300年の歴史がある雅楽は、現存する“世界最
古のオーケストラ”とも言われます。オーケストラ
音楽のことを管弦楽というのは「雅楽の管楽器・弦
楽器・打楽器の構成」に由来しています。
「雅楽とは古代日本の神道系の歌舞に、アジア大
陸から伝来した音楽と舞が加わり、寺社の儀式や貴
族社会の宴の場を中心に発展してきました」と解説
するのは、高崎市出身の笙

しょう
演奏家・東

とうの
野珠

たま み
実さんで

す。東野さんは、海外公演も行う雅楽のプロ楽団、

高崎芸術劇場がオープンして開催される最初の定
期演奏会です。ロシアを代表する指揮者の一人であ
るアレクサンドル・ラザレフ氏が、この記念すべき
定期演奏会に登場します。一切妥協のない彼の音楽
に対する情熱及びオーケストラの奏でる響きが、新
ホールにどのように響き渡るのか、今から期待が膨
らみます。
演目の前半に演奏するバレエ音楽《四季》（グラズ

ノフ）は、群響の70年以上の歴史で初演。後半には
バレエ音楽《ロメオとジュリエット》（プロコフィエ
フ）を取り挙げます。群馬音楽センター開館（1961
年）以来、約半世紀にわたり開催してきた同セン

伶楽舎で活躍されています。
今回のプログラムについて「改元と劇場開館を祝
うにふさわしく古来、新築の祝いに演奏されてきた
賀
かてん
殿で始まります。続く青

せいがいは
海波は、日本の代表的な

文様の語源ともなった名曲で、波の象徴する永遠
性、平穏な世が続くことへの希望を表す寿ぎの舞。
源氏物語で頭中将と光源氏という世をときめく二人
が舞うシーンでも有名です」と話します。今回、新
調された衣装の絹の光沢、色彩の輝きにも注目です。

ターでの定期演奏会が、去る2019年9月1日（日）
に大盛況にて終演。本拠地を高崎芸術劇場へと移し
ます。ラザレフ氏の真骨頂とも言えるロシア音楽の
管弦楽作品で幕開けする定期演奏会。新たな群響の
響きを、ぜひ劇場でお楽しみください。

後半の露
ろだい ら ん ぶ
台乱舞は、宮中の和やかな野宴を再現し

た組曲で、王朝時代の公式行事後に繰り広げられた
当時の光景が蘇ります。
「雅楽は現代の私達がお預かりしている日本の宝
物。大切に受け継いでいきたいですね」そう東野さ
んが表する舞台は、現代人が忘れかけている何かを
体感できる壮大なステージになりそうです。

料金 全席指定 SS席 6,500円　S席 5,500円
　　　A席 5,000円　B席 4,000円　C席 3,000円
出演 アレクサンドル･ラザレフ（指揮）
曲目 グラズノフ／バレエ音楽《四季》作品67
　　　プロコフィエフ／
　　　バレエ音楽《ロメオとジュリエット》作品64より
　　　【ラザレフ版】

Photo Toshiyuki Urano

“世界最古のオーケストラ・雅楽”今によみがえる宮中の世界！
改元の年にふさわしい日本古来の響きと格調高い舞の数 ！々

群馬交響楽団 第552回定期演奏会 10/26（土）18:45開演（18:00開場）

ロシア音楽の神髄で新ホール定期の幕開け！！

【大劇場】10・11月公演・チケット情報

10/11（金） 18:30開演 美輪明宏の世界　～愛の話とシャンソンと～

11/3（日・祝） 16:00開演 トリエステ・ヴェルディ歌劇場「椿姫」
S席 15,000円　A席 12,000円　B席 9,000円　C席 6,000円　U-25 2,000円（C席）

国内最大級の舞台面を誇る臨場感あふれる高機能ホール
幅広い演出に対応できる舞台機構を備えた高機能な多目的ホール。国内最大級の舞台
間口の広さは、臨場感を増大させ観客と舞台の一体感を生み出します。客席形状は舞台
との一体感を尊重した緩やかに広がる扇形です。

・客席 2,026席（1階席、2階席、バルコニー席）
・車椅子 　4席

11/6（水） 19:00開演 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
S席 14,000円　A席 10,000円　B席 7,000円　U-25 3,000円（B席）

11/9（土） 18:00開演 Mariko Takahashi Concert vol.43 2019 MariCovers
全席指定 8,800円

音楽祭

残席僅少

公演中止※ 完売御礼

完売御礼

群馬交響楽団プレイガイド

雅
が が く

楽 伶
れ い が く し ゃ

楽舎 11/17（日）15:00開演（14:15開場）

高崎財団 10・11月ピックアップ公演

東野珠実さん（高崎市出身）

PROFILE
文化庁舞台芸術創作奨励特別賞等、国内外にて
入選・受賞。国立音楽大学在学中から雅楽を学
ぶ。90年より笙奏者として活躍。坂本龍一など
と共演、ジャンルを超えた多様な活動を展開。

「高崎の音楽環境は国際的に見ても高いと
思います。新しい劇場で豊かな時間を過ご
していただきたいですね」

伶楽舎／芝
しばすけやす
祐靖（2017年文化勲章

受章）氏によって 1985年創立さ
れた雅楽のプロ楽団。古典雅楽を
基礎に、古代楽器の復元演奏、現
代音楽の創造、教育分野における
啓蒙を四つの柱に活動する。

料金 S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円
　　　U-25 1,500円（B席）
演目 〈第一部〉
　　　舞楽 賀殿 急
　　　舞楽 青海波
　　　舞楽 蘭陵王　

〈第二部〉
芝祐靖復曲・構成／「露台乱舞」
　雑芸 白薄様
　管絃 平調調子、越天楽残楽三返 ほか

10/24（木）13:30開演　会場 :スタジオシアター
東野珠実さんによる
「雅楽の話と装束のデモンストレーション」

《雅楽・事前レクチャー》★入場無料

＊お申込み等、詳細は当劇場HPをご覧ください。

※「美輪明宏の世界～愛の話とシャンソンと～」は出演者の都合により、公演中止となりました。チケットの払い戻しはご購入のプレイガイドにお問い合わせください。

1.群響事務局　TEL.027-322-4944（平日10:00～18:00）
2.群響オンラインチケットサービス（群響HP）
3.高崎市施設プレイガイド（P3 1 2 参照）
4.チケットぴあ TEL.0570-02-9999
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今年、6年ぶりのニューアルバム『Dream Baby 
Dream』をリリースし、7月の横浜を皮切りにアルバ
ム発売記念ツアーを行っているエゴラッピン。その
中で、唯一“高崎芸術劇場”を冠した公演が実現し
た経緯について当劇場公演担当者は「私の敬愛する
レコード番長こと、DJ須永辰緒さんを通して数年前
からオファーをしていました。オープニングは須
永さんのDJでスタートするのはここ高崎だけです」
と話します。「エゴラッピンはポップな中にもジャ
ンルの壁を軽やかに乗り越える、ジャズありロック
ありの演奏で音楽の楽しみ方を教えてくれます。ツ

「また観たい !」「もう見られないと思っていた !」
そんな思い出のライブやステージが、最新鋭の映像
と音響を備えたスタジオシアターでよみがえりま
す。伝統芸能や音楽ライブ、演劇、オペラなど多彩
なジャンルから厳選したラインナップでお届けする
ODSシアター。その魅力は、なんといっても“ライ
ブとは一味違う新感覚の臨場感”を味わえること。
高度な技術で撮影・編集されているので“生”では
見られない細部や音声をお楽しみいただけます。
第一弾となる「ソフィア・コッポラの椿姫」（2017

年製作／伊）は、映画界の巨匠コッポラ監督の愛娘
ソフィア・コッポラが初演出したオペラ公演です。
本公演は、ソフィア・コッポラ監督作「マリー・
アントワネット」に感銘を受けたイタリアのファッ
ションブランド「バレンティノ」の創業者バレン
ティノ・カラバーニが演出をオファーし、2016年に
ローマ歌劇場で実現。カラバーニ自身がヴィオレッ
タのドレスをデザインするなど、モダンな衣装にも

アー後半にさしかかり演奏がより進化しているそう
ですから期待が高まります」と数年越しの念願ライ
ブの実現を前に、今から胸の高鳴りを隠せません。

注目です。映画監督でもあるソフィア・コッポラな
らではの演出を大スクリーンでご覧ください。

EGO-WRAPPINʼ／中納良恵（Vo）と森雅樹（g）が、1996年に
大阪で結成。98年にファーストアルバム『BLUE SPEAKER』を
発表。2001年に『満ち汐のロマンス』でメジャーデビュー。
年末の〈東京キネマ倶楽部〉などで行なわれる『Midnight 
Dejavu』など、ライブバンドとしても人気が高い。 

11/4（月・祝）18:00開演（17:00開場）

EGO-WRAPPINʼ live tour “Dream Baby Dream”
高崎芸術劇場 presents

貴重なステージや感動の名作を大スクリーンでお楽しみいただけます。

自由な雰囲気と熱い情熱 ―
ジャンルの壁を軽く乗り越えるエゴ・サウンド

スタジオシアターが、映像作品を鑑賞できる
“ODSシアター ” に！！

高崎財団 10・11月ピックアップ公演

【スタジオシアター】10月公演・チケット情報

10/5（土） 18:00開演
PERSONZ
全席指定 6,500円

10/8（火） 18:30開演
CRAZY KEN BAND
1階 6,000円（立ち見のみ）　2階 6,500円（全席指定）

10/10（木） 19:00開演
渡辺貞夫クインテット2019　～Time After Time～
全席指定 6,000円

10/12（土） 17:00開演
山中千尋　エレクトリック・フィメール・トリオ
全席指定 5,000円

奥行きが変化する舞台は、客席まで全てフラットにした平土間にも変化し、自由な空間
形成が可能。ロックコンサートなどのスタンディングイベントには、最大1,000人収容
可能。固定席と遜色ない可動席は、567席の中劇場としても、演劇、能、舞踊など幅広い
公演に対応します。

無限の可能性を秘めたフレキシブルな空間

音楽祭完売御礼

音楽祭完売御礼音楽祭2階 完売御礼

音楽祭

ODS=Other Didital Stuff（Source）
映画館で上映される映画以外のコンテンツ

料金 1階 6,000円
　　　（立ち見のみ）
　　　2階 6,800円
　　　（全席指定） 
出演 EGO-WRAPPINʼ
　　　DJ須永辰緒

完売御礼

★12月は音楽ライブ映像を上映予定です。

日時 11/8（金）・9（土）　両日11:00上映
料金 全席自由 一般1,700円　U-25 1,200円

真実の愛に目覚めた高級娼婦ヴィオレッタの悲劇的な運命
を描いたジュゼッペ・ヴェルディによる名作オペラ「椿姫」。

ODSシアター第1弾 !!
ソフィア・コッポラの椿姫

　ふかまりゆく秋。
高崎芸術劇場・11月第1週は
“オペラ・椿姫週間”です。　

トリエステ・ヴェルディ歌劇場「椿姫」

©foto di Fabio Parenzan

　ヴェルディ２作品を初演した名門歌劇場の待望の来
日。ヴィオレッタを演じるイタリアの名花ランカトーレ
が高崎公演に登場！乞うご期待！
日時 11/3（日・祝）16:00開演（15:15開場）
会場 高崎芸術劇場 大劇場
料金 S席 15,000円　A席 12,000円　B席 9,000円　
　　　C席 6,000円　U-25  2,000円（C席）残席僅少

　トリエステ・ヴェルディ歌劇場「椿姫」のチケッ
トご購入のお客様をODSシアター「ソフィア・
コッポラの椿姫」にご招待いたします。“生の公演
と映像”で楽しむ、またとない機会。トリエステ・
ヴェルディ歌劇場は“残席わずか”。お見逃しなく。
＊入場方法の詳細は当劇場HPでお知らせいたします。

無料ご招待

■高崎芸術劇場メンバーズ限定
受付開始日の10:00～ 24時間受付web先行

一般発売
プ
レ
イ
ガ
イ
ド

高崎芸術劇場メンバーズ

高崎芸術劇場メンバーズ登録受付中
高崎芸術劇場メンバーズは、より便利に、
より早くチケットが購入できる無料のサービスです

http://takasaki-foundation.or.jp/theatre/membership.php
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

登録料・年会費 無料

スマートフォン
からでもご登録
いただけます ▼

1.チケットぴあ
　http://pia.jp　TEL 0570-02-9999　全国のセブン-イレブン、チケットぴあ店舗
2.ローソンチケット
　http://l-tike.com　TEL 0570-000-777 （午前10時～午後8時） 　全国のローソン各店
3.e+（イープラス）
　http://eplus.jp　全国のファミリーマート各店

そ の 他 ※取扱いがない公演もございます。詳しくは当劇場HPをご確認ください。

電話予約（一般発売日の10:00～）
■高崎芸術劇場チケットセンター TEL 027-321-3900（10:00～18:00）無休

1

窓口受付（電話予約開始日の翌日10：00～受付開始）2
■高崎芸術劇場〈2Fチケットカウンター〉（10:00～18:00）無休
■群馬音楽センター・高崎市文化会館 月休 （8:30～17:15）
■高崎シティギャラリー 無休 （8:30～17:15）
■箕郷文化会館・新町文化ホール・榛名文化会館エコール・吉井文化会館 月・火休 （8:30～17:15）
■高崎市倉渕支所〈地域振興課〉・高崎市群馬支所〈地域振興課〉土・日・祝休 （8:30～17:15）
※年末年始は各窓口とも休業となります

 エゴラッピンよりメッセージ
 ムードある一夜になるはずです。ぜひ遊びに来てくださいね
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高崎芸術劇場 スタジオシアター 高崎芸術劇場 スタジオシアター
2020年1/7（火）18:30開演（18:00開場） 2020年1/18（土）18:30開演（18:00開場） 2020年2/25（火）14:00開演（13:30開場） 12/24（火）・25（水）19:00開演（18:15開場）

シルク・ドゥラ・シンフォニー

［料金］S席5,000円　U-25 2,500円

チケット発売開始
web 10/4（金）
一般《電話》10/10（木）《窓口》10/11（金） ［料金］S席 4,000円　A席 3,000円　U-25 1,000円（A席）

［出演］宇梶剛士、山崎銀之丞、朝倉伸二

チケット発売開始
web 10/18（金）
一般《電話》10/24（木）《窓口》10/25（金）

菊地成孔と
ペペ・トロメント・アスカラール
高崎公演2020

演劇公演
「男の純情」

布袋寅泰
HOTEI GUITARHYHM Ⅵ 
TOUR 2019 "REPRISE"

［料金］SS席 12,000円　S席 9,500円
　　　A席 8,000円　B席 6,000円
［出演］ニコライ・ジャジューラ（指揮）
　　　キエフ国立フィルハーモニー交響楽団 ほか ［料金］全席指定 8,500円

※3歳児未満入場不可（3歳児以上有料）。※お子様の会場に
おける安全責任は、同行保護者に負っていただきます。

チケット発売開始
一般《電話》10/3（木）《窓口》10/4（金）

チケット発売開始

web 10/26（土）

10月 チケット発売情報 ［P3.プレイガイド参照］
高崎芸術劇場 大劇場 高崎芸術劇場 大劇場

【音楽ホール】10・11月公演・チケット情報
10/1（火） 13:30開演 仲道郁代 ピアノ・リサイタル

全席指定 3,000円

10/25（金） 19:00開演 パウル・バドゥラ＝スコダ ピアノ・リサイタル
全席指定 5,000円　U-25 2,000円

音楽のある街高崎を象徴した本格的音楽専用ホール
リサイタルに最も適した413席の空間で、どの座席からも舞台を近くに感じられる鑑
賞しやすいホールです。木の優しい温もりに包み込まれ、本格的な響きにこだわった音
楽空間は、聴く人の全てが憧れる品格・高感度・高音質をもった音楽の殿堂です。

・客席 413席
・車椅子 2席

11/1（金） 13:30開演 群馬交響楽団　平日午後のモーツァルトⅠ
全席指定4,000円　U-25 1,500円

11/14（木） 14:00開演 マリコとオペラ！～作家・林真理子のトーク・コンサート～
全席指定 5,000円　U-25 2,000円

音楽祭

残席僅少

耳なじんだクラシックの名曲の数々も、かつて
「初演の日」があったはず―。それを思うと「この
日、この音楽ホールで始まる演奏」がいずれ名曲の
一角に並び称される日が訪れるのかもしれません。
本公演はいわゆる「聞き覚えのある曲は皆無」と
いっても過言ではありません。アルディッティ四重
奏団は現代作品や20世紀初期の作品の演奏で名高
く、数百の初演、170枚以上のCDを手掛ける現代音
楽のパイオニア的存在です。本公演も19～20世紀
の作品と２曲の新作を披露。現代日本を代表する細

「現代、世界を飛び回る最も忙しいヴァイオリニ
ストのひとり」と言われるイザベル・ファウストが
満を持して高崎に登場します。今回の来日は、東
京、京都、高崎のみの希少公演となります。
幼少期から才覚を表し、通常のコンチェルト・レ
パートリーに加え、古楽器の演奏や現代作品まで意
欲的に取り組んでおり「今期、最も玄人好みのプロ
グラムのひとつです」と公演担当者は太鼓判を押し
ます。ピアノのアレクサンドル・メルニコフとも信

川俊夫と高橋悠治の作品の初演は特に聴きどころで
す。「ここ数年の主催公演で最も尖ったプログラム」
と話す公演担当者。チケットの売れ行きも好調で
「当日、お客様をお迎えするのが楽しみです」

頼を寄せ合い、現代最高峰の二人が並び立つ舞台。
曲目は、フランク、ドビュッシーら近現代の名品を
そろえた彼らの原点回帰ともいえる選曲。深まりゆ
く秋を前に、じっくり耳を傾けてみたい一夜です。

料金 全席指定8,000円　U-25 2,500円
曲目 シャリーノ／Codex PurpureusⅡ
　　　クセナキス／アケア
　　　高橋悠治／新作 ※四重奏の予定
　　　シャリーノ／6Quartetti brevi
　　　細川俊夫／弦楽四重奏のための「パッサージュ」

料金 全席指定8,000円　U-25 2,500円　
曲目 ドビュッシー／ヴァイオリン・ソナタ
　　　バルトーク／ヴァイオリン・ソナタ 第一番
　　　ストラヴィンスキー／協奏的二重奏曲
　　　フランク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調

アルディッティ弦楽四重奏団＆高橋悠治（ピアノ） 11/23（土・祝）14:00開演（13:30開場）

極めつけ。現代音楽のパイオニア―降臨。

イザベル・ファウスト＆アレクサンドル・メルニコフ 10/30（水）19:00開演（18:30開場）

現代を代表するヴァイオリニストとピアニストが奏でる魅惑の一夜

お詫びと訂正 9月号・4頁に掲載した12月15日（日）「箕郷うたごえ広場」の公演情報に誤りがございました。正しくは、開演時間14:00です。お詫びして訂正いたします。

©Felix Broede ©Marco_Borggreve

イザベル・ファウスト アレクサンドル・メルニコフ

©Astrid Karger

高崎財団 10・11月ピックアップ公演

高崎芸術劇場 2Fチケットカウンター

公演日程 会場 主催・お問い合わせ
10/4（金）18:30開演　
サーカス40thα この先へ Resurrection of the Harmony
全席自由 5,500円

高崎シティギャラリー 高崎南銀座商店街
葉山一色亭 TEL.027-323-6178（石川）

10/12（土）17:00開演　
第45回明治大学マンドリンコンサート
全席自由 前売 2,500円（当日 3,000円） 

群馬音楽センター 明治大学校友会高崎地域支部　
（株）トリオ本部 TEL.027-322-4192

10/19（土）14:20演目解説、15:00開演　
令和元年度　第34回たかさき能
指定席前売 4,000円（当日 4,500円）
自由席前売券 2,000円（当日 2,500円）　大学生 1,000円 （高校生以下は自由席無料）
※前売りチケット完売の場合は、当日券の販売を行いませんのでご了承ください。　

群馬音楽センター たかさき能（薪能）実行委員会
TEL.090-9378-8224（実行委員会直通）

10/26（土）13:00開演　
春風亭小朝独演会
全席指定 前売 3,000円（当日 3,500円）

高崎市文化会館 桐生音協 TEL.0277-53-3133

11/2（日）14:00開演　
秋の室内楽　渋さの極み
全席自由 一般 3,000円
学生 2,000円（小学生～大学生、専門学校生、高齢者の場合でも学生なら可）

高崎シティギャラリー コンソルティウム・ムジクム　
larkop114@gmail.com

11/12（火） 昼の部 14:00開演／夜の部 17:30開演　
芸能生活55周年記念　五木ひろしコンサート2019
全席指定 7,560円

群馬音楽センター ニッポン放送／アイエス　　
アイエス TEL.03-3355-3553

TEL 027-321-3900（10:00～18:00）

チケット発売中
【窓口販売のみ】

群馬音楽センター TEL 027-322-4527（月休）
高崎市文化会館 TEL 027-325-0681（月休）
高崎シティギャラリー TEL 027-328-5050
箕郷文化会館 TEL 027-371-7211（月・火休）
新町文化ホール TEL 0274-42-9133（月・火休）
榛名文化会館 TEL 027-374-5001（月・火休）
吉井文化会館 TEL 027-387-3211（月・火休）
倉渕支所 地域振興課 TEL 027-378-4521
　　　　　　　　　　　　　　（土・日・祝休）
群馬支所 地域振興課 TEL 027-373-1212
　　　　　　　　　　　　  （土・日・祝休）

宇梶剛士 山崎銀之丞 朝倉伸二

山崎銀之丞：©LesPros entertainment.Co.,Ltd
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現代を代表するヴァイオリニストとピアニストが奏でる魅惑の一夜

日時：10月26日（土）、11月9日（土）14:00～

日時：11月23日（土・祝）14:00～

学芸員によるギャラリートーク

深井隆と学芸員によるクロストーク

彫刻や絵は心の中の「詩」にかたちを与
えます。木彫作家であり絵や版画も制作
する深井隆（1951年高崎市出身）、丸尾康
弘（1956年熊本県出身）と、木版画家であ
り立体も制作する山中現（1954年福島県出
身）、木村繁之（1957年愛媛県出身）は素
材である木と対話しながら、彫刻や絵とい
う言葉では語りえない詩想を表現してき
ました。「すべての表現はただ一つの心の
営み」という考えのもと、絵や彫刻のジャ
ンルを越えて活動を続ける4人の作家たち
が、木を「かたどり」「きざむ」ことで現れ
る詩の世界へご案内します。

　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。

現在開催中の「日本画そぞろあるき」は、日本画
の代表的なジャンルを取り上げ、それぞれの見ど
ころをご紹介する展覧会です。
上村松園《小町の図》は、絶世の美女と謳われた

平安時代の歌人・小野小町を描いた作品です。能
や歌舞伎、浄瑠璃などの題材にもなったとても有
名な女性ですが、現存する当時の肖像等はありま
せん。ここに描かれた小町は松園の想像によるも
のですが、描かれた小町の垂

すいはつ
髪、殿

てんじょうまゆ
上眉（額に描

かれた眉）、切れ長の目などは、平安時代の絵巻物に登場する引
ひきめかぎばな
目鉤鼻の女性たちを想

起させます。流れる髪、十二単の衣
えもん
文、着物の裾なども、顔の描写に合わせるように柔

らかな弧を描き、それぞれが最小限の線だけで表わされています。散る桜の花びらが
春の気配を漂わせますが、小町の衣には春に踊る気持ちを映すような桜が散りばめら
れ、脇

きょうそく
息にはやはり春を表わす柳と蝶などが金線で、蒔絵文様として描かれます。春の

気配を静かに深く感じ入る小町の存在を感じる作品です。

平成から令和へと元号が改まった今年、天皇陛
下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う宮中儀
式が行なわれた際に、「黄

こうろ
櫨染
ぜんの
御
ごほ う
袍」という天皇の

みが着用される装束の色にも注目が集まりました。
この「黄

こう ろ
櫨」はハゼとスオウを染料に、皇太子

のみが着用される「黄
おう に
丹」はベニバナとクチナシ

を染料に用いています。実は、ハゼやベニバナに
は蛍光を発する性質があり、黄櫨や黄丹は「光を
秘めた色」といえます。
本展覧会では、千年以上の時を経て宮中儀式の
装束に受け継がれている「黄櫨」や「黄丹」、そし
て植物が生み出してきた日本の豊かな色彩を紹介
します。

入館料 一般200（160）円　大高生150（120）円
休 館 10/7（月）・8（火）～10（木）※展示替えのため
　　　　15（火）・21（月）・23（水）　　　　
開館時間 9:00～16:30（入館は16:00まで）

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。

＊（ ）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 観覧料 一般500（400）円　大・高生300（250）円
＊（ ）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

＊（ ）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。

上村松園《小町の図》1929-30年頃　当館寄託

左上　丸尾康弘《想い》（2011年）個人蔵
右上　山中現《（空から）》（2018年）作家蔵
右下　深井隆《山の上に坐る人》（2019年）作家蔵
左下　木村繁之《夜の姿》（2017年）作家蔵

〈絵画解説〉
太陽の輝く浜辺を、岩陰か

ら見つめるライオンの後ろ
姿。まるで物語の一場面のよ
うな作品です。こがね色の毛
並みに赤色や青色を混ぜるこ
とで深みが生まれ、引き締
まったライオンの立体感が描
き出されています。よく見る
と、岩壁や日差しを浴びた地
面なども多数の色が塗り重ね
られており、光線の奥行きが
表現されています。洞穴のような岩陰と開けた浜辺の明暗の対比など画面構成も見事で、サバ
ンナに生息するはずのライオンが海を眺めるという世界観も幻想的です。
かまちの作品には、水平線を印象的に描いた絵画がいくつかあります。水平線の向こうにあ
る世界に想いをはせていたのでしょうか。海を眺めるライオンの姿も、彼自身を投影している
ようにも感じられます。

≪海辺のライオン≫　クレヨン･紙

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

詩をかたどる、詩をきざむ―祈りの庭へ。
9.14 土-11.24 日

常設展示 10.11金-12.1 日

企画展 光を秘めた不思議な色～千年を越えて伝わる色彩
会場：染色工芸館

9.14 土-11.10 日

日本画そぞろあるき

アート

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（深井隆作品展示）は10:00～18:00（入館は17:30まで）

開館時間

10:00～18:00（入館は17:30まで）開館時間 9:00～16:30（入園は16:00まで）開園時間

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）

開館時間

〒370-0849 高崎市八島町110-27住 所

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5住 所 〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11住 所

〒370-0841 高崎市栄町3-23
高崎タワー21 3・4階（入口4階）

住 所

027-324-6125　電 話

027-321-0077電 話 027-328-6808　電 話 無料入 園 料

027-330-3773電 話

10/7（月）・15（火）・21（月）・23（水）休 館 日

日時：10月13日(日)・26日(土)14:00～
作品解説会の
お知らせ

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）　Tel.027-221-4321

前橋市Presents　舞台芸術祭2019-20

16:00 開演 大ホール12/15 日

［料金］ SS席 14,000円　S席 13,000円　A席 11,000円　B席 9,000円　C席 7,000円　D席 5,000円
　　　 ペア券 S席 24,000円　A席 20,000円　B席 16,000円　C席 12,000円　D席 8,000円

［料金］Ｓ席 3,500円　Ａ席 3,000円　Ｂ席 2,000円
　　　Ｃ席 1,500円　Ｄ席 1,000円　Ｅ席 800円
　　　高校生以下 1,000円（対象Ｓ,Ａ,Ｂ席）
　　　ペア券 S席 6,000円　A席 5,000円　B席 3,500円
　　　親子ペア券 S席 4,000円　A席 3,500円　B席 2,500円
［曲目］パッヘルベル：カノンとジーグニ長調
　　　ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集 Op.8-1～4「四季」（全曲） ほか

Maebashi Preforming Art Festivai 2019-20

11/11 月  18:30開演 大ホール

「魔 笛」全2幕

魔法の笛を手に王女救出の旅に出る！
歌と芝居で綴る冒険ファンタジー。

原語上演・日本語字幕付
作曲:W.A.モーツァルト

ベルリン・コンツェルトハウス 室内オーケストラ
日下紗矢子＜ヴァイオリン＞

©Sebastian Runge

©PabloCastagnola

※10/23（水）は「即位礼正殿の儀」（祝日）の翌日のため休館します
※10/28（月）は群馬県民の日につき開館のうえ無料開放します

※10/28（月）は群馬県民の日につき開園し開放します

休 館 日 10/7（月）・15（火）・21（月）・23（水）

休 館 日 10/7（月）・15（火）・21（月）・23（水） ※10/28（月）は群馬県民の日につき開館のうえ無料開放します
※10/28（月）は群馬県民の日につき開館のうえ無料開放します

学芸員の解説を聞きながら一緒に展示作品を鑑賞しましょう。

休 園 日 10/7（月）・15（火）・21（月）・23（水）

延喜式再現品と立ち雛

ワレモコウ(バラ科ワレモコウ属)
園内の花情報

枝先に暗赤色で円頭状
の花穂をつけています。
目立つ花ではないので
すが、この花を目当て
に訪れる方が毎年いる、
人気のある植物です。



06

PICK UP!
10月19日（土）15:00開演

第34回 たかさき能

会場 群馬音楽センター
料金 指定席 前売り4,000円  当日4,500円  特別ペアチケット7,000円
　　　自由席  前売り2,000円  当日2,500円、大学生1,000円
　　　（小～高校生は自由席無料、未就学児は入場できません）
出演 観世流・梅若実、大蔵流・山本東次郎ほか
演目 仕舞「難波」、狂言「音曲聟」、能「一角仙人」

10月21日（月）18:30開演
10月22日（火・祝）1st公演 13:00開演／2nd公演 17:30開演

第21回東京03単独公演 「人間味風」

会場 高崎芸術劇場（スタジオシアター）
料金 全席指定 6,000円（未就学児入場不可）
出演 東京03

完売
御礼

昨年大好評だった第 20回
単独公演「不自然体」に続く
「人

にんげんみふう
間味風」が高崎にやって

きます。新作コントの数々は
もちろん、3人が持つ抜群の
演技力と、絶妙なコンビネー
ションでおりなす舞台は必
見。スタイリッシュでシュー
ルかつ痛快な生ライブをお楽
しみください。

イベント・カレンダー

10月 催し物 開演 終演 施設名 料金 問い合わせ先

4金 サーカス 40th+αこの先へ
Resurrection of the Harmony ハーモニーの復活 18:30 20:30 高崎シティギャラリー 全席自由 5,500円 高崎南銀座商店街 TEL.027-322-1766

5土 LACCO TOWER ワンマンツアー2019「独想演奏会」 18:00 20:00 高崎市文化会館 一般 5,500円
中高生 3,300円　小学生 1,100円 株式会社アイロックス info@irocks.jp

6日 LACCO TOWER ワンマンツアー2019「独想演奏会」 18:00 20:00 高崎市文化会館 一般 5,500円
中高生 3,300円　小学生 1,100円 株式会社アイロックス info@irocks.jp

6日 ①高校入試全情報PART2　②新大学入試に向けて 13:30
19:00

17:00
20:30

群馬音楽センター 無料 うすい学園 TEL.027-310-1919

6日 JDSF高崎支部ダンスパーティー 13:30 16:30 箕郷文化会館 会員（会員以外の方は参加費1,000円） 高崎市ダンススポーツ連盟 TEL.027-361-0074

9水 高崎演奏家協会オータムコンサート 18:30 ー 高崎芸術劇場
（音楽ホール） 無料 高崎演奏家協会（伊藤） TEL.090-5393-1363

10木 第67回高崎市戦没者追悼式 10:00 11:30 群馬音楽センター 無料 高崎市社会福祉課 TEL.027-321-1243

11金 映画「あの日のオルガン」上映会
10:30
14:00
18:30

12:30
16:00
20:30

高崎シティギャラリー 全席自由 一般 1,100円（当日1,500円）
高校生 1,000円　中学生以下 800円（当日のみ）はるな生活協同組合 TEL.027-323-2762

12土 第45回明大マンドリンコンサート 17:00 19:30 群馬音楽センター 全席自由 2,500円（当日3,000円） 明治大学校友会高崎地域支部
生方（東栄電工株式会社） TEL.027-362-5836

12土 角松敏生コンサート 17:30 20:00 高崎市文化会館 全席指定 8,000円 完売御礼 桐生音楽文化協会 TEL.0277-53-3133

12土 おだわらともお 　オカリナの風 コンサート 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 全席自由 一般 2,000円　高校生以下 500円 小田原 TEL.080-6660-0599

13日 第58回群馬県母親大会 13:30 16:00 高崎市文化会館 700円 母親大会実行委員会 TEL.027-257-3142

13日 第12回発表会　「山ぼうしの会と仲間たち」 13:00 16:30 高崎シティギャラリー 無料 山ぼうしの会 TEL.027-321-5865

13日 タレントグループ第二部コンサート 17:30 20:00 榛名文化会館 無料 風岡粧子 TEL.027-322-5128

13日 第7回鮫島カラオケ教室発表会 9:30 18:00 箕郷文化会館 無料 鮫島カラオケ教室

13日 KAE　Dance　School　ダンス発表会 14:00 16:00 新町文化ホール 無料 KAE Dance School TEL.090-5556-7562

14 祝 第25回ピアノ発表会 13:00 16:30 高崎シティギャラリー 無料 加藤ピアノ教室 TEL.080-6786-5458

16水 高崎演劇鑑賞会第387回例会　「いのちの花」 18:30 20:30 高崎市文化会館 会員 高崎演劇鑑賞会 TEL.027-323-0955

18金 澤田まゆみピアノリサイタルmy favorites vol.6 　In der Nacht 夜に 19:00 20:45 高崎シティギャラリー 全席自由 4,000円 新演 TEL.03-6222-9513

19土 第34回たかさき能 PICK UP! 15:00 17:00 群馬音楽センター

指定席 4,000円（当日4,500円）
ペア 7,000円（100枚限定）
自由席2,000円（当日2,500円）
大学生1,000円（当日1,000円）
※高校生以下無料。未就学児入場不可

たかさき能（薪能）実行委員会
TEL.090-9378-8244

19土
子ども虐待防止オレンジリボン運動 啓発イベント
オレンジゴスペル2019群馬会場
ゴスペル・オータムコンサートin 高崎

18:00 20:00 高崎シティギャラリー 全席自由 大人1,500円（当日券のみ）
中学生以下 1,000円（未就学児無料）

オレンジゴスペル群馬 GWFC高崎支部
TEL.080-3479-7545

19土 Orchestra Bistrica　創立記念演奏会 14:00 16:00 高崎市文化会館 無料 Orchestra Bistrica TEL.080-6674-3836

20日 邦楽と舞踊の会 10:30 16:30 高崎市文化会館 無料 群馬三曲協会 TEL.080-8723-5354

20日 日本舞踊発表会 10:30 17:00 箕郷文化会館 無料 寿流日舞詩舞鶴美保会 TEL.027-361-7961

21🈷 第21回東京03単独公演 「人間味風」PICK UP! 18:30 ー 高崎芸術劇場
（スタジオシアター） 全席指定 6,000円 ※未就学児入場不可 インフォメーションダイヤル

TEL.03-5793-8878

22 祝 第21回東京03単独公演 「人間味風」PICK UP!
13:00
17:30

ー 高崎芸術劇場
（スタジオシアター） 全席指定 6,000円 ※未就学児入場不可 インフォメーションダイヤル

TEL.03-5793-8878

25金 佐藤美代ピアノリサイタル 19:00 21:00 高崎シティギャラリー 全席自由 一般2,500円（当日2,800円）
学生 1,500円

吉田ピアノ調律 クラヴィアスティンマー
TEL.080-4068-8080

26土 ゴスペルコンサート 14:00 15:30 高崎シティギャラリー 無料 ゴスペルサークル☆Golu Olu
goluolu@yahoo.co.jp

26土 春風亭小朝独演会 13:00 16:00 高崎市文化会館 全席指定 3,000円（当日3,500円） 桐生音楽文化協会 TEL.0277-53-3133

27日 演歌日本の歌まつり 10:30 16:30 箕郷文化会館 無料 花憐人 TEL.027-362-4344

27日 群馬ハーモニカ音楽友の会第20回ふれあいハーモニカコンサート 10:00 16:00 高崎市文化会館 無料 群馬ハーモニカ音楽友の会
TEL.027-373-2839（岡田楽器）

28🈷 羽切照代愛の歌コンサート 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 全席自由 2,500円 羽切照代 TEL.0274-23-3598

29火 こどものための志村泉ピアノリサイタル 10:30 11:30 高崎市文化会館 1,000円 群馬音楽教育の会 TEL.090-6950-3872

30水 松山千春コンサート・ツアー2019 「かたすみで」 18:30 ー 高崎芸術劇場
（大劇場） 全席指定 8,000円（税別） ※3歳以上有料 ネクストロード

TEL.03-5114-7444（平日14:00～18:00）

31木 婦人の集い 11:30 16:30 高崎市文化会館 無料 高崎地区婦人会連合会 TEL.027-361-4723

高崎の秋の風物詩としても定着し
てきている「たかさき能」。今秋パリ
で現代能「マリーアントワネット」を
演じたシテ方観世流人間国宝の梅若
実をたかさき能の舞台にお迎えしま
す。また、今年の演目「一角仙人」は
鹿の胎内から生まれたため角が生え
ている仙人が通力を失っていく物語
で、登場人物も多く大掛かりな舞台
です。一流の出演者達による幽玄の
世界をご堪能ください。 一角仙人

©吉越　研
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■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。
■主催者の都合により、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わせください。

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
期間 上映時間 プログラム

月・火・水・金 （1日4回） 11:00 12:00 13:00 14:00 「敦煌」

土・日 （1日3回） 10:00 12:00 14:00 「草間彌生　わたし大好き」

プラネタリウム 科学工作教室

天文教室

※季節によって開始時間が変わります。ご注意ください。

■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。

　（シニア教室は氏名・住所・電話番号を記入してください）
■〒370-0065　高崎市末広町23番地1　少年科学館まで。
　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） ※必ず返信メールをご確認ください。

～科学工作教室・パソコン教室の申し込み～

開館35周年記念　小ゑん・つる子の星空寄席

秋の天体と土星を見よう」
日時：10月4日（金）19:00～

落語とプラネタリウムのコラボレーション!
星空の下での柳家小ゑんさんと林家つる
子さんによる寄席です。

日時：12月7日（土）19:00開演
会場：プラネタリウムホール

■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。

「メカドッグを作ろう」
日時 10月12日（土）9:30～12:00　 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 10月3日（木）

「くるくるボールを作ろう」
日時 10月26日（土）9:30～12:00　 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 10月17日（木）

プラネタリウム ちびまる子ちゃん ～それでも地球はまわっている～
投映期間 投映中～11月17日（日）

子ども向け番組（季節の星座解説を含む約35分）

月までの距離は、およそ38万キロメートル。光は、1秒間にお
よそ30万キロメートル進みます。つまり、私たちが見ている
月は１秒ちょっと前の月。では、太陽までの距離は？どのくら
い前の太陽なのでしょう？木星は？土星は？星座を作る星た
ちは？天の川銀河を離れ、さらに遠くへ…宇宙の広さを感じ
てください。（この番組は2014年に当館が企画・制作した番組です。）

THE UNIVERSE ～宇宙の果てまで～
投映期間 投映中～11月17日（日）

一般番組（秋の星座解説を含む約40分）

参加費 無料

プラネタリウム投映時間
 ■一般番組　■子ども向け番組

火～金 学習・団体（午前中） 14:00 15:30
土・日・祝日・10/28 11:00 13:30 14:45 16:00
以下の方は無料（窓口で整理券をお渡しします。）
●小中学生以下、65歳以上の方
●身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者福祉手帳の交付を受けた方および付き添いの方1名

観覧料 一般320円（団体 （20名以上）260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）

締切日
必着

9:00～17:00開館時間 〒370-0065 高崎市末広町23-1住 所
10/7（月）・15（火）・21（月） ※28（月）の県民の日は開館いたします。休 館 日 027-321-0323　電 話

アート／サイエンス

8:30～17:15窓口受付時間

展示室 7室／ホール324席施 設 概 要
〒370-0829 高崎市高松町35-1住 所

027-328-5050電 話

高崎市少年科学館

高崎シティギャラリー展示室

※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。

ラジオ高崎 FM76.2 [ギャラリートーク ]
～展示情報をお届けしています～

◎毎週（土） 9:15～9:29／（日）再10:30～10:44

犬型のロボットを作ります。

遠心力を利用したくるくるボールを作ります。

パソコン教室
「スクラッチで迷路ゲームづくり」
日時 10月13日（日）9:30～12:00　 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 10月3日（木）

スクラッチを使って
迷路ゲームなどを作ります。

「プログラミンで遊ぼう」
日時 10月27日（日）9:30～12:00　 対象 小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
定員 10人　 費用 無料　 締切 10月17日（木）

文部科学省ウェブサイトのプログラミンを
使って簡単なアニメーションを作ります。

シニア教室
工作教室「ゾートロープ（アニメゴマ）を作ろう」

日時 10月3日（木）9:30～12:00　 対象 おおむね60歳以上の方
定員 15人　 費用 300円（材料費）　 締切 9月26日（木）

パソコン教室「プログラミング体験」

日時 10月17日（木）9:30～12:00　 対象 おおむね60歳以上の方
定員 10人　 費用 無料　 締切 10月3日（木）

文部科学省ウェ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します。

絵が動いて見える不思議なコマを作ります。

※電話予約は高崎芸術劇場チケットセンターのみ可能。
※12/6までプレイガイドにて発売。チケットに残部がある
場合のみ12/7（当日）プラネタリウム窓口にて販売。

入場料 全席自由 一般 2,000円
　　　  小・中学生500円 ※未就学児入場不可
チケット 10/25（金）からプレイガイド（P.3参照）
　　　  にて発売

10月 11月
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

予備室
第47回高崎ユネスコ協会
国際児童画展
高崎ユネスコ協会 TEL.027-321-1297

第25回群馬県高等学校
総合文化祭
美術・工芸専門部、
書道専門部・写真専門部大会
群馬県高等学校文化連盟
TEL.0277-22-7141（桐生工業高校）

第1展示室 小林 幽齋先生遺墨展
小林正子 TEL.027-325-8456

公社、大日本書芸院群馬地区
連合第41回書道展
公社、大日本書芸院群馬地区連合
TEL.027-343-5810

第2展示室 第25回日中書画院展
日中書画院 TEL.027-232-3345

Vol.14
音楽のある街・高崎
さ・き・お・り展
グループさ・き・お・り
TEL.0297-78-5727

第21回秀峰会・第２回渡邉吉峰
水墨画展
秀峰会 TEL.027-333-3839

第3展示室
産経フォトクラブ群馬写真展
産経フォトクラブ群馬
TEL.080-3476-6135

高崎シティクラブ写真展
全日本写真連盟高崎シティクラブ支部
TEL.090-2741-4684

飽馬倶楽部美術展
飽馬倶楽部 TEL.027-372-1401

内山 匡 油彩画展
内山 匡 TEL.027-323-4293

第4展示室
藤重朋紀　写真展
上州路・『祭り囃子が聞こえる』
藤重朋紀 TEL.027-233-4650

うるし工房木地呂 工房作品展
うるし工房木地呂 TEL.0279-54-9811

絵画展
斗南美術協会 TEL.027-252-1709

石仏の写真展示会
『上州石仏の詩』
群馬石仏の会 TEL.0278-24-2745

第5展示室
CGアニメーション
コース作品展
クラーク記念国際高等学校
TEL.027-253-5596（前橋校）

拓本作品展示会
拓美の会 TEL.027-363-2363

上州アーティスト倶楽部
会員作品展
上州アーティスト倶楽部
TEL.027-364-3946 令和元年度

環境ポスター展
高崎市環境部環境政策課
TEL.027-321-1251

第6展示室
アングルフォトクラブ
第12回写真展
アングルフォトクラブ
TEL.080-9399-2629

第11回写団あかつき写真展
写団あかつき TEL.027-322-9382

第4回MOA美術館
高崎児童作品展
MOA美術館高崎児童作品展
実行委員会 TEL.027-326-3711
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スポーツ／ムービー

くらぶちこども天文台で星を見よう！

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
TEL.027-386-6837　

「高崎芸術劇場」の第４のシアターとして
笑顔あふれるおもてなしでお迎えいたします

軽食・デザート・ドリンクなどを
気軽にお召し上がりいただけます。

●シアターカフェ
　営業時間／10:00～21:00（L.O.）

ゆったりと落ち着いた雰囲気の中で
ランチやディナーをご堪能いただけます。

●シアターレストラン
　営業時間／11:30～14:30（L.O.）
　　　　　    17:00～20:30（L.O.）

曇天・雨天中止：フェイスブックで確認できます

開館
時間

シアターカフェ＆レストラン　高崎芸術劇場1F　TEL.027-328-2019

誰でも気軽に星空を楽しめます。
100台収容の駐車場を完備、段差を無くしたバリアフリー、

接眼部を延長してお子様や車いすの人も観察しやすくなっています。

10/31（木）まで
19:00～21:30（受付は閉館の30分前まで）

会場名 教室名 期間 曜日 コース 参加料 定員 申込期間

武道館 第3期 ボクシングフィットネス 12/13～3/13 金 午前コース　10：30～11：30 3,500円
（計12回） 50人 10/1（火）～10/15（火）

武道館 第3期 健美操 12/12～3/12 木 午前コース　10：30～11：30 3,500円
（計12回） 50人 10/15（火）～10/31（木）

浜川プール 第4期 水泳教室 11/22～12/24

火
・
金

午前コース わかば、初級Ａ 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 初級Ｂ、中級 13:45～15:15
・わかば（泳げない方）
・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）
※プール入場料が
毎回別途

大人410円／1回
必要となります。

わかば　　10人
初級Ａ　　20人
初級Ｂ　各15人
中級　　各20人

10/1（火）～10/14（月）

参 加 者 募 集スポーツ教室

申し込み期間内に、往復はがぎに教室名、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、下記のあて先までお申し込みください。

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

申込方法（消印有効）

浜川体育館　〒370-0081 高崎市浜川町1487　 TEL.027-344-1551
※武道館で開催の教室は、浜川体育館へ申し込みください。

浜川プール　〒370-0081 高崎市浜川町1575-1　 TEL.027-344-5511

あて先・問い合わせ先

※上記のプログラムは入場料だけで参加できます。 ※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。 
※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。

浜川プール

10:00～21:00（日曜・祝日は17:00まで）開館時間 月曜（祝日の場合は翌日が休館）休 館 日

〒370-0081 高崎市浜川町1575-1（浜川運動公園内）住 所 027-344-5511電 話

トレーニングルーム

日　程 10月1日・8日（各火曜日） 
時　間 13:30～14:30

たのしくエアロ
日　程 10月3日・10日・24日・31日（各木曜日）
時　間 13:30～14:30

はじめてのヨガ

シネマテークたかさき
〒370-0831 高崎市あら町202
TEL.027-325-1744

『命みじかし、恋せよ乙女』
樹木希林が、女優人生の締めくくりに選んだ作品

　酒に溺れ人生を見失ったドイツ人男
性と、かつて彼の父と親交があった日
本人女性が、人生を取り戻すために共
に旅をする物語、生きることの美しさ
と残酷さを描く。

料金 当日一般 1,700円　学生 1,400円　シニア（60歳以上）、高校生以下 1,000円

監督:ドーリス・デリエ
出演:ゴロ・オイラー　入月絢
　　 ハンネローレ・エルスナー　樹木希林
（2019年／ドイツ／1時間57分）

10/12 土 ～25 金

2週間上映

〒370-0815 高崎市柳川町31
TEL.027-395-0483　休館日／無休

　今年5月12日に95歳で逝去さ
れた昭和の名女優・京マチ子さ
んを追悼し、出演作品14作を一
挙上映します。

10/12 土 ～25 金

※10/15 火・21 月 休映

『鍵』©KADOKAWA1959　 『黒蜥蜴』©KADOKAWA1962

料金 当日券のみ1,000円　高崎電気館窓口にて販売

京マチ子映画祭 part.1

【上映予定作品】『鍵』／『黒蜥蜴』／
『赤線地帯』／『痴人の愛』／『有楽
町で逢いましょう』／『新・平家物
語 義仲をめぐる三人の女』／『浮
草』／『いとはん物語』／『女系家
族』／『女の一生』など

世界新体操クラブ選手権
イオンカップ2019

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

2019年10月25日（金）～27日（日）

JR高崎線、上信電鉄をご利用の場合『JR高崎駅』から徒歩8分

主　催：公益社団法人日本新体操連盟

■世界各国から20チーム以上が参加し各クラブ代表3名が演技し「世界No.1クラブ」を
決定します。2020年東京オリンピックで活躍が期待される選手たちの世界最高峰の演技
を間近で観戦ください。チケットぴあ等プレイガイドで、チケット販売中です。
■25日の予選ラウンドに、高崎市民を無料で招待します。定員は先着500名です。観戦
を希望する人は、25日の午前9時から、高崎アリーナ事務室内の高崎市民専用窓口でチ
ケットを受け取ってください。
★チケットを受け取るには、運転免許証や保険証など高崎市民であることが証明できる物が必要です。

先着
500名様
市民無料
 ご招待！


