
「 展覧会の絵 」カルテットで聴く

フォーレ四重奏団

Fauré Quartett

エスプリの極致。

料 金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円

14:00 開演
（13:30 開場） 高崎芸術劇場・音楽ホール10/11日
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※掲載内容は4/14時点のものです。公演内容等、変更になる場合がございます。最新情報は高崎芸術劇場HPでご確認いただくか、高崎芸術劇場チケットセンターにお問い合わせください。

〈バレエ・
フォー ・ライフ〉

19:00 開演（18:15開場）5/29金

©Marcel Imsand

モーリス・ベジャール
（1927-2007）

市民参加ミュージカルを
　　    高崎芸術劇場で初開催！高崎発！

しゃべる動物に動くトランプ！
不思議がいっぱい！

不滅の傑作、3年ぶり18回目の来日公演！

両日14:00 開演（13:15開場）

6/27土・28日

　1865 年、ルイス・キャロルが書いた同名の児童小
説は今も世界中から愛されています。キャロルが知人
の少女のために即興でつくって聞かせた物語がもと
になり、手書きの本にしてプレゼントしたのがきっか
けです。幼い少女アリスが白ウサギを追いかけて不
思議の国に迷い込み、さまざまなキャラクターたちと
出会い大冒険。不朽の名作をぜひ、バレエでお楽しみ
ください。

料　金 全席指定 S席12,000円　A席10,000円　B席8,000円　C席5,000円　
U-25(C席)2,000円

出　演 新国立劇場バレエ団、東京フィルハーモニー交響楽団(管弦楽)
※公演時間は約２時間50分(休憩２回含む)です。 ※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。 
※壁際の座席など、舞台の一部が見えにくい場合がございます。

新国立劇場バレエ団 

不思議の国のアリス

モーリス・ベジャール・バレエ団  BALLET FOR LIFE

料　金 全席指定 S席12,000円　A席10,000円　
B席8,000円　C席5,000円　U-25(C席)2,000円

振　付 モーリス・ベジャール
衣　裳 ジャンニ・ヴェルサーチ
音　楽 クイーン、W.A.モーツァルト

※音楽は特別録音による音源を使用します。©BBL-Francois Paolini

©BBL-Ilia Chkolnik

舞台写真：鹿摩隆司

Alice in Wonderland

7/26 14:00 開演（13:15開場）日

ミュージカル おに ころ

料　金 全席指定 S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円　U-25（B席）1,500円
※４歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。

●ミュージカル おにころ チケット発売  ※発売日が変更になりました。

web 先行 5月22日（金）10:00～ 電話受付 5月25日（月）10:00～ 窓口販売 5月26日（火）10:00～

Profile 三澤洋史

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. 高崎市文化施設プレイガイド　　　　　
4.チケットぴあ TEL.0570-02-9999

窓口販売

群馬交響楽団プレイガイド

　新国立劇場合唱団指揮者の三澤洋史
氏が手がけるミュージカル「おにころ」。
モチーフは、版画家・絵本作家、野村た
かあき氏の創作民話です。平成 3 年
（1991年）初演。平成 27年には音楽セ
ンターで上演、大盛況となりました。プ
ロソリストと地元の人たちが共演する感
動のミュージカルを大劇場でお楽しみ
ください！

ひろふみ

　ダンスに愛と革新をもたらした振付家、モーリス・
ベジャール。バレエの古い装飾をはぎ取り、生と死を
見つめる現代人の芸術として創作。旺盛な好奇心と膨
大な知識をもとに、演劇・映画・文学・思想など異分
野の要素や手法を取り入れ、最先端の総合芸術として
人々を魅了してきました。本作は、1997年にパリで初

演され、クイーンのメンバーが
カーテンコールに登場、このス
テージに大いなる支持を表明し
ました。ベジャールの自由で天才
的な精神と、時代とともに歩み続
ける同バレエ団の舞台にご期待
ください。

飯森範親、渾身のマーラー×若き才能との融合

 ©山岸伸

群馬交響楽団 
第 558 回 定期演奏会

料　金

出　演

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
飯森範親（指揮）、三原未紗子（ピアノ）＊

曲　目 ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15＊
マーラー／交響曲 第5番 嬰ハ短調

5/23 18:45 開演（18:00開場）土高崎芸術劇場 大劇場

三原未紗子（ピアノ）飯森範親（指揮）

©T.Tairadate

　群響5月の定期演奏会は、群響
定期としては初登場となる飯森範
親の登場。国内のみならず海外の
オーケストラでの客演も数多く、
人気・実力ともに日本を代表する
指揮者の一人です。
　前半は、2019 年ブラームス国
際コンクールピアノ部門で優勝した三原未紗子を迎え、ピアノ協奏曲 
第1番（ベートーヴェン）。後半は、交響曲 第 5 番（マーラー）を取り上
げます。マーラーの交響曲の中でも、第1番と並び演奏頻度の高い第 5
番。第 4楽章のアダージェットは、別名「愛の楽章」とも呼ばれ、映画『ベ
ニスに死す』で使用された事で一躍有名になりました。

©BBL-Gregory Batardon

「親父が大工で、
僕にも職人気質みたいなものがある。
何もないところから自分の手で
作りたいというのが創作の原動力。
木を切って、家を建てるようにね。」

高崎財団ピックアップ公演

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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15:00 開演（14:30開場）6/6 土
小松亮太 バンドネオン・カルテット

 ©Monika Rittershaus

≪2021ピアソラ 生誕100周年記念≫

世界的奏者四人よる迫力のステージ

ひとつの楽器、楽曲を、多重的に愉しむ―

『 この楽器、いっぱい 』

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円
出　演 小松亮太、北村聡、早川純

ヴィッレ・ヒルトゥラ（バンドネオン四重奏）
田中伸司（コントラバス）
レオナルド・ブラーボ（ギター）

曲　目 ピアソラ／リベルタンゴ
ロドリゲス／ラ・クンパルシータ
ジョルド／エル・チョクロ ほか早川 純 田中伸司北村聡

 ©植村元喜

レオナルド・ブラーボヴィッレ・ヒルトゥラ

ベルリン・フィルハーモニー・
ホルン・カルテット

14:00 開演（13:30開場）7/4 土

　今期、音楽ホール公演のテーマのひとつ「この楽器、いっぱい」シリーズは、様々な楽器の世界的名手
たちが居並びます。トロンボーン、ホルン、弦楽器。「世界一流の演奏家たちが会し、同種の楽器を奏で
たら」…そんな一縷の夢を実現すべく奔走した企画担当者は「小さい頃から、同じようだけどよく見ると違
うものを見つけたり、集めたりするのが好きだった」とのこと！ 珠玉の公演の数 を々当代随一の音響を誇
る音楽ホールからお届け。ずらっと世界の名手が揃いました!!

料　金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円
出　演 シュテファン・ドール、シュテファン・イェジェルスキ

サラ・ウィリス、アンドレイ・ズスト
曲　目 ロッシーニ（ルロワール編）／

狩りの集い-4本のホルンのための幻想曲
世界の歌／パリの空の下（フランス）、コンドル
は飛んでいく（ペルー）ほか

小松亮太  ©YUSUKE TAKAMURA

トロンボーン・ユニット・
ハノーファー
7/8 19:00 開演（18:30開場）水

料　金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円

曲　目 ヘンデル／
組曲「王宮の花火の音楽」
プロコフィエフ／
バレエ音楽「ロミオとジュリエット」
ムソルグスキー／組曲「展覧会の絵」

フォーレ四重奏団 
Fauré Quartett
10/11 14:00 開演（13:30開場）日

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円

曲　目 ベートーヴェン／
ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op.16
フォーレ／
ピアノ四重奏曲 第1番 ハ短調 op.15
ムソルグスキー／展覧会の絵

　1998年にCD「ブエノスアイレスの夏」で鮮烈デビュー
を果たした小松亮太。当時、まだ聞きなれなかったバンドネ
オンという楽器の「日本人奏者が素晴らしい。リサイタルに
是非」と誘われ、筆者は早々に仕事を切り上げ、東京に向
かったのを覚えています。タンゴ発祥の地、アルゼンチンで
普及したバンドネオン。暗いステージに奏者の姿が浮かび
上がるような照明と演出が異国情緒たっぷりで、どこか怪

しく、なまめかしい音色と若き小松亮太の情熱的な演奏は
聴衆を一気に魅了していました。
　今回、高崎公演のため世界的プレイヤー４人によるス
テージをご用意。来年2021年、生誕100周年を迎える世
界的奏者アストル・ピアソラの作品やタンゴの名曲を名手
たちが奏でます。一期一会の競演にご期待ください。

シュテファン・ドール降臨。 

世界最高峰オーケストラから
ホルン・セクション総出演！

ベルリン・ドイツ響、バンベルク響など

ドイツのトップ・オーケストラの
首席奏者 8人が集結

エスプリの極致。カルテッドで聴く―

「展覧会の絵」

　世界最高峰のオーケストラ、ベルリン･フィルハーモ
ニー管弦楽団の首席ホルン奏者、シュテファン・ドール
率いる同楽団のホルン奏者たちが総出演。シュテファン
といえば、完ぺきなテクニックで変貌自在に奏でる音
色と歌うような情感あふれる演奏で人気を誇るカリス
マ的存在。その実力は“ホルンの王者”と称されます。
2020東京オリンピック（2021年に延期）開催前にベ
ルリン・フィルの来日情報を得た企画担当者が「ホル
ン・セクションで招けないか」という発案から交渉、本
公演が結実しました。
　おりしも今年7月、大阪府豊中でアジア初開催の[イ
ンターナショナル・トロンボーン・フェスティバル]（延

期）に、ドイツのトップ・オケから首席奏者８人が集結
するトロンボーン・ユニット・ハノーファーが来日する
ことも運命的でした。プログラム・ナンバーに「展覧会
の絵」が含まれ、今号の表紙を飾るフォーレ四重奏団と
重なったのです。トロンボーンと弦楽器による同曲の
聴き比べが実現しました。
　同四重奏団は、小さい編成ながらスケールの大きな
演奏に定評があり「彼らの曲を聴いたら、誰でももう一
度聴きたくなる」と、かのピアニスト、アルゲリッチに
言わしめました。レパートリーはクラシックにとどまら
ず、ポップソングや既存作品にも新たな息吹を吹き込
んでおり、ムソルグスキーの「展覧会の絵」は彼ら自身

もアレンジに参加。ピアノと弦の響きによるシンフォ
ニックな演奏は聴き応えたっぷり。
　細かい音の響きがトロンボーンと弦の違いでどんな
演奏になるのか。アレンジ、テクニックの違いはそれぞ
れのアルバムからも感じられ興味が尽きません。

　「この楽器、いっぱい」シリーズは様々な
繋がりから、シリーズものならではの醍醐
味を味わっていただけそうです。楽器、楽
曲の多重的な聴き比べを存分に。音楽ホー
ルが「この楽器、いっぱい」に彩られます。

高崎財団ピックアップ公演

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は4/14時点のものです。公演内容等、変更になる場合がございます。最新情報は高崎芸術劇場HPでご確認いただくか、高崎芸術劇場チケットセンターにお問い合わせください。

※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

■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  月休 （8:30～17:15）　■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・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）
※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）

各種
プレイガイド

KEISUKE YAMAUCHI 20th ANNIVERSARY
山内惠介コンサートツアー2020

福田こうへいコンサートツアー2020 高崎芸術劇場
大劇場

高崎芸術劇場
大劇場

ベルワールドミュージック
TEL : 03-3222-7982（平日12:00 ～18:00）

桐生音協
TEL : 0277-53-3133（平日 9:00～17:00）

全席指定 S席 6,800円　A席 5,800円
※未就学児入場不可

全席指定 6,600円
※未就学児入場不可

 6/3（水）
13:30開演

7/9（木）
15:00開演

菅生千穂クラリネットリサイタル 高崎シティギャラリー
コアホール

TEL : 027-220-7306
メール : chihocla@gmail.com

全席自由 一般 2,500円　学生1,000円
7/5（日）

14:00開演

公　演　名 日　時 料　金 会　場 お 問 い 合 わ せ

※下記プレイガイド　　　　　をご参照ください。窓口発売

第15 回 高崎演能の会
14:00 開演（13:00開場）7/11 土

料　金 Ｓ席 10,000円　A席 8,000円　B席 6,000円 出　演 下平克宏（観世流）ほか

　高崎市出身の能楽師、下平克宏さんによる恒
例の能楽公演。紀州道成寺に伝わる、安珍・清姫
伝説を題材にした大曲で、女を飲み込むように、
舞台天井から吊るした巨大な鐘を落とす「鐘入
り」の場面など、見どころ満載です。

高崎芸術劇場
メンバーズ限定

窓口取扱いチケット一覧�月 �月 公演

プレイガイド
窓口発売web先行

登録受付中 !

受付開始日の10:00～ 高崎芸術劇場
チケットセンター

TEL 027-321-3900
（10:00～18:00）

電話受付

天才ピアニストとシンガーソングライター
音楽の未来を拓くふたりのコラボレーション

ALFREDO RODRIGUEZ TRIO featuring MARO
アルフレッド・ ロドリゲス・ トリオ フィーチャリング・マロ

18:00 開演（17:15開場）6/7 日
Presented by QUINCY JONES PRODUCTIONS

　マイケル・ジャクソンやフランク・シナトラを手がけた名プロデューサー、クインシー・ジョーンズが称賛するふたりのコラボ
レーションが世界に先駆けて高崎で実現します。キューバ出身のピアニスト、アルフレッド・ロドリゲスとポルトガル出身のシン
ガーソングライター、マロ。アルフレッドはスイスのモントルー・ジャズ祭におけるステージがクインシーの目に留まり、2012年
にワールド・デビュー。親しみやすい
選曲、雄大かつ独創的なピアノ演奏で
一躍人気アーティストに。マロはエリ
ス・レジーナやエスペランサから大き
な影響を受けて音楽性を育み、2019
年にはジェイコブ・コリアーのツアー
に帯同した新星です。音楽の未来を拓
くふたりの共演にご期待ください。

※チケット払い戻し方法については高崎芸術劇場 HPでご確認いただくか、
　高崎芸術劇場チケットセンターまでお問い合せください。

※

※

■  ミッシャマイスキー（チェロ）＆スペシャルカルテット5/28（木）

■  印象派NÉO vol.4
  「The Last of Pinocchio ピノキオの終わり」

6/27（土）

■  ガトーラスク「グーテ・デ・ロワ」生誕20周年記念
  西村悟＆金子三勇士

10/21（水）

公演中止追加情報 （4/14 時点）

ムニール・ホッスン
（ベース、ギター）

マイケル・オリヴェラ
（ドラムス）

マロ
（ヴォーカル、ギター）

アルフレッド・ロドリゲス
（ピアノ、ヴォーカル）

https://takasaki-theatre-cafe.jp/

高崎芸術劇場1F　TEL.027-328-2019

店休のご案内
　現在、高崎芸術劇場での公演が見
合わされている状況に伴い、［シア
ターカフェ＆レストラン］は休業させ
て頂いております。営業再開につき
ましては当店 HP 等でお知らせいた
します。開店の暁には、皆様のまたの
ご来店をお待ちいたしております。

料　金 全席指定・ワンドリンク付  6,000円　U-25 3,000円
数量限定ディナー付SPプラン 9,500円
※当劇場１階シアターカフェ＆レストランのディナー付スペシャルチケットを
　ご用意しました。

出　演 Alfredo Rodriguez(p,vo)、Munir Hossn(b,g)
Michael Olivera(ds)、MARO(vo,g)

数量
限定

　生演奏の後は、カフェ＆レストランのディナーで
キューバ気分をさらに盛り上げてみませんか。ロド
リゲスに因んでキューバ料理とドリンクをご用意。
ライブの余韻そのままに、素敵なひとときをお過ご
しください。 ※写真はイメージです

ディナー付 SP プラン販売中！ 9,500円

■  深セン交響楽団 特別演奏会　5/6（水・休）

高崎市文化施設プレイガイド（窓口発売初日10:00～ 受付開始）24時間受付 無　休

チケット発売：5月中旬（調整中）。 詳しくは高崎芸術劇場チケットセンターにお問い合わせください。

大曲「道成寺」を高崎で初上演
どう　 じょう　じ

高崎財団ピックアップ公演

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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シネマテークたかさき
〒370-0831 高崎市あら町202
TEL 027-325-1744

この世のすべてを知り尽くすシェイクスピアが
知らなかったこととは・・・？

シェイクスピアの庭

　1613年『ヘンリー八世』上演中にグローブ座を焼き尽くした大火災の後、断筆
したシェイクスピアは、故郷へ戻る。妻と娘たちは、ほとんど会うことのなかった
突然の主人の帰還に戸惑いを隠せずにいた。そんな家族をよそに、17年前に幼
くして他界した息子の死に取り憑かれたシェイクスピアは、息子を悼む庭を作る
ことを思い立つ。英国の文豪ウィリアム・シェイクスピアの知られざる最期の日々
を描く。

5/15（金）まで臨時休館となります。

最新情報につきましては、シネマテー

クたかさきのホームページにてお知ら

せいたします。ご確認の上、お出かけ

くださいませ。

料 金 当日 : 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

TAKASAKI  CITY  DYE  PLANT  BOTANICAL  GARDEN

旅する風景

守屋多々志《遊行柳（芭蕉）》 1989 年

　江戸時代に活躍した俳人・松
尾芭蕉は、『奥の細道』紀行中に
平安末期の歌人である西行が歌
を詠んだとされる地を訪れ、西行
を偲んで「田一枚 植ゑて立ち去
る 柳かな」と詠じました。それが
現在の栃木県那須町の芦野の里
で、この作品には、芭蕉が旅に同
行した門人の曾良と田を眺めながら柳の傍らで休む様子が描かれています。田植え
を終えたばかりの水田には青 と々した苗が並び、白鷺が佇むのどかな初夏の風景で

す。「遊行柳」は、遊行上人と称される鎌倉時代の僧・一遍にちなんで命名されまし
た。自由に旅に出ることの幸せを感じさせる作品です。

ゆぎょうやなぎ しょうにん

住　　所 〒370-0849 高崎市八島町110-27　　T E L 027-324-6125
開館時間 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）
　　　　 旧井上邸は10:00～18:00（入館は17:30まで）

住　　所 〒370-0841 高崎市栄町3-23 高崎タワー21 3・4階（入口4階）
T　E　L  027-330-3773
開館時間 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）

一般400（300）円 大高生200（150）円入館料
～5/6（水・休）・
5/7（木）・11（月）・18（月）・25（月）

休館日

住　　所 〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5　T E L 027-321-0077
開館時間 10:00～18:00(入館は17:30まで)

一般200円（160円） 
大高生160円（100円）

観覧料

～5/6（水・休）・
5/7（木）・11（月）・18（月）・25（月）

休館日

　植物による古来の染色方法を「草木染」と名付け

た山崎斌から、高崎を拠点にして草木染一筋に生き

た山崎青樹や、現在も活躍中の篠崎節、山崎和樹、

山崎樹彦ら独自の手法に取り組む後継者たちまで続

く仕事を通して、草木染の魅力を紹介します。

篠崎節 「つきぬきにんどう」

住　　所 〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11　T E L 027-328-6808
開園時間 9:00～16:30（入館は16:00まで）、4～8月の土日祝は9:00～18:00（入館は17:30まで）

一般200円（160円） 
大高生150円（120円）

入館料 無料入園料

～5/6（水・休）・
5/7（木）・11（月）・18（月）・25（月）

休館日

一般200円（160円） 大高生160円（100円）観覧料

～5/6（水・休）・
5/7（木）・11（月）・18（月）・25（月）

休館日

園内の花情報

白い小さな花がたくさん咲いて、青
い空に映え、見ごたえがあります。
花後の緑色の実もころころと可愛
らしい風情です。

秋山コレクション 人間のいる風景
― ラインハルト・サビエ、深井克美を中心に ―

　虐げられた人々の姿を克明な写実とコラージュ
でとらえるノルウェーのラインハルト・サビエ
（1956年―）。自己の内面と向き合い、魂をたたき
つけるように描き続けた深井克美（1948 ― 1978
年）。彼らはいずれも人間の揺るぎない存在感を、
あるいはその残酷なまでの危うさをえぐるように
表現する芸術家たちです。今回の展覧会では、個
人のコレクターが長年にわたって収集してきた珠
玉の秋山コレクションから、サビエと深井のほか、
南城一夫や横堀角次郎など群馬ゆかりの作家た
ちにも迫ります。

南城一夫《ひまわり》 1963年　油彩、キャンバス

開催期間

常設展示

絵画解説
　青や緑、グレーの色彩の中に不思議な形が浮
かび上がっています。これは人物像のようにも見
え、また山のようにも見えます。色彩は山田かま
ちの代表作「青い自画像」で用いられた青緑色が
使われ、共通の作風がうかがえます。水彩絵の具
で描かれていますが、筆致や素材感はまるで油絵
の具を使っているかのようです。彼自身の心象風
景を表現したものなのでしょう。
　この作品の前では、まるで自分の胸の奥から立ち現れる幻影を見せられているよ
うな、ざわざわとした心持ちにさせられるという人もいます。かまちの絵を通して、自
らの心の深淵を覗いているような感覚がもたらされるからでしょうか。あなたにはこ
の絵の中に何が見えましたか？

《まぼろし》 水彩・紙

草木染の道－昭和・平成・令和・その先へ－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。

お知らせ

http://takasaki-cc.jp/

シネマテ ークたかさき
ホームページ

開催期間 まで～ 6/28 日まで～ 6/21日

開催期間

企画展示

染色工芸館会　場

白雲木（ハクウンボク）

まで～ 6/7日

5/7（木）まで、染色工芸館および休憩室・温室は臨時閉館いたします。
なお、染料植物園は開園しますので散策はご利用いただけます。

せいじゅ

あきら

みさお かず  き

たてひこ

2018年、イギリス　上映時間 : 1時間41分
監督:ケネス・ブラナー

近 日 公 開 ！

※高崎市美術館、高崎市タワー美術館、高崎市山田かまち美術館、高崎市染料植物園（屋内のみ）は 5/6（水・休）まで閉館となっております。
　最新情報は高崎市 HP 等をご確認ください。

＊（ ）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。

ミュージアム / シネマ情報

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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北

東 西

南

※掲載内容は、4/14 時点のものです。変更等ある場合がございますので、最新情報は各施設へお問い合せください。

5/24 日 大劇場 フジコ・ヘミング＆バーデン・バーデン南西ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団
■14:00開演／16:00終演 ■料金／S席11,000円 A席9,000円 B席7,000円 C席5,000円
■問い合わせ先／株式会社コンサート・ドアーズ　TEL 03-3544-4577

高崎芸術劇場

〒370-0841 高崎市栄町9-1　TEL : 027-321-7300

高崎シティギャラリー

〒370-0829 高崎市高松町35-1　TEL : 027-328-5050

～5/6（水・休） 9:00～ 18:00、5/7（木）から9:00～22:00開館時間

10:00～18:00チケットセンター

8:30～17:15開館時間

～5/6（水・休）※窓口業務は通常通り行います。 5/7（木）から無休休館日

大木和音チェンバロリサイタル Vol．18 Delight
■15:00開演／17:00終演 ■料金／全席自由 2,500円（当日3,000円）
■問い合わせ先／（有）アルト・ノイ・アーティストサービス　TEL 04-2965-1943

5/23 土

群馬音楽センター
8:30～17:15開館時間

～5/6（水・休）※窓口業務は通常通り行います。 月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

無休休館日

〒370-0829 高崎市高松町28-2　TEL : 027-322-4527

よしもとお笑いライブ in 高崎 2020
■19:00開演／20:30終演 ■料金／全席指定 4,000円（当日4,200円）
■問い合わせ先／吉本興業株式会社　TEL 0570-550-100

5/24 日

高崎市文化会館
8:30～17:15開館時間

～5/6（水・休）※窓口業務は通常通り行います。 
月曜日（祝日の場合は翌平日）

休館日

〒370-0065 高崎市末広町23-1　TEL : 027-325-0681

©Roman Goncharov ©瀬戸秀美
［料金］ S席10,000円～E席3,000円 ペア券あり、U25券（前売りでの購入が可能・ペア券を除く）

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

6/14 18:00 開演 大ホール2020年 （日）
（旧モスクワ放送交響楽団）

ウラディーミル・フェドセーエフ指揮
チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ

チャイコフスキー：弦楽セレナーデ ハ長調 作品48
   ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
 　（チェロ：アレクサンドル・クニャーゼフ）
ハチャトゥリアン：バレエ音楽「ガイーヌ」、組曲「仮面舞踏会」より
 　　　剣の舞／バラの娘たちの踊り／レズギンカ 他

〈プログラム〉

11/24
19:00 開演 大ホール
2020年 （火）

ボリショイ・バレエ 「白鳥の湖」 全2幕4場
演奏：ボリショイ劇場管弦楽団

［料金］ SS席18,000円～D席6,000円 ペア券あり、U25券（前売りでの購入が可能・ペア券を除く）

ほし だよ

北斗七星

見上げ
てみよう 5月の星空

公演中止のお知らせ 〈高崎芸術劇場 大劇場〉

6/18（木） ■  「加山雄三コンサートツアー2019-20 START」  [振替公演] 
チケット払い戻しについて

●高崎芸術劇場および、高崎市文化施設プレイガイドでチケットをお買い求めの方：
　対象チケットと引き換えに、高崎芸術劇場２Fチケットカウンターで払い戻しをいたします。

●払い戻し期間：5/7(木)～6/10(水)まで　
●受付時間：10:00～18:00
●お問い合わせ：高崎芸術劇場チケットセンターTEL：027-321-3900（10:00～18:00）
●その他、各種プレイガイドでお買い求めの方、また公演中止に関するお問い合わせは
　下記へお願いします。
　ハンプトンジャパン（株）　TEL：0120-131-213（平日10:00～18:00）

「１等星」は全天に 21 個ある
特に明るい星。星図の★マーク

春の星
図

図のように見える時刻
3 月中旬  00 時
4 月中旬  22 時
5 月中旬  20 時　夕暮 れ後 の 夜 空に春 の星 座を探 してみま

しょう。
　有名な「北斗七星」から星図のように「春の
大曲線」を描いていきます。この時期、北 斗七
星は頭の真上近くに見えています。水をすくう
道具「ひしゃく」の形に並んだ７つの星で、尾が
長い不思議な姿の熊の星 座「おおぐま座」の
お尻からしっぽにあたります。
　春の大曲線は、北斗七星の曲がって並ぶ４つの星を大きく延長していきます。する
と、オレンジ色の１等星「アルクトゥールス」（意味は、熊の番人）が輝いています。この
辺りは「うしかい座」で、天を支えている巨人の星座です。
　さらに春の大曲線のカーブをたどると、南の空に「スピカ」が見つかります。星占いに
も登場する黄道星座「おとめ座」の 1 等星で、清らかな純白の輝きから「真珠星」とも
呼ばれています。
　春の星座にはもうひとつ 1 等星があります。ライオンの星座「しし座」の胸元に輝く
「レグルス」です。レグルスを含む「？マーク」を裏返したような星の並びがライオンの
頭になっています。
　それから今月中旬ごろまでは、まぶしいほど明るい「金星」が、一番星として西の空
に輝いています。そちらもぜひ注目してください。

高崎市少年科学館／担当：岸

■19:00開演／21:00終演 ■料金／5,700円 
■問い合わせ先／（株）フォールーラー　TEL 028-614-4044

ゲスの極み乙女。TOUR2020 「ゲスの極み乙女。をもう一度」5/13 水

チケット払い戻しについて

●払い戻し期間：4/8（水）～6/30（火）まで（購入したセブンイレブンの店舗にて）
●高崎芸術劇場メンバーズ：発券されたセブンイレブン店舗（券面左下に記載）に
　　　　　　　　　　　　　対象チケットをお持ちください。当劇場チケットカウ

　　　　　　　　　　　　　ンターでの払い戻しはできません。

●お問い合わせ：Zen-A[ゼンエイ]  TEL：03-3538-2300（平日11:00～19:00）

■  ウォルトディズニー・アニメーション・スタジオ“ザ・コンサート”6/14（日）

5月 イベント・カレンダー

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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Exhibition

高崎シティギャラリー展示室

高崎市少年科学館

8:30 ～17:15開館時間

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

5月スケジュール 7
木

8
金

9
土

10
日

11
月

12
火

13
水

14
木

15
金

16
土

17
日

18
月

19
火

20
水

21
木

22
金

23
土

24
日

25
月

26
火

27
水

第1展示室

第2展示室

第 3展示室

第 4展示室

第 5展示室

第 6展示室

予　備　室

絵画展
斗南美術協会　TEL : 027-252-1709

5/28（木）～ 6/3（水）保守点検のため
催し物はありません

期　間 プログラム 上映時間

月・火・水・金

5月8日（金）～27日（水）

『パリで見られる19 世紀フランス美術』より
「ルーヴル・オルセーセレクション」

①「くらしを衣裳で残す」
②「みちのくの鬼たち―鬼剣舞の里―」

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

11:00 12:00 13:00 14:00土・日

9:00 ～17:00開館時間

一般 320 円（ 団体 260 円（20 名以上） ）観 覧 料

5月9日（土）  9:30 ～12:00日　時

20人定　員 500円（材料費）費　用 4月30日（木）締　切

小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）対　象

無料　 ※事前の申し込みは不要です。参 加 費

3月7日（土）～5月31日（日）投映期間

5/7（木）・11（月）・18（月）・25（月）休 館 日

〒370-0065 高崎市末広町23-1住　　所

027-321-0323電　　話

火～金 学習・団体（午前中）

土・日・祝日 11:00 14:45

15:30

13:30

14:00

16:00

プラネタリウム投映時間

一般番組

● 銀河の渚で

● 液体万華鏡を作ろう

● 金星を見よう

1月4日（土）～5月31日（日）投映期間

子ども向け番組

● 忍たま乱太郎の宇宙大冒険 withコズミックフロント☆NEXT
　ブラックホールで危機一髪！？の段

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、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

■一般番組　■子ども向け番組

■プラネタリウムホール前にて30分前から受付します。
■望遠鏡で天体を観察します。
■曇りや雨の場合はホールでの解説のみになります。

地上から見た天の川の実写映像をはじめ、銀河系にある様々な美しい
場面を映像化。さらに遠い過去から未来の銀河系の姿をダイナミック
な美しいドーム映像でお楽しみいただきます。大いなる光の渦巻き「銀
河の渚」で、ゆったりとおくつろぎください。

水とラメなどを入れた試験管を使って、のぞくと模様が揺れて見える万華鏡を作る。

5月14日（木）  9:30 ～12:00日　時

20人定　員 300円（材料費）費　用 4月30日（木）締　切

おおむね60歳以上の方対　象

● マリンドームを作ろう
瓶の中に水とおもちゃの魚や貝を入れたマリンドームを作る。

5月10日（日）  9:30 ～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 4月30日（木）締　切

小学1・2年生（保護者同伴）対　象

● プログラミング５月・低学年向け
文部科学省のウェブサイト「プログラミン」とプログラムミング言語「スクラッチ」を
使った初歩的なプログラミングを体験する。

5月24日（日）  9:30 ～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 5月14日（木）締　切

小学3年生～中学生（小学3年生は保護者同伴）対　象

● プログラミング５月・中高学年向け
プログラムミング言語「スクラッチ」を使ったプログラミングを体験する。

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。
　（シニアは、教室名・開催日・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23-1　高崎市少年科学館まで。
　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） ※必ず返信メールをご確認ください

■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。
■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。

プラネタリウム

天文教室

科学工作教室 要申し込み

シニア工作教室 要申し込み

パソコン教室 要申し込み

締切日
必着

いずれも入場無料。上映時間内に自由に出入りできます。ハイビジョンギャラリー上映番組 ― ギャラリートーク ―
ラジオ高崎 FM76.2

展示情報をお届けしています!
土 9:15～9:29
日 再10:30～10:44

毎週

春の星座解説を含む約40分

春の星座解説を含む約35分

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

5月22日（金）19:00～　※季節によって開始時間が変わります。ご注意ください。日　時

5月23日（土）  9:30 ～12:00日　時

20人定　員 500円（材料費）費　用 5月14日（木）締　切

小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）対　象

● くるくるマグネットを作ろう
磁石のＮ極とＳ極の引き合う性質を利用して、くるくる回りながら移動するおもちゃを作る。

臨時閉館のお知らせ

※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、および5月28日（木）～6月4日（木）は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

新型コロナウイルスの感染拡大の防止の
ため、４ / ８（水）〜５ / ６（水・ 休）の 間、臨
時閉館の対応をさせていただいておりま
す。ご不便をおかけいたしますが、ご理解
ご協力のほどお願いいたします。

アート / サイエンス

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は、4/14 時点のものです。変更等ある場合がございますので、最新情報は各施設 HP 等でご確認ください。

●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。

●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。

市内に在住か在勤、在学の高校生以上の初心者を対象に、下記の教室を開催します。
申し込みは、5月16日（土） 9:30から受講料を添えてサンライフ高崎（TEL027-361-0098）で
受付を行います。先着順で定員になりしだい締め切らせていただきます。

教室名

第１期
短期

水泳教室

午前コース バタフライ 10:15～11:45
午後①コース クロール 12:00～13:30 
午後②コース 平 泳 ぎ 13:45～15:15
・バタフライ（バタフライが25m泳げない人）
・クロール（クロールが25m泳げない人）
・平泳ぎ（平泳ぎが25m泳げない人）

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）

バタフライ … 15人
クロール …… 15人
平 泳 ぎ …… 15人

初心者A …… 15人
初心者B …… 15人
中級者 ……… 15人

各1,000円 
※（全５回）

1,500円 
※（全8回）

7/3～

7/17

6/19～

8/28

5/15～

5/31

5/1～

5/15

火
・

金

金
第2期
夜間

水泳教室

期間 曜日 コース 参加料 定員 申込期間

浜川プール

令和2年度 上期 サンライフ高崎の教室

〒370-0081 高崎市浜川町1575-1（浜川運動公園内）住　所 10:00～21:00（日曜・祝日は17:00まで）開館時間

～5/6（水・休）、月曜（祝日の場合は翌日が休館）休館日027-344-5511電　話

スポーツ教室 トレーニングルーム

〒 370-0006 高崎市問屋町4-8-8住　所 9:00～21:00（日曜・祝日は17:00まで）開館時間

～5/6（水・休）、月曜休館日027-361-0098電　話

参加者募集

毎週火曜日（6回）　6月2日〜7月7日
14:00～15:30 30人

28人

28人

20人

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

毎週火曜日（6回）　6月2日～7月7日
18:30～20:30

毎週水曜日（6回）　6月3日～7月8日
18:30～20:30

毎週木曜日（6回）　6月4日～7月9日
18:30～20:30

教室名 内容（用意するもの） 開講日程 受講料定員

ソフト有酸素運動

英　会　話

韓　国　語

卓　　　球
卓球の基礎知識、グリップ、フォーム等、試合の進め方まで楽しく指導します。

用意するもの▶ トレーニグウエア、室内用運動靴、持っている方はラケットを用意してください、汗拭きタオル

韓国語〈旅行に役立つ韓国語〉初級者向けの教室です。※講師は韓国の方です。

用意するもの▶ 筆記用具

基礎英会話〈群馬へ観光に来た旅行者との会話〉初級者向けの教室です。※講師は日本の方です。

用意するもの▶ 筆記用具

音楽にあわせて、無理なく楽しく体を動かしてみましょう。ストレッチポール、ボールエクササイズも取り入れます。

用意するもの▶  トレーニングウエア、室内用運動靴、汗拭きタオル

〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18　TEL : 027-329-5447JR 高崎駅から徒歩 8分 !

※浜川プール開催のスポーツ教室には、
　入場料が毎回別途大人 410 円／1回・小人 220 円／1回必要です。

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。運動経験のない初心者から少し体
力のある初級者を対象とするプログラムです。

5月12日、19日、26日（各火曜日）
13:30～14:30

日　程

時　間

●たのしくエアロ

ヨガをしたことがないなど、初心者を対象にしたヨガ
教室です。誰でもでき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
行なうプログラムです。

　ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」やウズベキスタン文化芸術訪問
団の高崎公演、ポーランドのバレーボール・柔道代表やウズベキスタン新体操
チームの合宿受入れ、ポーランド・ポズナン市で毎年開催されるポズナンマラソ
ンへの高崎市民ランナーの派遣やウズベキスタンへの高崎市新体操選手団の派
遣など、文化やスポーツを通して両国と相互交流を行っています。
　オリンピックで活躍するポーランド・ウズベキスタン選手を応援しましょう！

5月14日、21日、28日（各木曜日）
13:30～14:30

日　程

時　間

●はじめてのヨガ

申込 方法（消印 有効）
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、右記のあ
て先までお申し込みください。

あて先・ 問 い合 わ せ先

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

高崎市では、東 京オリンピックに出場する
ポーランドとウズベキスタンの選手たちの
事前合宿を行います。

●高崎市はポーランド共和国とウズベキスタン共和国のホストタウンです。

▲シロンスクの皆さんと片岡中の生徒たち

高崎財団 

YouTubeチャンネルで

その他の交流の様子が

ご覧いただけます。

日本の自治体と東京オリンピック・パラリ

ンピックに参加する国・地域の人たちが、

スポーツ、文化、経済的な交流を通して外国

を知り日本を伝え、地域の活性化を推進す

る国の取組みです。

ホストタウンとは?

よりお知らせ

※屋外スポーツ施設は当面市内の方のみのご利用とさせていただきますが、
　極力、自粛をお願いいたします。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、下記の施設では以下の対応をしております。ご不便をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

・高崎市少年科学館　 ・高崎サウンド創造スタジオ「TAGO STUDIO TAKASAKI」
・高崎アリーナ　 ・高崎市浜川体育館　 ・高崎市浜川プール　 ・高崎市弓道場
・高崎市武道館　 ・高崎市相撲場　 ・サンライフ高崎

臨 時 閉 館 次の施設でのチケット販売業務等の窓口業務は通常どおり行います。
・高崎市文化会館　 ・群馬音楽センター　 ・高崎シティギャラリー

・高崎芸術劇場 … 9：00 ～ 18:00 までの開館となります。
開館時間の変更

管理施設の臨時閉館 ・ 開館時間変更等について

～5/6（水・休）休館日

スポーツ ／ お知らせ
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発行：高崎市・（公財）高崎財団 高崎芸術劇場部
〒370-0841 群馬県高崎市栄町 9-1　TEL.027-321-7300（代表）
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