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※掲載内容は6/12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。

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

群馬交響楽団プレイガイド

世界に誇るビッグ・バンド！
想像をはるかに超える
パワフルサウンドが炸裂

19:00 開演（18:15開場）10/30 金

　小曽根真率いる総勢15名のビッグ・バンド、ノー・ネーム・ホーセズ。いずれのメ
ンバーも自身のバンドでリーダーを務めるほどの日本を代表するジャズ・ミュージ
シャンながら、不定期で活動を続け、長年の信頼関係に基づいた高度なアンサンブ
ル、そして尽きない創造性と遊び心で多くのファンを魅了してきました。結成15周年
を記念した全国ホール・ツアーが今年の3月と5月に予定されていましたが、コロナ
禍で相次ぎ中止となり、高崎公演（当初3月から延期）が唯一のステージとなります。
　ツアーとタイトルを同じくした記念アルバム『Until We Vanish 15×15』は彼ら
の神髄を存分に味わえる最高傑作と評されています。世界でも類を見ないビッグ・
バンドの軌跡をナマで体感できるこの貴重な機会をお見逃しなく！

群馬交響楽団 第560 回 定期演奏会
7/4 18:45 開演（18:00開場）土高崎芸術劇場 大劇場

小曽根真 featuring No Name Horses 
～ Until We Vanish 15×15 ～

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

●チケット発売開始
web

7/17（金）10:00～
電話

7/20（月）10:00～
窓口

7/21（火）10:00～

ht tps://w w w.youtube.com/
channel/UCl-CO9-gfk Avex1swAsO-mw

群響メンバーがYouTube出演

15周年ツアー公演が相次ぎ中止、
　　“高崎”が今回唯一のステージに―

小曽根真
（ピアノ／ハモンド・オルガン）

近藤和彦
（アルト・サックス）

スペシャルツアーメンバー
山岸竜之介
（エレキギター）

エリック宮城
（トランペット）

池田篤
（アルト・サックス）

木幡光邦
（トランペット）

三木俊雄
（テナー・サックス）

奥村晶
（トランペット）

岡崎正典
（テナー・サックス）

岡崎好朗
（トランペット）

岩持芳宏
（バリトン・サックス）

中川英二郎
（トロンボーン）

中村健吾
（ベース）

半田信英
（トロンボーン）

高橋信之介
（ドラムス）

山城純子
（バス・トロンボーン）

 © 山本倫子

小林研一郎（指揮）

 ©HIDEKI NAMAI

©Shumpei Ohsugi

阪田知樹（ピアノ）

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
指揮／小林研一郎（群響ミュージックアドバイザー）　ピアノ／阪田知樹 *

曲　目 ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 *
ブラームス／交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ぜひ、ご自宅でも
群響の演奏をお楽しみください !

　小林研一郎（群響ミュージック・アドバイザー）による高崎芸術劇場での定
期演奏会。ミュージック・アドバイザーに就任してから約１年半。実は高崎芸術
劇場で開催される定期としては初登場となります。前半には、小林が信頼を寄
せる阪田知樹を迎え、《ピアノ協奏曲 第3番（ベートーヴェン）》を。現在、最も
勢いに乗る若手ピアニストとの共演にご期待ください。後半は、《交響曲 第1
番（ブラームス）》。“炎のマエストロ”の名の如く、年齢を感じさせないエネル
ギッシュな指揮で、聴衆は瞬く間に小林マエストロの世界に引き込まれてしま
います。今年で御年80歳。渾身のブラームスをご堪能ください。

炎のマエストロ・渾身のブラームス

※チケットの払戻しについて：ご購入いただいたプレイガイドによって返券方法が変わります。詳しくは群響HPでご案内しております。

公演中止となりました

Profile 小曽根真 featuring No Name Horses
小曽根真が率いる総勢15名のビッグ・バンド。2004年に結成。これまで国内ツアーの他、アメリカ（世界最大のジャズ・コンベンション
「IAJE (国際ジャズ教育協会／ NY)」）、フランス（ラロック・ダンテロン・ピアノ音楽祭）、スコットランド（エジンバラ・ジャズ・フェスティバ
ル）、ウィーン、シンガポール（モザイク音楽祭）等で演奏。2014年、結成10周年を記念し、アルバム『ROAD』をリリース。同年9月には、東京
JAZZにてクリスチャン・マックブライド・ビックバンドと合同演奏を行うほか、結成10周年記念ツアー（全12公演）を実施し大成功を収め
た。2018年12月には、日仏の文化交流イベント“ジャポニスム2018”におけるパリ公演で、熱いステージを繰り広げた。2020年には、活動
開始から15年を迎えCDをリリースした。今後も音楽のジャンルを越えたコラボレーションを行うなど、第一線での活動が期待されている。
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音楽ホール・後期公演ラインナップ

©井村重人

©Eddy Posthuma de Boer

料　金 全席指定 4,000円　U-25 1,500円
出　演 渡邊一正（指揮）

濵地宗（群馬交響楽団首席ホルン奏者）、群馬交響楽団

遊び心満載！ベース4台の愉快なステージ
ザ・ベースギャング
10/17 14:00 開演（13:30開場）土

 ©Hiromichi Nozawa

 ©Milan Djakov, creative studio

©Satoru Mitsuta

渡邊一正（指揮） 濵地宗

曲　目 ホルン協奏曲 第1番 ニ長調K.412
第2番 変ホ長調K.417、第3番 変ホ長調K.447
第4番 変ホ長調K.495

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円
出　演 エリカ・ゲルトゼッツァー（ヴァイオリン）、サーシャ・フ

レンブリング（ヴィオラ）、コンスタンティン・ハイドリッ
ヒ（チェロ）、ディルク・モメルツ（ピアノ）

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／組曲「展覧会の絵」

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円
出　演 アントニオ・シャンカレポーレ、アンドレア・ピーギ、アルベルト・ボチーニ、アメリゴ・ベルナルディ

《チケット発売開始日変更》
web 8/21（金）10:00～ 電話 8/24（月）10:00～ 窓口 8/25（火）10:00～

曲　目 クラシック、ジャズ、ロック、J-POPなど予定

人気ヴァイオリニストが気心知れた仲間たちと登場
ネマニャ・ラドゥロヴィチ＆フレンズ
“悪魔のトリル”
11/7 14:00 開演（13:30開場）土

料　金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円
出　演 ネマニャ・ラドゥロヴィチ、ギヨーム・フォンタナローザ、フレデリック・ドゥシュ（以

上ヴァイオリン）、クリスティーナ・アタナソヴァ（ヴィオラ）、アンヌ・ビラニェ（チェ
ロ）、ナタナエル･マルヌリー（コントラバス）

《チケット発売開始日変更》
web 8/21（金）10:00～ 電話 8/24（月）10:00～ 窓口 8/25（火）10:00～

曲　目 ヴィターリ／シャコンヌ、J.S.バッハ（セドラー編）／トッカータとフーガ ニ短調 ほか

400席で聴く群響

13:30 開演（13:00開場）

8/26 水
平日午後のモーツァルトⅡ

　群馬交響楽団首席ホ
ルン奏者・濵地宗さん
がモーツァルトの協奏
曲全4曲を一挙に演奏
します。

エスプリの極致
フォーレ四重奏団
Fauré Quartett

　名門カルテットが奏で
る組曲「展覧会の絵」は圧
巻です。

14:00 開演（13:30開場）

10/11日

公演中止となりました

　新時代ヴァイオリニストのトップランナー、ネマニャ・ラドゥロヴィチ。2年前の
高崎シティギャラリーでのリサイタルでは満場総立ち拍手とブラヴォーの喝采が
止まない熱演を繰り広げた彼が、リクエストに応えてこ
の秋、再び高崎に来演します。
　今回は5人の弦楽奏者たちで構成する“悪魔のトリ
ル”とともに登場します。バッハやブラームスといったク
ラシックの名品も彼らの手にかかればたった今作曲さ
れたばかりのような鮮度が立ち上ってきます。また、息
をのむほど緻密で瞬発力の高い演奏はアンサンブルを
聴く快感を存分に堪能させてくれるに違いありません。

　今シーズンの高崎芸術劇場のステージはバラエティに富んだカルテット（四重奏）がラインナップ
されていますが、その中でも彼らの個性は際立っています。
　一般的に取り扱いが厄介で不恰好な楽器と思われがちなコントラバス。そんなイメージを払拭す
るのがイタリアの名門楽団に籍を置く4人の奏者たち。彼らの演奏を聴けばこの楽器が潜在的に
持っているバラエティに富んだ音色、幅広い音域、豊かなハーモニーに気付くはずです。
　ポピュラーなクラシックの名曲からジャズ、タンゴ、ロックまでレパートリーは幅広く、遊び心満
点、抱腹絶倒のステージは聴く者を決して飽きさせません。

全412席 豪華アーティストをゆったりとした空間で愉しむ

6回セット券
おトク！

20,000円（１回ずつ購入すると28,000円）※６回それぞれお好きな　お席が選べます。

14:00 開演（13:30開場）
10/17 土
ザ・ベースギャング

料　金
全席指定 4,000円
U-25　　2,000円

web 8/21（金） 電話 8/24（月） 窓口 8/25（火）
《チケット発売開始日変更》

web 8/21（金） 電話 8/24（月） 窓口 8/25（火）
《チケット発売開始日変更》

ネマニャ・ラドゥロヴィチ
＆フレンズ“悪魔のトリル”

フィルハーモニクス ウィーン = ベルリン

web 8/21（金） 電話 8/24（月） 窓口 8/25（火）

●チケット発売開始

トン・コープマン 
バッハへのオマージュ

14:00 開演（13:30開場）
11/7 土

料　金 全席指定 5,000円
U-25        2,000円

料　金 全席指定 5,000円
U-25　　2,000円

料　金
全席指定 6,000円
U-25     2,500円

©Hiromichi Nozawa

19:00 開演（18:30開場）
12/16 水

14:00 開演（13:30開場）
2021年2/14 日

三浦一馬キンテート
（バンドネオン五重奏）

料　金 全席指定 4,000円
U-25　　2,000円

web 10/16（金） 電話 10/19（月） 窓口 10/20（火）

●チケット発売開始

web 10/16（金） 電話 10/19（月） 窓口 10/20（火）

●チケット発売開始
web 10/16（金） 電話 10/19（月） 窓口 10/20（火）

●チケット発売開始

ミラノ大聖堂 
聖歌隊

料　金 全席指定 4,000円
U-25　　2,000円

14:00 開演（13:30開場）
2021年3/7 日

19:00 開演（18:30開場）
2021年3/10 水

《以下、公演日が変更となりました》

《チケット発売開始日変更》web 7/10（金）10:00～ 電話 7/13（月）10:00～

高崎財団ピックアップ公演
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※掲載内容は6/12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

【振替公演】
無伴奏ヴァイオリンの夕べ（8夜）
古橋綾子ヴァイオリンリサイタル

高崎芸術劇場
音楽ホール

群馬交響楽団事務局
TEL：027-322-4316

自由席 一般 2,200円
学生・シルバー（65歳以上）　お体の不自由な方 1,500円2021年3/25（木）

19:00開演

【振替公演】
高木直樹ピアノリサイタル

高崎芸術劇場
音楽ホール

日本ヒナステラ協会
E-mail：japan.ginastera.
association@gmail.com

自由席 一般 2,000円　高校生以下 1,500円2020年11/29（日）
14:00開演

高崎芸術劇場
メンバーズ限定

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
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

公　演　名 日　時 料　金 会　場 お 問 い 合 わ せ

チケット販売サービス・取扱いチケット一覧�月 ��月 公演

料　金 全席指定 4,200円 出　演 立川談春

人気・実力を兼ね備えた
「新世代の名人」

19:00 開演（18:30開場）11/18 水
立川談春 独演会

ノラ・ジョーンズ直系
ジャズ・ヴォーカルの未来を担う才媛

19:00 開演（18:15開場）8/26 水

中欧で人気沸騰！
「農村マズルカ」の世界

19:00 開演（18:15開場）10/14 水
ヤヌシュ・プルシノフスキ・コンパニャ

立川談春

料　金 全席指定　6,500円（ワンドリンク付）　U-25 3,000円（ワンドリンク付）
スペシャル・プラン10,000円(ワンドリンク・ディナー付)

出　演 キャンディス・スプリングス（ピアノ、ヴォーカル） ほか

●チケット発売開始
web 7/3（金）10:00～ 電話 7/6（月）10:00～ 窓口 7/7（火）10:00～

料　金

全席指定
4,000円（ワンドリンク付）
U-25
2,000円（ワンドリンク付）
出　演

ヤヌシュ・プルシノフスキ
ピーター・バラカン（解説） ほか

●チケット発売開始

《チケット発売開始日変更》

web 7/31（金）10:00～
電話 8/3  （月）10:00～
窓口 8/4  （火）10:00～

Profile ピーター・バラカンPeter Barakan

　「ピアノの詩人」と呼ばれたショパン。故国ポーランドへの思
いを込めた数々の作品は時代を超えて人々に愛されています。
　そんなこの作曲家の音楽的な原点といわれるのが当時の農
村の舞曲「マズルカ」。このフォーク・ミュージックが現在ワル
シャワを中心に空前の盛り上がりをみせているのだとか。その
火付け役となったのがこのバンド「ヤヌシュ・プルシノフスキ・
コンパニャ」です。
　彼らがステージで披露するのは学究的な当時の音符の再現
ではなく、ショパン当時の農村の人々の空気感といえるでしょ
う。それは愉快そのものながら、時にはノスタルジックな風が流れます。
　当日はピーター・バラカンさんがナビゲートします。早くから彼らの魅力をラジオ番組で紹介してきたバラカンさんならで
はのエピソードにもご期待ください。

※電話予約なし、窓口発売のみです。
※2020/3/26（木）のチケットをお持ちの方は、そのままご入場いただけます。

※当日券は500円増しとなります。
※2020/3/15（日）のチケットをお持ちの方は、そのままご入場いただけます。

高崎芸術劇場1階のシアター・
カフェ＆レストランでの食事と
チケットがセットになったプラ
ンをご用意しました。

ディナー付
スペシャル・プラン
10,000円

　高崎芸術劇場では初めてとなる本格的な落
語会。その記念すべき高座に迎えるのは、いま
最もチケットが取れない落語家として人気の立
川談春さんです。
　17歳の時に落語界の天才にして異端児・立
川談志さんに弟子入り。昨年、芸歴35周年の節
目に開かれた独演会には長蛇の列ができ大き
な話題となりました。
　近年では「下町ロケット」をはじめとするドラ
マや映画への出演でも存在感ある演技が注目
され、マルチな才能
を発揮する談春さん
ですが、この高崎の
独演会では新世代
の名人ならではの大
ネタに耳を傾けてみ
たいものです。

　ノラ・ジョーンズをゲストに迎えた最新作『The Women Who Raised Me』が
話題の人気シンガー＆ピアニスト、キャンディス・スプリングスが3年ぶりに来日
します。
　2014年にブルーノート・レコードからデビューシングルを発表し、2016年リ
リースのファースト・アルバム『ソウル・アイズ』で大ブレイク。大物アーティストか
らの信頼も厚く、特にプリンスは「雪さえも溶かすほどの温かな歌声」と賞賛してい
ます。そんな彼女のさらなる成長と躍進を遂げた音楽世界をお楽しみに。

キャンディス・
スプリングス

KANDACE SPRINGS supported by Blue Note Tokyo
キャンディス・スプリングス

1951年ロンドン生まれ。
ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年に音楽出版社の著作権業務に就くため来日。現
在フリーのブロードキャスターとして活動、「バラカン・ビート」（インターＦＭ）、「ウィークエン
ド・サンシャイン」（NHK-FM）、「ライフスタイル・ミュージアム」（東京FM）、「ジャパノロジー・
プラス」（NHK BS1）などを担当。著書に『ロックの英詞を読む～世界を変える歌』（集英社イ
ンターナショナル）、『わが青春のサウンドトラック』（光文社文庫）、『ピーター・バラカン音楽
日記』（集英社インターナショナル）、『魂（ソウル）のゆくえ』（アルテスパブリッシング）、『ラジ
オのこちら側』（岩波新書）、『ぼくが愛するロック 名盤240』（講談社＋α文庫）などがある。
2014年から小規模の都市型音楽フェスティヴァルLive Magicのキュレイターを務める。

ナビゲーター紹介

※写真はイメージです。

web 7/31（金）10:00～ 電話 8/3（月）10:00～
窓口 8/4  （火）10:00～

高崎財団ピックアップ公演
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　遙か昔より花は私たちの生活と深く結び
ついてきました。人々は生命や豊穣の象徴と
して花を愛し、神や死者への祈りの儀式や
宮殿での祝宴を彩り、その姿を絵画や彫刻
で形に残してきました。花が花として開花し
ていることはまさに自然そのものの力であ
り、その力強さとともに美しさと儚さをもっ
た姿は、いつの時代もアーティストたちのイ
ンスピレーションの源でもありました。
　本展覧会では現代のさまざまなアーティストが描き、象った花を「生命の花」「暗
示する花」「女神の花」「増殖する花」などのテーマでご紹介します。

＊（ ）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。

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）　※邸内の観覧は当面の間事前予約制

一般500円（400円） 大高生300円（250円）観覧料

7/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）休館日

渡辺香奈「The River」2012年　作家蔵

FLOWER

開催期間

企画展 線の美－日本画における線の魅力企画展

まで～ 8/30日7/4 土

　「  え　永遠に　地域で守る　上野三碑」　
ユネスコ「世界の記憶」に登録された「上野三
碑」を広く周知し、興味・関心をもっていただく
ために、「上野三碑かるた」が作成されました。
公募作品から選定された44枚の読札には、
上野三碑に関連する史跡や人物、出来事など
が詠まれています。展示では、44枚の読札・
絵札をもとに、拓本や遺物、写真などで上野三
碑の魅力や価値を子ども向けにやさしい言葉
で、わかりやすく紹介します。この機会に、上野三碑や関連する文化財の情報をぜ
ひキャッチしてください。

上野三碑かるたの読札・絵札

山崎青樹「ジンジャの花」

　日本画の特徴の
ひとつに、線を用い
て描くことが挙げら
れます。しかし、その
線は単に物の形状
をかたどる境界線で
はなく、対象物の動きや質感、温もりをも表わすもので、日本画家にとって線の習
熟は画家への第一歩でした。掲載作品は、昔話で知られる「かちかち山」を描いた絵
巻物の最後の部分で、悪行を働いたタヌキをウサギが成敗する場面です。ネコやネ
ズミ、カエルなどがその様子を眺めていますが、墨による線描だけでさまざまな動
物の動きが生き生きと表現されており、安田靫彦の優れた技術を堪能できます。

安田靫彦《かちかち山》（部分）1910年　株式会社ヤマタネ蔵

開催期間 まで～ 9/6 日7/11土

草木染の道－昭和・平成・令和・その先へ－
開催期間

企画展

こどものための上野三碑かるた
－上野三碑かるたがおもしろい！－

夏の企画展示 まで延長7/26 日

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500円（400円） 大高生300円（250円）観覧料

7/1（水）～10（金）・13（月）・20（月）・27（月）休館日

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（入園は16:00まで）、4～8月の土日祝は9:00～18:00（入園は17:30まで）

住　　所 〒370-2107 高崎市吉井町池1085　T E L 027-387-4928
開館時間 9:30～17:00（入館は16:30まで）

無料
（ユネスコ「世界の記憶」登録記念で令和3年3月31日まで）

観覧料

7/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）休館日

開催期間 まで～ 9/13 日7/23 祝

7/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）
臨時休館日 7/28（火）・29（水）・30（木）・31（金）

休園日

一般200円（160円）
大高生150円（120円）

入館料 無料入園料

TAKASAKI  CITY  DYE  PLANT  BOTANICAL  GARDEN
多胡碑記念館

アザミに似た黄色の管状花
をつけ、やがて赤色に変わり
ます。
古来より紅花染めは行われ、
高貴な身分の人しか着られ
ない色でした。

園内の花情報 紅花 ベニバナ （キク科）

市川雷蔵祭
7/18 〜上映土

　ただ愛に生きる、美しい男がいた―。映画を愛し、映画
に愛された伝説の俳優・市川雷蔵の代表作を特集上映！

当日1作品鑑賞料金1,000円（前売販売無し）料 金

観る者を魅了する創造力の源泉へ

エッシャー 視覚の魔術師
7/18　〜31

2週間上映
土 金

　オランダ人版画家・画家で、だまし絵で知られ
るマウリッツ・コルネリス・エッシャー。現存する
本人の書簡、日記、家族らの証言を通して、彼の
人生に迫るドキュメンタリー。CGアニメーショ
ンを駆使して、立体的な作品をさらに斬新な表
現へと導き、エッシャーから多大な影響を受けた
という文化人らのインタビューなども交えなが
ら、エッシャーの影響力と創造力の源泉を探る。

2018年　オランダ　1時間20分
監督 :ロビン・ルッツ

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円料 金

住　　所 〒370-0815 高崎市柳川町31　TEL 027-395-0483
上映時間 11:00～（チケット販売開始・開場 10:30～）
休 映 日 7/22（水）・29（水）

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

住　　所 〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5
　　　　  TEL：027-321-0077
開館時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）
休 館 日 7/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）入館料 一般200円（160円）　大高生160円（100円）

常設展示
施設名 開催中の展示 お問い合わせ・開館時間・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。

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。高崎市山田かまち美術館

染色工芸館会　場

あきら

みさおせいじゅ かず  き

たてひこ

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、入館の際は検温、「健康状態申告書」のご記入をお願いしております。また、手指の消毒、マスクの着用にもご協力ください。 
※展示室内では入場制限を行い、お待ちいただく場合もございます。 ※距離を保ちながらご覧ください。 ※ご協力をお願いいたします。

©KADOKAWA

※ご鑑賞の方にマスクの着用をお願いしています。間隔を空けて席にお座りくださるようご協力お願いいたします。※事前予約制・全席指定となります。 ※ご来館の際はマスクの着用をお願いします。
※上映作品や上映時間の詳細につきましてはお問い合わせください。

大映入社後1954年に映画デビュー、1969年に亡くなるまで15年間
の映画俳優人生で、約160本の作品に出演、わずか37歳という若さで
この世を去った映画スター。没後50年経った今でも、多くの人々を魅
了して止まない昭和を代表する伝説の映画俳優。

市川雷蔵

ミュージアム / シネマ情報

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は、6/12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わせください。

©山本倫子 ©Yuji Hori

［料金］ S席8,000円～D席2,000円
　　　 ペア券・U25券あり

©瀬戸秀美

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

※11/21（土）に予定していた菊池洋子ピアノ・リサイタルは
　公演延期となりました。
※11/21（土）に予定していた菊池洋子ピアノ・リサイタルは
　公演延期となりました。

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）

高崎芸術劇場

〒370-0841 高崎市栄町9-1　TEL : 027-321-7300

9:00～22:00開館時間

10:00～18:00チケットセンター 無休休館日

タレントグループ第 1部コンサート7/12 日

■13:30開演／15:30終演 ■料金／無料
■問い合わせ先／タレントグループ　TEL 090-1444-0781

第 21 回北関東ピアノコンクール予選7/26 日

■10:00開演／20:00終演 
■料金／無料（関係者のみ）
■問い合わせ先／北関東ピアノコンクール実行委員会事務局　TEL 027-363-6280

ピアノ発表会7/26 日

■14:30開演／16:30終演 ■料金／無料
■問い合わせ先／山崎ピアノ教室　TEL 027-324-3538

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

8:30～17:15開館時間

無休休館日

11/202020年 （金）19:00 開演 大ホール
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」

小林研一郎 指揮 

ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団
ピアノ : 菊池洋子

音楽ホール

高崎シティギャラリー

発売日未定

発売中

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。

7月は
19：30以降が

見頃です

アクセスマップ

天候はフェイスブックで確認できます。

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930住　所

15:00～21:30開館時間

月曜日、火曜日休館日

027-386-6837電　話

くらぶちこども天文台で星を観よう！ 至吾妻・北軽井沢至吾妻・北軽井沢

倉渕中倉渕中

倉渕支所倉渕支所

道の駅
くらぶち小栗の里
道の駅
くらぶち小栗の里

〒

倉渕せせらぎ公園倉渕せせらぎ公園

倉渕福祉センター倉渕福祉センター

相間川温泉
ふれあい館
相間川温泉
ふれあい館

消防団
第3分団詰所

倉渕水沼公園内至松井田至松井田 至高崎市街地至高崎市街地

倉渕郵便局前倉渕郵便局前

406

※天文台に無料駐車場を
併設しております。

「道の駅くらぶち小栗の里」より
車で約 5 分

お車でお越しの方

ほし だよ

高崎市少年科学館

東東 南南

天頂天頂

図のように見える時刻
7月初め  22 時
7月中旬  21 時
7月末       20 時

「１等星」は全天に
21個ある特に明るい星。
星図の★マーク

さそり座

7月の星空

高崎市少年科学館／担当：岸

夏の星 と々2つの惑星がにぎやか！

7月の星空
（東～南）

　7月の宵空でまず目を引くのは、南東の方向で並んで輝く「木星」と「土星」の2惑星です（星図の中央下）。
　東の高い空には「夏の大三角」が見えています。３つの白い1等星「ベガ」（こと座）、「アルタイル」（わし座）、「デネブ」（はくちょ
う座）が形づくる夏の星空のシンボルです。ベガとアルタイルは、それぞれ七夕（たなばた）の「織り姫」と「彦星」としても親しま
れてきました。2つの星のあいだには、「天の川」が南へ向かって流れています。
　南の低い空には、アルファベットの「S」のような星の並びの「さそり座」があります。赤っぽく輝く1等星がさそりの心臓「アンタ
レス」、S字カーブ後半がさそりの尾になります。毒針を持つ少しこわい生き物ですが、神話では女神から与えられた使命を見
事に果たして星座になったとされています。
　さそり座の上にある「へびつかい座」も、この夏ぜひ探したい星座です。神話の名医アスクレピオスが両手で「へび座」をつ
かんでいます。へびは医術や生命力のシンボル。世界保健機関WHOのマークの「杖とへび」はこの医学の神に由来します。

7月 イベント・カレンダー

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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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

7月スケジュール 9
木

10
金

11
土

12
日

13
月

14
火

15
水

16
木

17
金

18
土

19
日

20
月

21
火

22
水

23
木

24
金

25
土

26
日

27
月

28
火

29
水

30
木

31
金

8/1
土

2
日

3
月

4
火

5
水

予　備　室

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

俺の写真研究室作品展 2020
俺の写真研究室 TEL:090-3083-9695

南法聖観私想仏画展
南法聖観仏画工房 TEL:090-7722-7609

ジレ田中新作原画展
ジレ田中 TEL:080-3596-4864

写友フォトポエム写真展
写友フォトポエム TEL:090-4910-3957

絵画展
斗南美術協会 TEL:027-252-1709

9:00～17:00開館時間

一般320円（団体260円（20名以上））観 覧 料

無料　 ※事前の申し込みは不要です。参 加 費

6月6日（土）～8月31日（月）投映期間

7/6（月）・13（月）・20（月）休 館 日

〒370-0065 高崎市末広町23-1住　　所 027-321-0323電　　話

火～金（7/21～8/31を除く） 学習・団体（午前中）

土・日・祝日・7/21～8/31の毎日 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

● 冒険のプラネタリウム

もしかしたら世界は無数にあるのかもしれない・・・

● 七夕の星を見よう

6月6日（土）～11月15日（日）投映期間

子ども向け番組

● ムーミン谷のオーロラ

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

お知らせ

■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分前から受け付けします。 
■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。

※夏休み期間（7/21～8/31）は毎日投映します。
※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）
※投映は予告なく変更または中止になる場合があります。

大航海時代、消えた星座、謎の神殿、落雷、恐竜、ビッグバン・・・
宇宙138億年の歩みをさかのぼって、現代のプラネタリウムへ
今、パラレルワールドをめぐる驚異の旅が始まる！

〈 あらすじ 〉
ムーミンが冬眠から目覚めると、まだムー
ミン谷は深い雪の中。春を呼び戻すことは
できるのでしょうか？

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23-1　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。

プラネタリウム

天文教室

７月１１日（土）  9:30～12:00日　時

10人定　員 300円（材料費）費　用 7月2日（木）締　切

５歳～小学生（小学３年生以下は保護者同伴）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。

7月12日（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 7月2日（木）締　切

小学1・2年生（保護者同伴）対　象

● プログラミング7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。

7月26日（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 7月16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7月・中高学年向け
プログラミング言語「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 要申し込み

パソコン教室 要申し込み

締切日
必着

― 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

夏の星座解説を含む約40分

夏の星座解説を含む約35分

7月7日（火）19:30～　※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

■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。

C�y Ga�ery

アート / サイエンス

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は、6/12 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。

※払戻期間を過ぎますと、払戻しが出来なくなりますので十分ご注意ください。

●申し込みは、１教室につき、1人1通までとします。
●定員を超えた時は、抽選となります。
●高崎市外の人は、「市内在勤」「市内在学」
　どちらか明記してください。

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。

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、浜川体育館へお申し込みください。
上並榎庭球場／〒370-0801 高崎市上並榎町1590　TEL:027-327-3828

あて先・お問い合わせ

施設名

浜
川
体
育
館

武
道
館

教室名

第2期フィットネスヨガ教室

期 間

9/7～11/16
（計10回）

曜 日

月

コース

午前コース　10:00～11:30
夜間コース　19:00～20:30

※お子様連れでの
　参加はできません。

参加料

3,000円

定員

各190人

申込期間 

7/15（水）～7/31（金）

第2期シェイプアップエアロビクス教室 9/8～11/24
（計10回） 火 午前コース　10:30～11:40

夜間コース　19:20～20:30 3,000円 午前120人
夜間  70人 7/15（水）～7/31（金）

第2期メタボ・ダイエット教室 9/10～12/10
（計10回） 木 夜間コース　19:00～20:30 3,000円 50人 7/15（水）～7/31（金）

第2期木曜ストレッチ教室 9/10～12/10
（計10回） 木 午後コース　13:30～15:00

※持ち物：ダンベル（500mlペットボトル×2本でも可） 3,000円 190人 7/15（水）～7/31（金）

第2期金曜ストレッチ教室 9/11～12/11
（計10回） 金 午後コース　13:30～15:00 3,000円 140人 7/15（水）～7/31（金）

第2期フィットネスフラ教室 9/7～11/16
（計10回） 月 午後コース　14:00～15:00 3,000円 45人 7/1（水）～7/15（水）

第2期健美操教室 9/10～11/26
（計12回） 木 午前コース　10:30～11:30 3,500円 50人 7/15（水）～7/31（金）

第2期親子仲良し運動教室 9/3～10/1
（計5回） 木 午後コース　16:00～17:00

※対象は、市内の年少から年長児とその保護者　　 1,500円 20組 7/1（水）～7/15（水）

初心者テニス教室（硬式） 9/3～10/22
（計８回） 木 午後コース　13:30～15:30 4,000円 30人 7/1（水）～7/31（金）上並榎

庭球場

〈高崎芸術劇場〉 公演中止 ・ 振替公演 ・ チケット払戻し方法　 追加情報 （６ / １２時点）

振替公演
※お手持ちのチケットでご入場いただけます。紛失しないよう、大切に保管してください。
※チケット払戻しをご希望の方は、下記、払戻し方法をご参照ください。

よりお知らせ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時閉館等の対応をしておりました下記施設は再開させていただいております。
施設利用の際は「新しい生活様式」にご留意くださいますようご協力お願いいたします。

● マスクの着用を徹底し、咳エチケットにご配慮ください。
● 入館時にアルコール消毒液で手指の消毒をお願いします。
● こまめに石鹸などで手洗いをお願いします。
● 人との距離をとる「ソーシャルディスタンス」にご協力ください。
● 発熱や風邪症状など体調不良の方は、ご利用をお控えください。

文化施設 高崎芸術劇場 ・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
高崎市少年科学館 ・高崎サウンド創造スタジオ「TAGO STUDIO TAKASAKI」

スポーツ施設 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

大劇場■  群馬交響楽団 第 560 回 定期演奏会 7/4( 土 )

●チケットの払戻しにつきましては、
　群響事務局（TEL:027-322-4944）または群響ホームページでお知らせする予定です。

中止公演（チケット発売前）

7/11( 土 ) ■  第15 回 高崎演能の会 特別公演「道成寺」 スタジオシアター

7/26(日) ■  ミュージカル「おにころ」 大劇場

8/23(日) ■  高崎ジュニア芸術祭（無料） 大劇場

11/19( 木 ) ■  イタリア・バーリ歌劇場『アイーダ』 大劇場

2021 年   2/21(日) ■  オペラ「禅」〜ZEN〜 大劇場

8/26( 水 ) ■  平日午後のモーツァルトⅡ　 音楽ホール

中止公演
大劇場■  仮面ライダースーパーライブ 20206/13( 土 )

●発券いただいたセブンイレブン店舗にて払戻しをいたします。
●払戻期間：5/27（水）10:00～ 6/30（火）23:59
●お問合せ：高崎芸術劇場チケットセンター TEL:027-321-3900（10:00～18:00）

●ご購入いただいたプレイガイド・団体のホームページや窓口へお問い合わせください。
●その他、お問合せ：Zen-A［ゼンエイ］ TEL:03-3538-2300（平日11:00～19:00）

上記以外でご購入のお客様

高崎芸術劇場メンバーズweb にてご購入のお客様
チ
ケ
ッ
ト
払
戻
し
方
法

●高崎芸術劇場2Fチケットカウンターで、チケットと引き換えに払戻しいたします。
●払戻期間：6/22（月）～8/31（月）10:00～18:00

●発券いただいたセブンイレブン店舗にて払戻しをいたします。
●払戻期間：6/22（月）10:00～ 8/31（月）23:59
●お問合せ：高崎芸術劇場チケットセンター TEL:027-321-3900（10:00～18:00）

●ご購入いただいたプレイガイド・団体のホームページや窓口へお問い合わせください。
●その他、お問合せ：桐生音協 TEL:0277-53-3133（平日9:00～17:00）

上記以外でご購入のお客様

高崎芸術劇場メンバーズweb にてご購入のお客様

高崎芸術劇場ほか高崎市内の文化施設窓口にてご購入のお客様

大劇場■  山内惠介コンサートツアー 20207/9( 木 )

チ
ケ
ッ
ト
払
戻
し
方
法

スポーツ教室のご案内 参加者募集

音楽ホール■  ベルリン・フィルハーモニー・ホルン・カルテット7/4( 土 )
音楽ホール■  トロンボーン・ユニット・ハノーファー7/8( 水 )

●払戻期間：7/10( 金 )まで
●チケットの払戻しにつきましては、高崎芸術劇場ホームページでご確認いただくか、
　高崎芸術劇場チケットセンター（TEL:027-321-3900）までお問い合わせください。
●チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットなどでご購入されたお客様は、
　ご購入されたプレイガイドにお問い合わせください。

チ
ケ
ッ
ト
払
戻
し
方
法

■  さだまさしコンサートツアー 20207/12(日)
［振替公演］2021 年 1/9（土） 17:00 開演

●高崎芸術劇場2Fチケットカウンターで、チケットと引き換えに払戻しいたします。
●払戻期間：7/11（土）～8/23（日）10:00～18:00

●発券いただいたセブンイレブン店舗にて払戻しをいたします。
●払戻期間：7/11（土）10:00～ 8/23（日）23:59
●お問合せ：高崎芸術劇場チケットセンター TEL:027-321-3900（10:00～18:00）

●ご購入いただいたプレイガイド・団体のホームページや窓口へお問い合わせください。
●その他、お問合せ：桐生音協 TEL:0277-53-3133（平日9:00～17:00）

上記以外でご購入のお客様

高崎芸術劇場メンバーズweb にてご購入のお客様

高崎芸術劇場ほか高崎市内の文化施設窓口にてご購入のお客様

チ
ケ
ッ
ト
払
戻
し
方
法

大劇場

■  「ドラゴンクエスト」ウインドオーケストラコンサート9/6(日)
［振替公演］2021 年 ３/ ２１（日） 15:00 開演

●発券いただいたセブンイレブン店舗にて払戻しをいたします。
●払戻期間：6/29（月）10:00～ 7/31（金）23:59
●お問合せ：高崎芸術劇場チケットセンター TEL:027-321-3900（10:00～18:00）

●ご購入いただいたプレイガイド・団体のホームページや窓口へお問い合わせください。
●その他、お問合せ：キョードー東京 TEL:0570-550-799
　　　　　　　　    （平日11:00～18:00 土日祝10:00～18:00）

上記以外でご購入のお客様

高崎芸術劇場メンバーズweb にてご購入のお客様
チ
ケ
ッ
ト
払
戻
し
方
法

大劇場

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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