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全席指定 4,200円 WEB先行 7月31日（金）
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※掲載内容は7/10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。

世界に誇る最強ビッグ・バンド、結成１５周年
記念アルバムを携えて登場

19:00 開演（18:15開場）10/30 金

2020 年度 群馬交響楽団 
定期演奏会 ・ 中期シーズン

9/13 18:45 開演（17:45開場）日
9/12 18:45 開演（17:45開場）土

高崎芸術劇場 大劇場（両日）第 561回定期演奏会

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

料　金

出　演 山下一史（指揮）、小林厚子（ソプラノ）、鳥木弥生（メゾソプラノ）、澤崎一了（テノール）、伊藤貴之（バリトン）
曲　目 10/17 18:45 開演

（17:45開場）
土

10/16 19:00 開演
（18:00開場）
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
ズが、結成15周年を記念したアルバムを携えて登場します。
　つねに進化を続ける彼らが今回テーマに取り上げるのは「ロッ
ク」。ジャズ初挑戦という若手天才ギタリストの山岸竜之介を迎える
などサプライズな構成にも注目です。
　トランペットのエリック宮城、トロンボーンの中川英二郎、ドラム
スの高橋信之介ら国内ジャズ界の最強メンバーが突っ走ってきた15
年の軌跡をこの上ない興奮とともに体感できるステージです。

群響 大劇場にリターン！ 子どもから大人まで楽しめるコンサート群響 大劇場にリターン！ 子どもから大人まで楽しめるコンサート

15:00 開演（14:00開場）8/29 土
～リズム de オーケストラ～

　子どもから大人まで楽しめる人気オーケストラ公演。今年のテーマはリズム！打楽
器が使われている楽しい曲の数々を取り上げます。 情熱的な指揮者・岩村力と、今
年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」テーマ曲の演奏でも話題の和太鼓奏者・林英哲
をお迎えします。目玉は大きな和太鼓とオーケストラが共演する和太鼓協奏曲、そし
て、フィナーレのボレロ‼大人気のちびまる子ちゃん声優のTARAKOがドドンッ！と
楽しい演奏会をご案内します！
　新型コロナウイルス感染症の感染予防および拡散防止に細心の注意を払い、公演
を開催いたします。

 ©Ayumu Kosugi

 ©M. Tominaga

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
出　演 小曽根真（ピアノ、ハモンド・オルガン）、エリック宮城（トランペット）、中川英二郎（トロンボーン）、近藤和彦

（アルト・サックス）、高橋信之介（ドラムス）ほか　スペシャル・ツアーメンバー：山岸竜之介（エレキギター）

料　金 一般S席 3,500円　一般A席 2,500円
子ども（高校生以下/S席A席とも） 1,500円　
親子ペアS席（一般 S席×1枚＋子どもS席×1枚） 4,500円
親子ペアA席（一般A席×1枚＋子どもA席×1枚） 3,500円
親子ペアS席（カスタネット付き）5,000円（群響取扱いのみ）　　　　　　　
親子ペアA席（カスタネット付き）4,000円（群響取扱いのみ）

曲　目 アンダーソン／シンコぺーテッドクロック、ヨーゼフ・シュトラウス／鍛冶屋のポルカ、
松下功／飛天遊、ハチャトゥリアン／バレエ音楽《ガイーヌ》から剣の舞、ラヴェル／ボ
レロ、米津玄師／パプリカ ほか

※未就学児入場可 ※3歳未満ひざ上無料、お席の必要な場合有料

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

山下一史（指揮）

 ©ai ueda

小林厚子（ソプラノ）

 ©Yoshinobu Fukaya

鳥木弥生（メゾソプラノ）

 ©Yoshinobu Fukaya

高関健（指揮）

 ©Masahide Sato

澤崎一了（テノール） 伊藤貴之（バリトン）

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

https://www.youtube.com/channel/UCl-CO9-gfkAvex1swAsO-mw

群響メンバーがYouTube出演

　　　　　　　  群響の今秋の定期演奏会は、新型コロナウイルスの感染症対策で座席数

を半分程にして開催することを予定しております。そのため、それぞれ追加公演を以下の通

り、開催することを決定しました。ご来場をお待ちしております。

追加公演

追加公演

高崎芸術劇場 大劇場（両日）

第 562 回定期演奏会

出　演

高関健（指揮）
群響名誉指揮者
曲　目

スメタナ／
連作交響詩
《わが祖国》

ぜひ、ご自宅でも群響の演奏をお楽しみください !

※当初予定していた曲目から変更して実施します。

モーツァルト／歌劇《劇場支配人》 K.486 序曲、歌劇《イドメネオ》 K.366 から 「私は亡霊につきまとわれるだろう」、歌劇
《ドン･ジョヴァンニ》 K.527 から 「奥様、これがカタログです」、歌劇《フィガロの結婚》 K.492 から 「手紙
の二重唱」、歌劇《コジ･ファン･トゥッテ》 K.588 から 「いとしい女の愛の吐息が」、歌劇《魔笛》 K.620 から 
「この聖なる殿堂では」、歌劇《ドン･ジョヴァンニ》 K.527 から 「なんという、ふしだらな…あの人でなしは
私を欺き」、歌劇《フィガロの結婚》 K.492 から 「スザンナはまだ来ない…どこにあるの美しい時は？」

ベートーヴェン／交響曲 第6番 へ長調 作品68 「田園」

岩村力（指揮） 林英哲（和太鼓） TARAKO（案内人
）

追加公演決定

●チケット発売開始
  両公演とも 8/3（月）10:00～

●チケット発売開始
10/16（金）公演 ▶ 8/3 （月）10:00～
10/17（土）公演 ▶ 9/17（木）10:00～
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インターネットラジオで人気
ハープとピアノのデュオ・ユニット

超絶技巧で魅せる新時代の
ヴァイオリニストと仲間たち

メルコレディ 8/19 13:30 開演（12:45開場）水

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 3,000円
出　演 中村愛（ハープ）、山田磨依（ピアノ）
曲　目 シューベルト／アヴェ・マリア、ウェーバー／舞踏への勧誘、ベートーヴェン／ピアノ・

ソナタ第8番「悲愴」（以上デュオ）、セヴラック／日向で水浴びする女たち（ピアノ独
奏）、ファリャ／スペイン舞曲（ハープ独奏） ほか

料　金 全席指定 6,000円　U-25 2,500円
出　演 ノア・ベンディックス＝バルグリー（ヴァイオリン）、ダニエル・オッテンザマー

（クラリネット）、クリストフ・トラクスラー（ピアノ） ほか

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

曲　目 フレディ・マーキュリー／ドント・ストップ・ミー・ナウ、ベートーヴェン（コンツ編）
／スウィング・オン・ベートーヴェン、ギュルトラー／トリスタンのタンゴ、フェリシ
アーノ（ギュルトラー編）／フェリス・ナヴィダ（メリー・クリスマス） ほか

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
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

 ©Milan Djakov, creative studio

 ©Hiromichi Nozawa

山田磨依（ピアノ）中村愛（ハープ）

 ©Akira Muto  ©Akira Muto

　"鬼才の秋"と銘打って世界のトップ奏者たちを高崎に
迎えた2018年。稀代のヴァイオリニスト、ネマニャ・ラ
ドゥロヴィチの熱演に高崎シティギャラリー・コアホー
ルの324席が沸きました。彼が待望の再来演を果たす今
年11月は、"悪魔の秋"とも呼びたいデモーニッシュなステージに巡り合えそうです。
　ネマニャ率いる"悪魔のトリル"は、彼の恩師の子、ギョーム・フォンタナローザら、
息の合ったフランスの仲間5人と結成した弦楽アンサンブル。そのインパクトあふれる
ユニット名の由来となった、イタリアの作曲家タルティーニによるヴァイオリン・ソナ
タは「夢に出てきた悪魔が弾いた曲から着想を得た」という逸話で有名です。
　「このメンバーで演奏していると、それまで考えられなかったような思い切った表現
が湧いてくる」と語るのはネマニャ。気心知れた者同士だからこその自由な協奏が生む
超人的なパフォーマンスに期待がふくらみます。

「展覧会の絵」ほか、名門カルテットの
原点ともいえる意欲的なプログラム
フォーレ四重奏団 Fauré Quartett
10/11 14:00 開演（13:30開場）日

ウィーン・フィル&ベルリン・フィルの
精鋭たちが贈る
最高のエンターテイメント
フィルハーモニクス ウィーン = ベルリン
12/16 19:00 開演（18:30開場）水

　秋の訪れを感じながら、上質な室内楽の調べに酔いしれるひとときをお過ごしくだ
さい。
　フォーレ四重奏団はピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロによるアンサンブルで、
この構成で常時活動しているのは世界的にまれなこと。常に新たな響きを追求してき
た彼らも結成から25年を迎え、その演奏からはいっそうの艶と円熟味が伺えます。
　このステージはカルテットの原点に触れられるプログラムが用意されています。
　フォーレの四重奏曲第1番は、その名を冠する彼らが使命として作品の魅力を伝え
続けてきた定番曲。またムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」は、ピアノ独奏による原曲
とともにオーケスト
ラのために編曲さ
れた版が知られま
すが、ピアノと3本
の弦による演奏は
この名曲のエッセ
ンスが凝縮され、豊
かな色彩とともに
味わえます。

　「メルコレディ」とはイタリア語で「水曜日」のこと。クラシック専門インターネットラ
ジオOTTAVA「OTTAVA Salone（オッターヴァ・サローネ）」の水曜プレゼンターを
務めるハープの中村愛とピアノの山田磨依で、2018年に結成されたユニットです。
　番組では対照的な性格の二人がクラシック音楽の魅力をそれぞれの個性を生かし
たフレンドリーなトークで伝える内容が好評で、2019年1月にデュオとして初の演奏
を披露、そして今年5月には待望のデビューアルバムをキングインターナショナルより
リリースしています（『レコード芸術』誌7月号準特選）。
　当初予定されていた東
京、名古屋、水戸でのCDデ
ビュー記念コンサートが中
止となるなかで、急きょ高崎
での公演が決定しました。
　このステージではCDに
も収録されている作品のほ
か、真夏の昼下がりのイメー
ジで選んだハープ、ピアノの
ソロ作品が演奏されます。

　街も華やぐクリスマスシーズンに登場するのは、フィルハーモニクス ウィーン=ベル
リン。世界の頂点に君臨する二大オーケストラ、ウィーン・フィルとベルリン・フィルの
メンバーとその仲間たちによる7人組の精鋭アンサンブルです。
　彼らのレパートリーはクラシックに留まらず、ロック、ジャズ、ポップス、ワールドな
ど多岐にわたり、どれもメンバーの個性を生かしたアレンジでユーモアたっぷりに聴か
せてくれます。今回の公演でも、伝説的ロックバンド・クイーンの名曲からスウィング

風ベートーヴェンまで、多彩な
プログラムを予定しています。
　クラシック界のエリートた
ちがジャンルの枠を飛び超え
て、音楽そのものの喜びを純
粋に求める姿。その情熱を肌
で感じられるステージは、音楽
を愛する皆さまへ贈るこの冬
とっておきのプレゼントにな
りそうです。

高崎芸術劇場の事業担当者が出演し、劇場の旬な
情報を丁寧にじっくり、時に熱くご紹介しています。
公演の裏話など聴きどころたっぷりです！

●毎週 第1・3金…

●毎週 水…………

19:00～19:14
（第2・4週は再放送)
6:30～6:44（再）

ON
AIR

ラジオ高崎 FM76.2

急きょ決定しました
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高崎財団ピックアップ公演
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※掲載内容は7/10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

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

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

高崎芸術劇場で初開催となる落語会

19:00 開演（18:30開場）11/18 水
立川談春 独演会 凄腕ユニットによる３年ぶりの高崎公演

ACOUSTIC WEATHER REPORT

立川談春

ヨアンナ（ダンス）

Profile ピーター・バラカンPeter Barakan

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
※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。

自由席 一般 2,000 円
高校生以下  1,500 円
※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。

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。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。

　3月以降、高崎芸術劇場では多くの公演が中止
になったなかで久しぶりのステージです。
　このたび日本が世界に誇る名プレイヤーたちに
よるユニット、ACOUSTIC WEATHER REPORT
（AWR）を迎えます。
　AWRは70～80年代にフュージョン界を席巻し
た伝説的グループ、ウェザー・リポートのナンバー
をアコースティック・ジャズでプレイしようと意
気投合したクリヤ・マコト（ピアノ）、納浩一（ベース）、則竹裕之（ドラムス）の3人による
プロジェクトで2015年に結成。
　彼らが2017年12月に高崎シティギャラリー・コアホールで開催したライブをご
記憶の方も多いかもしれません。凄腕ミュージシャンたちによる手に汗握るパフォー
マンスの連続は満席の会場を終始沸かせました。
　アーティスト側からのオファーもあり、再びこの街でのステージが実現します。

　立川談春といえば落語ファンのみならず、最近では
俳優としての知名度が増しています。
　「ルーズヴェルト・ゲーム」での悪徳社長、「下町ロケッ
ト」での実直な経理部長とテレビドラマでは対照的な
役柄ながらも際立つ演技力が視聴者に強い印象を刻み
ます。一方でプロフィールを見る限り、主役はなく、出演
作品自体も決しては多くないのは意外に思えます。
　談春は1984年に17歳で故・立川談志に入門し97
年に真打昇進、古典落語の噺家として頭角をあらわし、今や「一番チケットが取れない」
人気落語家です。談志門下では映画やテレビのバラエティ番組で活躍する兄弟子、弟弟
子も多い中、古典落語に専念してきた点からは噺家としての矜持が伺えます。役者とし
てここぞという時に見せる圧巻の演技は、本業の落語に日々精進する姿勢の賜物なの
ではないでしょうか。
　高崎芸術劇場にとって開館以来はじめての落語会となります。その高座にこの噺家
を迎える理由を納得いただける一夜となるはずです。

　多くの大作曲家たちはそれぞれの時代の市井の音楽、伝統音楽に大き
な影響を受けています。日本でもっとも人気のある作曲家ショパン
（1810-1849）もその1人です。
　身体が弱かったショパンは幼いころ、ポーランドの田舎に療養に出され
ていました。そこでは地元の冠婚葬祭に農民に交じって参加し、そのとき
耳にした音楽の感動を両親への手紙にしたためています。それは、のちに
亡命先のフランスで故郷への思いを音符に込めた楽曲の原風景であった
にちがいありません。
　ヤヌシュ・プルシノフスキはこの土着の音楽を21世紀に復興し、民族音
楽の世界で注目と尊敬を集めるカリスマです。いまポーランドではショパ
ン当時の農村の舞曲「マズルカ」が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。
　このステージでは中欧発の音楽シーンの“旬”を存分にご堪能ください。

16:00 開演（15:15開場）8/2 日
アコースティック・ウェザー・リポート

料　金 全席指定 4,000円
出　演 クリヤ・マコト(ピアノ)、納浩一(ベース)、則竹裕之(ドラムス)

中欧で人気沸騰！「農村マズルカ」の世界
ヤヌシュ・プルシノフスキ・コンパニャ

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円
出　演 ヤヌシュ・プルシノフスキ（フィドル、アコーディオン、ヴォーカル）、ピョ

トル・ピシュチャトフスキ（パーカッション）、ミハウ・ジャク（フルート、
クラリネット）、シュチェパン・ポスピェシャルスキ（トランペット）、ヨア
ンナ・ヴィエドロ（ダンス）、ピーター・バラカン（紹介＆解説）

紹介＆解説 ピーター・バラカン

料　金 全席指定 4,200円

●チケット発売開始
web 7/31（金）10:00～ 電話 8/3（月）10:00～ 窓口 8/4（火）10:00～

急きょ決定しました

 ©Koichi Morishima

高崎芸術劇場1F　TEL : 027-328-2019　https://takasaki-theatre-cafe.jp/

営業再開のお知らせ
　ランチ & ティータイムを中心に営業
再開しております。広々とした涼しい店
内で、お天気の良い日にはテラス席で、
絶品「高崎イタリアン」と手作りケーキを
お楽しみください。皆さまのご来店を心
よりお待ち申し上げております。

11:00～17:00（L.O 16:30）営 業 時 間

●ディナータイムはご予約にて営業いたします

日曜日店　休　日

●お得な「ランチセット」提供時間を11:00～16:30に延長中
※公演がある日は開館時間に合わせて営業いたします。
　詳細は当レストランのHPでご確認ください。

19:00 開演（18:15開場）10/14 水

高崎財団ピックアップ公演

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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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」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　

一般500円（400円） 大高生300円（250円）観覧料

8/3（月）・11（火）・17（月）・24（月）休館日

大竹夏紀《ILLUMINATED GIRL ＃5》2017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 まで～ 9/6 日開催期間

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

8/3（月）・11（火）・17（月）・24（月）・31（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 〒370-0862 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

8/3（月）・11（火）・17（月）・24（月）・31（月）休館日 8/3（月）・11（火）・17（月）・24（月）・31（月）
臨時休館日 7/28（火）・29（水）・30（木）
　　　　 　7/31（金）・8/1（土）・2（日）

休園日

一般 100円（80円）
 大高生80円（50円）      

入館料 無料入園料

TAKASAKI  CITY  DYE  PLANT  BOTANICAL  GARDEN

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 8/4（火）・11（火）・18（火）・22（土）

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 〒370-0884 高崎市八幡町800-144
　　　　  TEL：027-343-2256
開館時間 9:00～16:00
休 館 日 8/3（月）・11（火）・17（月）・24（月）・31（月）入館料 一般100円　大高生80円　65歳以上と中学生以下は無料

ミニ企画展 ～ 10/4（日）まで開催　「渡来人がつくった土器～高崎市内出土の韓式系土器」
施設名 開催中の展示 お問い合わせ・開館時間・休館日

高崎市内の韓式系土器とその出土遺跡にスポットを当て、
渡来人の足跡をたどり、観音塚古墳が造られた背景を考えます。観音塚考古資料館

※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。

　海の景色でしょうか。この絵の前に立つと、ま
るで画面の中から風が吹いてくるように感じられ
ます。風にたなびく雲は、空を覆う厚さから夏雲
のように見えます。前景では、さざ波が光に反射
する様子がさわやかに描かれています。中景の波
には赤や黄、薄緑色などが配色され、水面の奥行
きが感じられる表現です。
　かまちは風景画をいくつか残していますが、彼の心象風景として描かれたものも
多いようです。この景色はこの後、どのように変化するのでしょうか。雲が風に運ば
れ青空が見えるのか、それとも嵐の前触れなのか…。

《遠い空》水彩・紙

木村武山《孔雀》1917年
群馬県立近代美術館蔵

展示期間：8/12（水）～9/6（日）

　広島の市民ら約8万8千人が出演し、原爆
が投下された直後の惨状を描く『ひろしま』。
イギリスの帝国戦争博物館に保管されていた
第一次世界大戦の記録映像をピーター・ジャ
クソン監督が再構築し、ドキュメンタリー映
画として蘇らせた『彼らは生きていた』。『野
火』（2014）。8/23（日）『東京裁判』1日限りの特別上映！また、「市川雷蔵祭」も「赤城
の子守唄」でおなじみ、板割の浅太郎が主人公の『浅太郎鴉』含む6本を上映。

当日1作品鑑賞料金1,000円（前売販売無し）
一般2,000円  シニア1,900円  学生1,800円（電話予約要・チケット販売は当日のみ）

料　金

東京裁判 特別料金

顔が物語るそれぞれの人生。

あなたの顔
8/8　〜14 １週間上映土 金

　ツァイ・ミンリャン監督が台北に暮ら
す市井の人々の顔を、極端なクローズアッ
プで捉えた映画ともドキュメンタリーとも
言えない豊穣なドラマ。カメラが映すのは
初老の男女の顔のアップ。人生を振り返
る人、沈黙する人、ハーモニカを吹き出す
人…。一人一人の顔、皺一本一本が彼らが
生きてきた人生を饒舌に語り始める。

2018年、台湾　上映時間 : 1時間16分
監督 :ツァイ・ミンリャン　音楽:坂本龍一

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

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。
絵画解説

※当面の間、邸内の観覧は事前予約制となります。庭園は予約なしで
　ご覧いただけます。詳細は高崎市美術館へお問い合わせください

篠崎節　型染着物「さぎ草」 

草木染の美・夏から秋へ
開催期間

収蔵品展

園内の花情報 鬱金 ウコン （しょうが科）

　日本の染織文化の歴史に沿って、天然染色の魅力
を紹介しています。夏から秋の植物が描かれた着物
や、色の組み合わせで季節感を表現した「襲の色目」
など染織品で季節をお楽しみください。
　また、新潟の越後上布、石垣島の八重山上布など、
特色ある染織品も紹介します。

染色工芸館会　場

かさね いろ  め

つた ざくろ

まで～ 9/27日8/4 火

紅染めの下染として用いられた
ほか、うこん木綿として綿布を
染め、防虫殺菌作用が有ることから書画や衣類を保護するために
包み、また産着としても重宝されました。

　日本画の線は花や人の姿、建造物などの輪郭をかたどる
のに用いられますが、この作品では白孔雀の羽が白い線で
優美に描き出されています。端正な線描を細やかに重ねる
ことで、羽の柔らかく軽やかな質感が巧みに表現されてお
り、蔦と柘榴の鮮やかな赤と奥の孔雀の緑色が羽の白さ
を引き立てています。木村武山の優れた色彩感覚が示さ
れるとともに、孔雀や植物の細緻な描写には、大正期日本
画の特徴を見ることができます。図版では伝えることので
きない卓越した筆遣いを、是非、会場でお楽しみください。

8/1 〜23 上映土 日

『ひろしま』©奇跡への情熱

※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。
※『東京裁判』のみ電話予約（受付10:00～19:00）が必要です。※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。

終戦、75年目の夏。／市川雷蔵祭同時
開催

※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いたします。

ミュージアム / シネマ情報
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※掲載内容は、7/10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。

夏の天の川（今年 6 月撮影）

©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

11/24
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）

［料金］ S席10,000円～E席3,000円　ペア・U25券あり
※2020年3/23（月）および6/14（日）公演のチケットがお手元に
　ある場合は、11/1（日）から発売するチケットと交換できます。

〈プログラム〉
ラフマニノフ：ヴォカリーズ 作品34-14
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番ハ短調 作品18
チャイコフスキー：交響曲第6番ロ短調 『悲愴』 作品74

小さな音楽家たちのコンサート8/2 日

■10:00開演／15:30終演 ■料金／無料 ■問い合わせ先／雨宮音楽教室　TEL 027-347-2332

第 20 回北関東ジュニアピアノコンクール・第 18 回北関東ピアノオーデション予選会8/9 日

■9:45開演／11:30終演 ■料金／無料 ■問い合わせ先／日本ピアノ研究会　TEL 050-3591-4309

小さな手のピアニスト 第 22 回ピアノ発表会8/10 月・祝

■10:20開演／20:00終演 ■料金／無料 ■問い合わせ先／土田菊穂　TEL 027-327-5074

〒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

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

8:30～17:15開館時間

月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

高崎シティギャラリー

発売中

11/1（日）発売開始

※8/27（木）～9/2（水）は保守点検のため催し物はありません。

群馬音楽センター

8/23 日 群馬音楽センター バックステージツアー
■10:00開始／11:30終了
■料金／無料 要事前申込（7/21（火）9:00から電話予約）
■問い合わせ先／群馬音楽センター　TEL 027-322-4527

©Roman Goncharov

©ND CHOW
ピアノ:小山実稚恵

（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

3/102021年 （水）
19:00 開演

再決定再決定

ほし だよ
高崎市少年科学館

東東 西西

北北

南南

図のように見える時刻
8 月初め  21 時
8 月中旬  20 時
8 月末       19 時

「１等星」は全天に
21個ある特に明るい星。
星図の★マーク

8月の星空

高崎市少年科学館／担当：岸

夏の夜空に
天の川と惑星、流星群も！

　３つの白い1等星で描く「夏の大三角」が頭上付近（星図の中央）に上りつめ、宵の星空は夏
まっさかりです。３つのうちで最も明るい「ベガ」の輝く「こと座」は、動物や木々までその演奏に
聞き惚れたという音楽家オルフェウスの竪琴（たてごと）だと伝えられています。
　夏といえば「天の川」。都市部から離れた空の暗い場所に出かけて眺めてみませんか？今年
はお盆休みを含む８月中旬ごろが月明かりの影響が少なく、天の川を見るのに好適です。
　その天の川が流れ下る南の空に、２つの黄道星座（誕生日の星座）を探してみましょう。赤い
１等星「アンタレス」を含むS字の星の並びが「さそり座」、その東どなり（左側）で明るめの星々
が密集したあたりが「いて座」です。
　いて座付近では、「木星」と「土
星」の２惑星が見ごろを迎えていま
す。夜が更けると赤く輝く「火星」も
東から昇ってきます。
　さらに、８月12日前後の数日は
「ペルセウス座流星群」の活動に
もぜひ注目してみてください。

8月の星空

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。

8 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

8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

8月スケジュール 6
木

7
金

8
土

9
日

10
月

11
火

12
水

13
木

14
金

15
土

16
日

17
月

18
火

19
水

22
土

23
日

24
月

25
火

26
水

27
木

28
金

20
木

21
金

29
土

30
日

31
月

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

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

投映中～8/31（月）投映期間

※8月は毎日開館いたします。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・・・

● 夏の星座を探そう

投映中～11/15（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。

※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1人1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

8/8（土）  9:30～12:00日　時

12人定　員 300円（材料費）費　用 7/23（木・祝）締　切

５歳～小学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

● 飛ばして遊ぶおもちゃを作ろう
身近な物でくるくるコプターと紙とんぼ、ひこうリングを作る。

8/16（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 8/6（木）締　切

小学１年生～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

● 貯金箱づくり
パソコンで型紙をデザインして貯金箱を作る。

8/23（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員 2,000円（材料費）費　用 8/13（木）締　切

小学１年生～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

● プログラミングカーづくり
パソコンのプログラムで制御する自動車の形のロボットを作る。

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

8/21（金）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

■8/27(木）～ 9/2(水）まで保守点検のため催し物はありません 
■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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ロッカー …………………100 円 ※リターン式（お金は戻ります）

※掲載内容は、7/10 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。

●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。

あて先
お問い合わせ

施設名

武道館

教室名

第2期ボクシングフィットネス

期 間

9/11～11/27
（計12回）

曜 日

金

コース

午前コース　10:30～11:30

参加料

3,500円

定員

50人

申込期間 

8/1（土）～8/15（土） 

スポーツ教室のご案内 参加者募集

※小学3年生以下は保護者の方と入場してください。
※2歳以下は無料です。（オムツが取れていない方のご利用はできません。ただし、プール用オム
ツを着用しその上に水着を着用すれば、幼児プールのみ遊泳可能です。）

9:00～17:00開場時間

8/1（土）～8/30（日）開場期間

・大人（高校生以上） ………320 円
・小人（中学生以下）………150 円

ロッカー ………………… 50 円

利用料金

9:00～16:30開場時間

8/1（土）～8/30（日）開場期間

小学生以上……………1回 100 円
（小学生未満 無料）利用料金

浜川屋外プール
お問い合わせ先 高崎市浜川町1575-1（浜川運動公園内）　TEL:027-344-5511

観音山公園プール
お問い合わせ先 高崎市石原町 2740-2（旧カッパピア跡地）　TEL:027-386-9005

※小学3年生以下は保護者の方と入場してください。
※水遊び用オムツの上に水着を着用していれば、オムツがとれていない小さなお子様も利用で
きます。

屋外プールぞくぞくオープン！

※但し、コロナウイルス感染症予防対策のため、利用方法について協議、調整をします。ご利用方法は HP 等に掲載します。

〈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 （7/10 時点）

新型コ ロナウイルス感染拡大の予防対策について、ご 理 解 ・ ご協力をお願いします。

高崎芸術劇場で公演を鑑賞されるお客様へ

［※］マークのある項目は、公演によっては対応が異なる場合があります。
高崎芸術劇場HPをご確認ください。

●高齢者や基礎疾患のある方で来場を見合わせたい方、および発熱や咳の症状・ 体調
不良により来場できない方には、当面の間、チケットの払戻しを行います。［※］

●プログラムなどの配布物は所定の場所に設置しますので、ご自身でお取りください。
●感染対策上、座席の間隔を空けて配席しています。座席の移動はご遠慮ください。
●ブラボー等の声援については、当面の間、お控えください。
●当劇場が感染経路となった疑いが生じた場合には、来場者の氏名および連絡先を

保健所等の公的機関へ提供いたします。あらかじめご了承ください。

●公演が中止となる場合や開場時刻等の変更が生じた際には、当劇場ホーム
ページ等でお知らせいたします。

●当面の間、以下のサービスを取りやめます。
   給水機 ／ クローク ／ ひざ掛け、キッズクッションの貸し出し
   ビュッフェ ／ アンコール曲等の掲示［※］

※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。

大劇場■  山内惠介コンサートツアー 20207/9( 木 )

大劇場■  深セン交響楽団10/7( 水 )

●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

チ
ケ
ッ
ト
払
戻
し
方
法

中止公演 振替公演

●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

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

高崎市内

※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。

■  ザ・ベースギャング（チケット発売前）10/17( 土 ) 音楽ホール

●発熱や咳の症状 ・ 体調不良の方のご入館はご遠慮ください。　
●マスクの着用 ・ 手洗い（手指消毒）をお願いいたします。
●共用スペースについては長時間滞在による感染リスクを考慮し、間隔を空けての利用を
   お願いしております。できるだけ早めのご退館をお願いいたします。
●ソーシャルディスタンス（思いやりの距離 ・ 社会的距離）の確保をお願いいたします。

音楽ホール後期6公演・セット券は、一部の公演で演奏者の来日が不確実な
ことから販売を取りやめ、1回券のみの販売とします。ご了承ください。

より
お知らせ

セット券
販売中止

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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