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「露台乱舞」

雑芸　白薄様

管絃　平調調子

管絃　越天楽残楽三返

阿音三返

雑芸　早鬢多々良

朗詠　嘉辰

乱舞と今様　萬歳楽　池の涼しき

雑芸　伊佐立奈牟

芝祐靖復曲・構成

11月17日（日）15:00開演
（14:15開場）

S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円　U-25 1,500円（B席）
高崎芸術劇場 大劇場

好評発売中
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高崎で本格的なオペラを̶！かねてから多くの
ご要望が寄せられていたステージがいよいよ高崎芸
術劇場で実現します。トリエステ・ヴェルディ歌劇
場はオペラ史上最大の作曲家G・ヴェルディの名を
冠した名門であり、ヴェルディ２作品《イル・コル
サーロ（海賊）》と《スティッフェーリオ》が初演され
た歌劇場です。今回、ソリスト、合唱団、オーケス
トラ、バレエ団による“巨大引っ越し公演（技術者
含め総勢110名）”となり豪華絢爛たる、本場の舞台

そのものを堪能できます。
イタリアきっての歌手陣の中でもヴィオレッタ役
で登場するデジレ・ランカトーレは今年６月に来日
（ボローニャ歌劇場『リゴレット』）した際、その見
事な歌声で日本の観客を瞬時に魅了しました。実力
と人気を誇る美しきランカトーレは、国内13公演
のうち４回のみの出演という貴重な機会です。「乾
杯の歌」など有名な曲やシーンが満載の『椿姫』は、
オペラの醍醐味を存分に感じられ初心者でも親しみ

総勢110名来日。豪華絢爛 ! !
本格オペラ公演が高崎で実現！

マエストロ井上道義が自ら練り上げた、新
劇場にふさわしいプログラム前半は、日本を
代表する作曲家、武満徹の作品です。後半
は、教会音楽がベースとなっているブルック
ナーサウンド。荘厳な響きが大劇場の空間に
どのように鳴り渡るのか。お楽しみに。

群馬交響楽団 第553回定期演奏会
11/23（土・祝）18:45開演（18:00開場）

荘厳なブルックナーサウンドが
大劇場に鳴り響く―

「スリル」「バンビーナ」など多くの
ヒット曲を放ち、絶大なカリスマ性を
誇る布袋寅泰さんが地元高崎でクリ
スマスに敢行する2days。10年振りの
「ギタリズム」シリーズ最新作を引っ
提げての公演です。

HOTEI GUITARHYTHM VI
TOUR 2019 "REPRISE"
12/24（火）・25（水）19:00開演（18:15開場）

最新ギタリズムシリーズを携えての
クリスマススペシャル公演

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
・客席 2,027席（1階席、2階席、バルコニー席）
（車椅子5席を含む）

高崎財団 11・12月ピックアップ公演

群馬交響楽団プレイガイド
1.群響事務局 TEL.027-322-4944
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 ）
4.チケットぴあ TEL.0570-02-9999

トリエステ・ヴェルディ歌劇場「椿姫」
11/3（日・祝）16:00開演（15:15開場）

チケット発売開始 web 10/26（土）10:00～

【アルフレード】
ジュリオ・ペッリグラ

©Allegri

【ヴィオレッタ】
デジレ・ランカトーレ

【ジェルモン】
ドメニコ・バルツァーニ

©高木ゆりこ

曲目 武満徹／鳥は星形の庭に降りる
　　　ブルックナー／交響曲 第7番 ホ長調
　　　　　　　　　　WAB107（ノヴァーク版）

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

※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。
※この公演の電話・窓口でのお取扱いは
　ありませんのでご注意ください。

料金 全席指定 8,500円

新しい劇場でお待ちしています♪

芸術劇場向かいの歩道に「ギタリズム柄」のマンホールがお目見え！

料金 全席指定 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） B・C席完売御礼

やすい演目です。
大劇場の座席は長時間の鑑賞でも心地よく、休憩

時にはビュッフェでお茶やお酒を楽しむのもおすす
め。どうぞ、夢のようなひとときをお過ごしください。

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

12/8（日） 17:00開演 ディズニー・オン・クラシック　まほうの夜の音楽界 2019
全席指定 S席 8,500円　A席 6,900円

完売御礼

完売御礼

完売御礼

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。詳しくはP4をご覧ください。

舞台写真©foto di Fabio Parenzan
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一般発売

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）

高崎財団 11・12月ピックアップ公演

ピアニスト&指揮者の渡邉康雄氏は、日本フィル
ハーモニー交響楽団の創立指揮者・渡邉曉

あけお
雄氏の長

男であることは皆さんご存知の方も多いのではない
でしょうか。それに加え、群響ヴィオラ首席奏者の
渡邉信一郎氏は息子（長男）さんという、何とも言
えない巡り合わせです。23歳でピアニストデビュー
して以後、世界各国の著名な指揮者たちと数多くの
共演歴があり、指揮者としても高い評価を得るな
ど、演奏活動は多岐にわたります。演目の前半には
ピアノ協奏曲を2曲（第21番、22番）、後半には交

響曲第40番を取り挙げます。
渡邉康雄氏と群馬交響楽団とは何度か共演歴があ
りますが、今回は指揮とピアニストを兼ねるとい
う、一人二役の『弾き振り』で共演する事が、改め
て注目される演奏会です。

平日午後のモーツァルトⅠ 11/1（金）13:30開演（13:00開場）

音楽ホールに響き渡るモーツァルトの世界

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2/15（土）14:00開演 2020年2/29（土）18:30開演 2020年2/22（土）14:00開演

［出演］渡辺香津美（ギター）、井上陽介（ベース）、則竹裕之（ドラムス）

［演目］能「翁」（観世流）／観世清和（翁）、野村萬斎（三番叟）
　　　狂言「二人袴」（和泉流）／野村萬斎
　　　能「石橋」（観世流）／下平克宏 ほか

※チケット発売時期や料金につ
いての詳細は11月下旬頃、HPな
どでお知らせします。

チケット発売開始
web 11/8（金）
一般《電話》11/14（木）
　　《窓口》11/15（金）

高崎芸術劇場 能舞台
お披露目公演

渡辺香津美ジャズ回帰トリオ

11月 チケット発売情報 
榛名文化会館

第43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

渡辺香津美 井上陽介 則竹裕之

■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

高崎芸術劇場メンバーズ登録受付中
より早く、便利にチケットが購入できる!年会費 無料

各種プレイガイド

※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。
■チケットぴあ／ローソンチケット／e+（イープラス）

料金 S席 5,000円
　　 U-25 2,500円 ［出演］和田一樹（指揮）、群馬交響楽団（管弦楽）

［お問い合わせ］高崎市文化課 TEL.027-321-1203

※チケット購入は下記プレイガイド 2、
　および電話予約（榛名文化会館のみ：TEL.027-374-5001）。

チケット発売開始　11/22（金）
料金 全席指定 1,500円　学生1,000円

渡邉康雄
（ピアニスト・指揮者）

使用楽器
スタインウェイ D-274

オール・ベートーヴェン・プログラム！！

曲目 モーツァルト／ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
　　　モーツァルト／ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調 K.482
　　　モーツァルト／交響曲 第40番 ト短調 K.550

料金 全席指定 4,000円
　　  U-25 1,500円 残席僅少

マリコとオペラ！～作家・林真理子のトーク・コンサート～
11/14（木）14:00開演（13:30開場）

高崎芸術劇場オリジナル企画 林真理子セレクト
珠玉のオペラ・アリアと魅惑のクロストーク

直木賞作家・林真理子さんセレクトによる珠玉
のオペラ・アリアと魅惑のクロストークをご堪
能いただけます。

曲目 ビゼー／「カルメン」より
　　　　　　　　何を恐れることがありましょう
　　　　　　　　花の歌
　　　マスカーニ／「カヴァレリア・ルスティカーナ」
　　　　　　　　　間奏曲（ピアノソロ）
　　　プッチーニ／「ラ・ボエーム」より
　　　　　　　　　　冷たき手を
　　　　　　　　　　私の名はミミ
　　　　　　　　　　愛らしい乙女よ 二重唱
　　　プッチーニ／「ジャンニ・スキッキ」より
　　　　　　　　　　私のお父さん
　　　プッチーニ／「トゥーランドット」より
　　　　　　　　　　誰も寝てはならぬ

料金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円 残席僅少

昭和29年、山梨県生まれ。日本大学芸術学部文芸学科を卒業。
コピーライターを経て、同57年エッセイ集『ルンルンを買ってお
うちに帰ろう』でデビュー。同60年『最終便に間に合えば』『京都ま
で』で第94回直木賞受賞。平成7年『白蓮れんれん』で第8回柴田錬
三郎賞受賞。他、多数受賞。平成12年直木賞選考委員に就任。

林真理子（作家）

・客席 412席
（車椅子1席を含む） ※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

11/23（土・祝） 14:00開演
アルディッティ弦楽四重奏団&高橋悠治（ピアノ）
全席指定 8,000円　U-25 2,500円

12/1（日） 14:00開演
エマニュエル・パユ（フルート）&エリック・ル・サージュ（ピアノ）
全席指定 6,000円　U-25 2,000円 完売御礼

音楽のある街高崎を象徴した
本格的音楽専用ホール

桐朋学園大学・同大学研究科を
修了。テレビ朝日「題名のない音楽
会」、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」
などに出演。アンサンブルや透明感の
ある音色に定評があり、CD録音にも
参加。ドラマ「のだめカンタービレ」
の主人公の手・音の吹き替えも担当。

文筆家、文化芸術プロデューサー。フ
ランスを拠点に音楽・芸術分野などをプ
ロデュース。帰国後、しらかわホールの
エグゼクティブ・ディレクターを経て、
浦久俊彦事務所代表。著書は『138億年
の音楽史』『フランツ・リストはなぜ女
たちを失神させたのか』等。

東京藝術大学及び同大学院修了。
2006年『バスティアンとバスティエ
ンヌ』でデビュー後、『トゥーランドッ
ト』リュー、『パルジファル』花の乙女
等に出演。2012年『ジャンニ・スキッ
キ』ラウレッタで欧州デビュー。日本
声楽アカデミー会員。藤原歌劇団団員。

東京藝術大学卒業、同大学院修了。東
京二期会『皇帝ティトの慈悲』タイトル
ロール、新国立劇場『魔笛』タミーノ、
『タンホイザー』ヴァルター等で活躍。
ポーランド・レグニツァ市立劇場にて
『魔笛』タミーノで欧州デビューを飾
る。二期会会員。

小林沙羅（ソプラノ） 望月哲也（テノール）

河野紘子（ピアノ） 浦久俊彦（ナビゲーター）

©NIPPON COLUMBIA ©FUKAYA Yoshinobu



04

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「四季」（全曲） ほか

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＞

©PabloCastagnola

公演日程 会場 主催・お問い合わせ
12/6（金）18:30開演
第44回狂言を観る会　
指定席 一般 4,000円　学生 1,000円

高崎シティギャラリー
コアホール

狂言を観る会
TEL.027-323-9721（市川）

12/7（土）19:00開演　
オペラプレミアシートシリーズ14th
山田由紀子ソプラノリサイタル Eternamente～永遠に～ 
全席自由 一般 3,000円　小学生以下 1,500円

高崎芸術劇場
音楽ホール

オペラプレミアシートクラブ事務局
TEL.027-320-6380

12/7（土）19:00開演
開館35周年記念　小ゑん・つる子の星空寄席
全席自由 一般 2,000円　小・中学生 500円 ※未就学児入場不可

高崎市少年科学館
プラネタリウムホール

（公財）高崎財団・高崎市少年科学館
TEL.027-321-0323

12/14（土）14:00開演
第12回音楽の小径　2台8手ピアノコンサート ～2台ピアノで彩る冬のひととき～
全席自由 大人 2,000円　学生 1,000円

高崎芸術劇場
音楽ホール

音楽の小径（こみち）
TEL.080-6786-5458

12/15（日）14:30開演
世界で活躍するオペラ歌手島村武夫と澤田まゆみによるGALACONCERT
全席自由 一般 3,000円

高崎芸術劇場
音楽ホール

葉山一色亭
TEL.027-323-6178（石川）

高崎芸術劇場 2Fチケットカウンター
TEL 027-321-3900（10:00～18:00）

12月公演・チケット発売情報
【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 027-373-2604
　　　　　　　　　　　　 　  （土・日・祝休）

高崎財団 11・12月ピックアップ公演

繊細かつエネルギッシュな演奏で日本のジャズ
シーンを牽引するジャズピアニスト大西順子が最強
メンバーとともに再び高崎に登場します。
ニューヨークを中心にプロとしてのキャリアをス

タート、日本のジャズ界をリードする大西順子は、
常に圧倒的な存在感を放ってきました。2012年、突
然の引退。再び音楽シーンに心を開いたきっかけ
の一つは、ニューヨークでの修業時代から大西を
知る日野皓正からの共演の誘いでした。大西は、
日野＆ラリー・カールトンのサポートメンバーとし

　ソフィア・コッポラのオペラ初演出作「ラ・トラ
ビアータ（原題）」のローマ歌劇場公演を映像化した
「ソフィア・コッポラの椿姫」。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、コッポラ監督作「マリー・
アントワネット」（2006）に感銘を受けて演出をオ
ファーし、2016年に本公演が実現しました。カラ
バーニ自身がヴィオレッタのドレスをデザインし、
舞台美術は「プレステージ」「ダークナイト」等でア

て2015年の東京JAZZに出演。そして翌年、菊地成
孔のプロデュースで発表したアルバム『Tea Times』
は、モダンジャズを土台にテクノありラップあり変
拍子ありの今という時代を見据えた一枚でした。一
昨年、2枚のトリオ・アルバム、昨年のセクステット
でのアルバム発表と活躍の勢いはとどまりません。
深みと輝き、進化を続ける演奏にご期待ください。

カデミー美術賞にノミネートされたネイサン・クロ
ウリーが手がけています。映画監督でもあるソフィ
ア・コッポラならではの演出に、ご期待ください。

11/8（金）・9（土）両日13:30上映（12:30開場）

「ソフィア・コッポラの椿姫」（2017年製作／伊）

映像美・音響・臨場感。感動の名作を大スクリーンで！！

大西順子（ピアノ）

井上陽介（ベース） 高橋信之介（ドラムス）

11/3（日・祝）の公演当日にODS「ソフィア・コッ
ポラの椿姫」のご招待券をお渡しします。大劇場
ロビーに受付ブースをご用意しますので、ヴェル
ディ「椿姫」のチケットをご提示ください。

ヴェルディ歌劇場「椿姫」のチケットご購入の方を
ODSシアターに無料ご招待。

©Yasuko Kageyama 

NEXT

ジュゼッペ・ヴェルディのオペラ「椿姫」
は、パリ社交界の高級娼婦ヴィオレッタが
真実の愛を知り、恋人アルフレードととも
にたどる運命を描いた悲恋の物語。

世界に誇るジャズピアニストが
最強トリオで高崎の夜を熱くする

料金 全席自由 一般 1,700円　U-25 1,400円

料金 全席指定 一般 5,000円　U-25 2,500円

JUNKO ONISHI TRIO 12/14（土）18:30開演（18:00開場）

映像で観る“音楽ライブ”
 料金 全席自由（調整中）12/9（月）13:30、10（火）19:00上映予定次回予告

ODSシアター・第一弾　ODS=Other Didital Stuff（Source）映画館で上映される映画以外のコンテンツ

11/4（月・祝）
18:00開演

EGO-WRAPPIN’ live tour
“Dream Baby Dream”
1階 6,000円（立ち見のみ）
2階 6,800円（全席指定）

12/7（土）
18:00開演

Char Tour 2019
全席指定 7,800円 完売御礼

2階 完売御礼

・客席 389～568席（車椅子1席を含む）
・スタンディング時 約1,000人収容

無限の可能性を秘めた
フレキシブルな空間

Air Place Festival エアプレイス・フェスティバル
11月30日(土) 17:00開演

全席指定：3,000円

ラジオ高崎・夕方ワイド番組「エアプレイス」の豪華ゲスト
パーソナリティによるトーク＆コンサート！

出演：林家つる子、渋川清彦、ジョナサン・シガー、JILL、浜崎貴司、
　　  松井常松、香川誠 ほか
お問い合わせ：ラジオ高崎 TEL.027-322-5555　http://www.takasaki.fm/
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上野三碑の多胡碑は、日本で唯一の古代の建郡記念碑です。近年、碑の周辺地区から
多胡郡正倉跡とみられる遺跡が発見され、碑の真正性がさらに高まったと考えられま
す。今回、上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録2周年を記念し企画展を開催。多胡
郡正倉跡の発掘成果を紹介し、建郡と正倉の建設や多胡碑との関係を読み解きます。

　企画展「日本画そぞろあるき」か
ら、小室翠雲《奇花異鳥図》を紹介
します。台湾訪問時の印象によっ
て描かれ、南国らしい現地の鳥や
花が描かれます。本展は、11月10
日が最終日となりますので、お見
逃しなく！

観覧料 上野三碑「世界の記憶」登録を記念し、令和2年（2020） 3月31日（火）まで無料。

小室翠雲《奇花異鳥図》1932年　株式会社ヤマタネ蔵
この作品は、小学校 3年生の山田かまちが描
いたものです。冬休み最後の夜、なんと 1時間
で52枚の動物画を墨で描いてしまった彼は、特
に気に入った35点に水彩絵の具で色をつけまし
た。この作品もその中のひとつ。描かれたハリネ
ズミの独特の色あいに心が惹きつけられます。藍
色や緑色、黄色を大胆に配色し、一気に引いた墨
汁の線で背中の棘を力強く表現しています。

〈絵画解説〉
≪ハリネズミ≫　1979年　水彩・紙

多胡碑記念館

観覧料 一般200（160）円
　　　  大高生160（100）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。

　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。

常設展示開催中-11.10 日

日本画そぞろあるき

10.31 木-12.8 日

多胡碑の記憶～建郡と正倉跡～
開催中-12.1 日

群馬に古墳が造られ始めたころ
～古墳成立期の様相と古墳出現の背景を探る～

ミュージアム／シネマ

9:00～16:00開館時間

10:00～18:00（入館は17:30まで）開館時間

9:30～17:00（入館は16:30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

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5住 所

〒370-0884　高崎市八幡町800-144住 所

027-343-2256電 話

027-321-0077電 話

〒370-2107　高崎市吉井町池1085住 所

027-387-4928電 話

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

住 所

027-330-3773電 話

日時：12月8日(日)14:00～15:00
講師：山田千鶴子氏（山田かまちの母）
費用：無料(観覧料は別途必要)
申し込み：当日直接会場へ

ギャラリートークのお知らせ

休 館 日 11/5（火）・11（月）・18（月）・25（月）休 館 日 11/5（火）・11（月）・18（月）・25（月）

施設名 開催中の展示 問い合わせ先・開館時間・休館日

高崎市美術館
開催中～11/24（日）
企画展「詩をかたどる、詩をきざむ―祈りの庭へ。」
観覧料：一般600（500）円　大高生300（250）円

住所：高崎市八島町110-27　電話：027-324-6125
開館時間：10:00～18:00、金曜日のみ20:00まで、
　　　  　旧井上邸（深井隆作品展示）は10:00～18:00、いずれも入館は閉館30分前まで
休館日：11/5（火）・11（月）・18（月）・25（月）～30（土）

高崎市染料植物園
染色工芸館

開催中～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」
入館料：一般200 （160）円　大高生150（120）円

住所：高崎市寺尾町2302-11　電話：027-328-6808
開館時間9:00～16:30（入園は16:00まで）
休館日：11/5（火）・11（月）・18（月）・25（月）

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

『ドリーミング 村上春樹』
村上春樹にまつわる世界初のドキュメンタリー映画

　デンマーク出身で現在、桐生市在住の翻訳家メッ
テ・ホルム。20年以上にわたり村上春樹の作品を
デンマーク語に翻訳してきた。村上の故郷・芦屋や
小説の舞台を連想させる場所を訪ねながら、「風の
歌を聴け」の翻訳に挑むメッテの姿を捉えた作品。

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:ニテーシュ・アンジャーン出演:メッテ・ホルム
（2017年／デンマーク／1時間）

11/23 土 ～12/6 金

2週間上映

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

　「グランプリ女優」と呼ばれた昭和を
代表する名女優・京マチ子さんの追悼
上映第2弾。京マチ子さんの代表作で
国際的な評価も高い黒澤明監督作品
『羅生門』、溝口健二監督作品『雨月物
語』など計14作品を上映。

11/2 土 ～15 金

※11/5 火・12 火休映

『羅生門』©KADOKAWA1950 『雨月物語』©KADOKAWA1953

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.2

【上映予定作品】『羅生門』／『雨月物語』／
『細雪』／『ぼんち』／『藤十郎の恋』／『流
転の王妃』／『偽れる盛装』／『お傳地獄』
／『浅草紅団』／『千姫』など

休 館 日 11/5（火）・11（月）・18（月）・25（月）休 館 日 11/5（火）・11（月）～22（火）・25（月）

●その他の展示 ＊（ ）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。

「三角縁神獣鏡から見た群馬の前期古墳」　日時：11月10日（日）13:30～15:00
「弥生から古墳へ、移行期の実相」　日時：11月24日（日）13:30～15:00

講演会のお知らせ

群馬県にも、今から1700年ぐらい前になると
古墳が造られ始めます。今回の企画展は群馬に古
墳が造られ始めた頃にスポットを当て、この時期
に造られた古墳や墳墓とその出土品を紹介しま
す。群馬における古墳の成立過程やその社会的
背景を考えるとともに、群馬の豪族が「ヤマト政
権」に参画した実像に迫ります。

観覧料 一般100円（80円）　大高生80円（50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。

軍配山古墳出土内行花文鏡（東京国立博物館所蔵）
Image:TNM Image Archives

トップランナーⅢ　─坂本幸重・井田昌明・若山卓・須藤和之─
会期：11月23日（土･祝）～2020年1月13日（月･祝）

次回展のお知らせ

12月2日より料金改定いたします。
料金 一般 1,800円　学生 1,400円　シニア（60歳以上） 1,100円　高校生以下 1,000円

記念行事
●企画展示解説会　参加費・無料
　日時：11月17日（日）10:00～10:45、11:00～11:45
　解説：文化財保護課職員　申し込み：不要
●古代瓦を作る（多胡郡正倉跡の軒丸瓦を製作する）　参加費・無料
　日時：11月17日(日)13:30～15:30　定員：10人　申し込み：電話受付
　講師：前橋市教育委員会文化財保護課 前原豊氏
●史跡めぐり「辛科・折茂郷を歩く」　小雨決行　参加費・無料
　日時：11月30日（土）9:30～12:00　定員：30人　申し込み：電話受付
　集合場所：吉井西コミュニティセンター（高崎市吉井町長根525）
　案内：吉井郷土資料館友の会

お問い合わせ：多胡碑記念館 TEL.027-387-4928

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
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イベント・カレンダー

PICK UP!
11月24日（日）17:30開演   会場 高崎芸術劇場（大劇場）
UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2019
「Bee side Sea side  ～B-side Collection Album～」

11月10日（日）14:00開演   会場 新町文化ホール　11月7日（木）18:30開演   会場 高崎芸術劇場（大劇場）
井上陽水 50周年記念ライブツアー
『光陰矢の如し』～少年老い易く 学成り難し～

1969年「アンドレ・カンドレ」でのデビューから、昨年で
50年目を迎えた井上陽水。多くの聴衆を
魅了し続ける歌声と、独特のニュアンス
で繰り広げられるトークをご期待ください。

全国 15会場で行われている、カップ
リング曲のみを披露するツアー。キャッ
チーなメロディーラインとアンバランス
な3人の個性が織りなすライヴは必見です。

懐かしい日本の調べ
歌曲で活躍するメゾソプラノの天

田美佐子によるコンサートは今年で
15回目。今回は、田中悠一郎がピア
ノ伴奏を担当。懐かしく美しい日本
歌曲をお楽しみください。

完売
御礼

完売
御礼

天田美佐子 田中悠一郎

11月 催し物 開演 終演 施設名 料金 問い合わせ先

2土 第25回群馬県高等学校総合文化祭
総合開会式及び合唱、器楽・管弦楽専門部大会

10:15
13:30

12:15
15:30

群馬音楽センター 無料 群馬県高等学校総合文化祭実行委員会
TEL.027-221-4188（実行委員会事務局）

2土 千葉理（Cla） 渡邉信一郎（Va）
仁井谷久実子（Pf）による室内楽コンサート 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 全席自由 一般 3,000円　学生 2,000円 コンソルティウム・ムジクム

larkop114@gmail.com

3 祝 ワオ!スーパーサイエンスショー
月と宇宙のヒミツ!不思議大実験in高崎 13:30 15:00 高崎芸術劇場

（スタジオシアター）
入場無料
（児童一人につき材料費1,000円） ワオ・コーポレーション TEL.027-325-1128

3 祝 高崎商業高等学校吹奏楽部第56回定期演奏会 17:30 20:00 群馬音楽センター 全席自由 一般 300円（当日500円）
学生 300円（当日300円） 群馬県立高崎商業高等学校 TEL.027-361-7000

3 祝 レッツぴあのグループ 第21回発表会 13:30 15:30 高崎シティギャラリー 無料 レッツぴあのグループ TEL.027-353-4805

3 祝 第24回国際ジュニアオーケストラフェスティバル 13:30 16:00 高崎市文化会館 無料 高崎市少年少女オーケストラ TEL.090-8494-1613

3 祝 第50回箕郷地域総合文化祭　発表の部 11:00 17:00 箕郷文化会館 無料 高崎市文化協会箕郷支部 TEL.027-371-3009

4 振 第67回高崎市民音楽祭（高崎市民音楽連盟65周年記念演奏会） 11:00 16:00 群馬音楽センター 全席自由 500円 高崎市民音楽連盟 TEL.027-385-5528

4 振 実践倫理 ファミリー講演会 10:00 11:45 高崎市文化会館 無料（入場券） 一般社団法人 実践倫理宏正会 群馬ブロック
TEL.027-321-7392

4 振 プチコンサート2019 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 無料 林　奈津子 TEL.090-7275-5759

5火 第33回高崎平和コンサート 18:30 21:00 高崎シティギャラリー 全席自由 1,000円 第33回高崎平和コンサート実行委員会
TEL.027-323-2762（実行委員会事務局）

6水 更生保護制度施行70周年記念
第64回群馬県更生保護大会 12:30 15:30 群馬音楽センター 無料 群馬県保護司会連合会 

TEL.027-237-5010（前橋保護観察所）

6水 関東甲信越 放送・視聴覚教育研究大会 群馬大会 13:40 16:15 高崎市文化会館 無料 関東甲信越放送・視聴覚教育研究大会事務局
TEL.027-251-6421

7木 井上陽水 50周年記念ライブツアー
 『光陰矢の如し』～少年老い易く 学成り難し～ PICK UP!

18:30 ー 高崎芸術劇場
（大劇場）

全席指定 8,800円 完売御礼
※未就学児入場不可 キョードー東京 TEL.0570-550-799

8金 indigo la End ONEMAN HALL TOUR 2019-2020 「心実」 19:00 21:00 高崎市文化会館 全席指定 5,500円 （株）フォールーラー TEL.028-614-4044

8金 いしざかびんがギター弾き語りの夕べ 18:30 20:20 高崎シティギャラリー 全席自由 2,000円 石坂びんが TEL.0277-51-3041

9土 第29回高崎市青少年健全育成大会 13:00 15:30 高崎シティギャラリー 無料 高崎市防犯・青少年課 TEL.027-321-1297

9土 童謡コンサート 14:00 15:30 榛名文化会館 全席指定 500円 ※3歳時以上有料（2歳未
満でも席が必要であれば有料） 高崎市 TEL.027-321-1203

9土 第50回箕郷地域総合文化祭　展示の部 9:00 17:00 箕郷文化会館 無料 高崎市文化協会箕郷支部 TEL.027-371-3009

10日 高崎和太鼓会　第二回合同演奏会 12:00 18:00 高崎市文化会館 全席自由 300円 高崎和太鼓会 TEL.090-1690-4428（齊藤）

10日 懐かしい日本の調べ PICK UP! 14:00 16:00 新町文化ホール 全席自由 1,000円 高崎市 TEL.0274-42-9133

10日 第50回箕郷地域総合文化祭　展示の部 9:00 16:00 箕郷文化会館 無料 高崎市文化協会箕郷支部 TEL.027-371-3009

12火 芸能生活55周年記念 五木ひろしコンサート2019 14:00
17:30

16:00
19:30

群馬音楽センター 全席指定 7,560円 ㈱アイエス TEL.03-3355-3553

14木 年末調整説明会 10:00
13:30

12:00
15:30

群馬音楽センター 無料 高崎税務署 TEL.027-322-4711（内320）

16土 それいけ!アンパンマンミュージカル
おかしの国のおかしなパーティ

10:30
13:00
16:00

ー 高崎芸術劇場
（大劇場） 全席指定 3,800円 キョードー東京 TEL.0570-550-799

16土 第25回群馬県高等学校総合文化祭 吹奏楽専門部大会 10:00 16:00 群馬音楽センター 無料 群馬県高等学校総合文化祭実行委員会
TEL.027-221-4188（実行委員会事務局）

16土 モダンダンスフェスティバル 14:30 16:30 高崎市文化会館 無料 白ばらモダンダンスカンパニー TEL.080-5493-8374

17日 第25回群馬県高等学校総合文化祭 郷土芸能専門部大会 13:00 16:00 高崎市文化会館 無料 群馬県高等学校文化連盟・郷土芸能専門部
TEL.0277-52-2455

17日 ハーモニーin新町「第19回ふれあいコンサート」 13:00 17:00 新町文化ホール 無料 ふれあいコンサート実行委員会 TEL.0274-42-9133

17日 ダンスパーティー 13:00 16:30 箕郷文化会館 1,000円 スタジオバラーレ TEL.090-9209-0114

22金 映画「あの日のオルガン」
10:30
14:00
19:00

12:30
16:00
21:00

高崎市文化会館 一般 1,100円（当日1,500円）
大高生 1,300円　中学生以下 800円

映画「あの日のオルガン」を観る会
TEL.027-346-8787

23土 第六回実力認定吟詠コンクール 全国（高崎）大会 9:20 20:00 高崎シティギャラリー 1,000円 実力認定吟詠コンクール実行委員会
TEL.090-8948-2748

23土 群馬大学フローオーケストラ Winter Concert 14:00 16:00 高崎市文化会館 無料 群馬大学フローオーケストラ TEL.090-6137-4081

23土 第27回はるな郷文化祭 作品展 13:00 16:00 箕郷文化会館 無料 社会福祉法人はるな郷 TEL.027-371-2487

24日 UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2019
「Bee side Sea side ～B-side Collection Album～」PICK UP!

17:30 ー 高崎芸術劇場
（大劇場） 全席指定 5,500円 完売御礼 ≪TOTAL INFOMATION≫VintageRock std

TEL.03-3770-6900（平日12:00～17:00）

24日 第34回吹奏楽部定期演奏会 13:30 16:00 群馬音楽センター 全席自由 400円 高崎商科大学附属高等学校  TEL.027-322-2827

24日 第25回高崎伝統民俗芸能祭り 12:30 16:30 高崎市文化会館 無料 高崎伝統民族芸能祭り実行委員会
TEL.027-321-1203（文化課）

24日 第33回新町芸能発表会 9:30 16:30 新町文化ホール 無料 高崎市文化協会新町支部 TEL.0274-42-9133

24日 第27回はるな郷文化祭 発表会・作品展 10:00 16:00 箕郷文化会館 無料 社会福祉法人はるな郷 TEL.027-371-2487

24日 よしい演芸館 秋公演 14:00 16:15 吉井文化会館 1,000円 高崎市 TEL.027-387-3211

25🈷 レオニード・グルチンのメモリー 18:30 21:00 高崎シティギャラリー 無料 ユリヤ・レヴ TEL.080-5406-6241

27水 角松敏生コンサート 18:30 21:00 高崎市文化会館 全席指定 7,800円 完売御礼 桐生音楽文化協会 TEL.0277-53-3133

27水 第2回国立のぞみの園福祉セミナー2019 10:30 15:30 高崎シティギャラリー 1,000円（資料代） 国立のぞみの園 TEL.027-320-1357

28木 NAOTO&清塚信也 アコーステック・デュオコンサート 18:30 20:30 高崎市文化会館 全席指定 5,500円（当日 6,000円）完売御礼 桐生音楽文化協会 TEL.0277-53-3133

28木 秋の日に・アレやコレ～おもしろコンサート～ 14:00 16:00 榛名文化会館 3,000円 おもしろコンサート実行委員会 TEL.090-2331-4747

29金 ウィンターコンサート（公開例会） 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 無料 高崎演奏家協会 TEL.090-5393-1363

30土 HY 20th Anniversary  RAINBOW TOUR 2019-2020 18:00 ー 高崎芸術劇場
（大劇場） 全席指定 6,600円ほか Livemasters Inc. TEL.03-6379-4744

30土 小池静香＆高橋季絵 デュオリサイタル
～バロックの華 フランスの風～ 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 全席自由 一般2,500円　学生 1,500円 Elm歌曲研究会 TEL.090-9147-1696

30土 第55回群馬大学マンドリン・ソサエティ 定期演奏会 13:30 16:00 高崎市文化会館 無料（入場券） 群馬大学マンドリン・ソサエティ TEL.080-2339-5772
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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3回） 11:00 12:30 14:00 「ルーヴル美術館」　偉大なる美の殿堂ほか

土・日 （1日4回） 11:00 12:00 13:00 14:00 「上村松園の世界」

11月10日（日） 11:00 12:00 13:00 14:00 特別上映「利休の茶」

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。

「秋の天体を見よう」
日時：11月8日（金）19:00～
■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。

参加費 無料 ※事前の申し込みは不要です。

プラネタリウム投映時間

火～金 学習・団体（午前中） 14:00 15:30
土・日・祝日 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260円（20名以上）

●11/19（火）～11/22（金）は番組
入れ替えのため投映はありま
せん。

●11/23（土・祝）以降はクリスマス
特別番組のみの投映です。

●団体投映は一般・子ども向け番
組から選ぶことができます。　
（要予約）

お知らせ

9:00～17:00開館時間 〒370-0065 高崎市末広町23-1住 所
11/5（火）・11（月）・18（月）・25（月）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。
※11月7日（木）、14日（木）～21日（木）、28（木）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

11月 12月
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
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

保守点検

第1展示室 第44回群馬県刻字展
（株）上毛新聞社 TEL.027-254-9955

第2展示室 キルトバスケットパッチワーク展示会
キルトバスケット TEL.0279-55-0422

金澤翔子展＆ART FAIR
（株）四季彩社 TEL.03-5369-2521

第3展示室 写真展
写友「昴」 TEL.027-343-8600

町田譽曽彦絵画教室展
高崎カルチャーセンター油絵・パステル教室
TEL.027-325-0589

第4展示室
第21回作品展
群馬県退職校長会高崎支部 TEL.027-346-4814

絵画展
斗南美術協会 TEL.027-252-1709

菊池惠子展
菊池惠子 TEL.0276-56-0314

第5展示室 第二十回佐藤文惠子氣功書画個展
（有）ケーアイトレーディング TEL.027-352-8987

バードカービング展2019
ヤマダテルオ TEL.027-388-9253

第6展示室
守谷智眞佛像彫刻展・
無量庵佛所彫刻教室展
無量庵佛所 TEL.090-4623-8636

新高崎支部 盆栽展
日本盆栽協会新高崎支部
TEL.027-343-7083

一般社団法人古流松藤会高崎支部
いけばな展
古流松藤会高崎支部 TEL.027-381-5952

「ストローロケットを作ろう」
日時 11月9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31日（木）

太めのストローに羽根をつけて
上昇するロケットを作る

「バネを使ったおもちゃを作ろう」
日時 11月23日（土・祝）9:30～12:00　 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 11月14日（木）

バネを使って揺れながら木を降りる動物と
声が震えて聞こえるエコーマイクを作る

■一般番組　■子ども向け番組
■■クリスマス特別番組（11/23以降）

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

くらぶちこども天文台で星を見よう！
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。

THE UNIVERSE ～宇宙の果てまで～
一般番組（秋の星座解説を含む約40分）投映中

～11月17日（日）
投映
期間 

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～

子ども向け番組（季節の星座解説を含む約35分）
投映中
～11月17日（日）

投映
期間 

クリスマスファンタジー2019
クリスマス特別番組（冬の星座解説を含む約40分）投映

期間 
11月23日（土・祝）
～12月28日（土）

天候はフェイスブックで確認できます。

開館
時間

15:00～21:30 月・火休
11月は19時以降が天体の見頃です。

tenji@t-kagakukan.or.jp（企画展示課）
※必ず返信メールをご確認ください。

申し込み
方法

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）

科学工作・パソコン・シニア教室 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。

あて先
〒370-0065 高崎市末広町23番地1　少年科学館

メールでも受け付けます

要申し込み

パソコン教室
「スクラッチでサッカーゲームづくり」
日時 11月10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31日（木）

スクラッチを使って
サッカーゲームなどを作る

「スクラッチでスノードームづくり」
日時 11月24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 11月14日（木）

スクラッチを使って雪が
つもっていくスノードームの画像を作る

要申し込み

「パソコンで年賀状づくり」
日時 11月21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 11月7日（木）

「筆まめ」を使って年賀状を作る

日時 11月7日（木）9:30～12:00　 対象 おおむね60歳以上の方
定員 15人　 費用 500円（材料費）　 締切 10月24日（木）

「クリスマスキャンドルを作ろう」手作りのクリスマスキャンドルを作る
シニア教室 要申し込み

高崎市・高崎茶道会 合同茶会
料金：茶席券（3席分） 2,000円（当日発売）
　　  市民参加特別席 無料（要整理券、先着500名）

11月10日（日）10:00～15:00

高崎茶道会6流派による本格的な「お茶席」が楽しめ
る合同茶会。普段着のままでも、作法に詳しくなくて
も気軽に参加できます。季節に合わせたお菓子とと
もに、美味しいお茶を味わってみませんか。
高崎市文化課 TEL.027-321-1203

CHECK!
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スポーツ

会場名 教室名 期間 曜日 コース 参加料 定員 申込期間

浜川体育館

第3期木曜ストレッチ 1/9～3/12 木 午後コース 13:30～15:00 3,000円
（計10回） 190人 11/1（金）～11/15（金）

第1期
浜体ボクシングエクササイズ 1/9～3/12 木 夜間コース 19:30～20:30 3,000円

（計10回） 150人 11/1（金）～11/15（金）

第3期
シェイプアップエアロビクス 1/14～3/24 火 午前コース 10:30～11:40　

夜間コース 19:20～20:30
3,000円
（計10回）

午前の部 120人
夜間の部 70人 11/15（金）～11/30（土）

第3期金曜ストレッチ 1/10～3/13 金 午後コース 13:30～15:00 3,000円
（計10回） 140人 11/15（金）～11/30（土）

浜川プール

第5期水泳教室 1/7～2/14
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）

わかば 10人
初級A 20人
初級B 各15人
中級 各20人

11/15（金）～11/30（土）

第5期夜間水泳教室 1/17～3/6 金
夜間コース　19:00～20:30
・初心者A（泳力10m未満）
・初心者B（泳力25m未満）
・中級者（泳力25m以上）

各1,500円 ※
（全8回）

初心者A 15人
初心者B 15人
中級者 15人

11/15（金）～11/30（土）

第3期アクアビクス 12/11～3/4 水
午前コース 10:15～11:15
午後コース 13:00～14:00
夜間コース 19:00～20:00

2,000円 ※
（全12回） 各コース 35人 11/1（金）～11/15（金）

第3期水中ウォーキング 12/12～3/5 木
午前コース 11:00～12:00
午後コース 14:00～15:00
夜間コース 19:00～20:00

2,000円 ※
（全12回） 各コース 35人 11/1（金）～11/15（金）

参 加 者 募 集

●高崎市に在住か在勤、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。

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

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。

※プール入場料
が毎回別途大人
410円必要とな
ります。              

浜川プール

スポーツ教室のご案内

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

第10回チアリーディング
世界選手権大会2019

11月23日（土）・24日（日）

チアリーディングの各部門における世界No. 1を決める国
際競技大会です。2017年の第9回大会から2大会連続で高
崎アリーナにて開催されます。

主催：国際チアリーディング連盟、
　　　公益社団法人日本チアリーディング協会
参加国：32ヶ国・地域（予定）

トレーニング
ルーム

温水
プール

日　程 11月12日・19日・26日（各火曜日） 　 時　間 13:30～14:30たのしくエアロ
日　程 11月7日・14日・21日・28日（各木曜日）　 時　間 13:30～14:30はじめてのヨガ

日　程 11月14日・21日・28日（各木曜日）　 時　間 15:05～15:55
ワンポイントアドバイス

「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。

〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18　TEL.027-329-5447 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：公益財団法人日本体操協会

2019男子個人総合スーパーファイナル
11月8日（金）

男子個人総合国内トップ選手12名及び推薦選手が出場します。この大会の順位と世
界選手権（ドイツ・シュツットガルト）の大会結果で東京2020オリンピック個人枠
獲得につながる2020個人総合ワールドカップシリーズ日本代表を決定します。

第73回全日本体操団体選手権
11月9日（土）・10日（日）

2019年に開催されたジュニア・インカレ・シニア大会の上位男女16チームが出場し、
体操団体の日本一を決める国内最高峰の大会です。1チーム6名の選手の中から各種
目3名が演技を行い、そのすべての得点合計で順位を競います。

第37回全日本ジュニア新体操選手権大会
11月15日（金）～17日（日）

15歳以下の新体操日本一を決める大会です。全国9ブロックの予選を勝ち抜いた、
男女個人各47名、男女団体各22チームが出場します。
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