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高崎芸術劇場　〒370-0841 高崎市栄町9-1 TEL.027-321-7300  ht tp ://takasaki - foundat ion.or . jp/theatre/index.php

高崎芸術劇場 大劇場2020年10月30日金 19:00開演
（18:15開場）

全席指定／一般 S 席 5,000 円  A 席 4,000 円  B 席 3,000 円  U-25 B 席 1,500 円

ⒸAyumu Kosugi
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11/22 15:00 開演（14:00開場）日

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）

　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。

今年、群馬交響楽団は創立75周年を迎えました。コロナ禍の厳しい状況ではありま
すが、戦後の荒廃の中で群馬の文化の礎を築いてきた地方オーケストラの草分けとし
て、今こそ一致団結し、皆さまに音楽の喜びを再びお届けできればと願っています。

〈高崎芸術劇場〉と〈ウエストパーク1000〉および
〈アートパーク高崎東〉間において、来場者を送迎します。

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

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

2020 年度 群馬交響楽団 
定期演奏会
創立 75 周年記念公演 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

〈75周年 チケット料金〉 SS席6,000円　S席5,500円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円

10/31 18:45 開演
（17:45開場）
土

第 561回定期演奏会

出　演 山田和樹（指揮）
今井信子 *（ヴィオラ）

曲　目 ベルリオーズ／《イタリアのハ
ロルド》作品16 *、ガーシュイン
／《パリのアメリカ人》、ラヴェ
ル／《ラ・ヴァルス》

チケット発売開始 9/17（木）10:00～

チケット発売中

チケット発売中

チケット発売中

チケット発売開始 10/21（水）10:00～

今井信子（ヴィオラ）山田和樹（指揮）

 ©Yoshinori Tsuru

高関健（指揮）

 ©StasLevshin

伊藤貴之
（バリトン）

澤崎一了
（テノール）

鳥木弥生
（メゾソプラノ）

 ©Yoshinobu Fukaya

小林厚子
（ソプラノ）

 ©Yoshinobu Fukaya

山下一史
（指揮）

 ©ai ueda

 ©Marco Borggreve

酒井有彩（ピアノ）パスカル・ヴェロ（指揮）

アートパーク高崎東の乗降口にて

 ©Yuji Hori

9/13 18:45 開演（17:45開場）日

9/12 18:45 開演（17:45開場）土

第 562 回定期演奏会

創立 75周年記念演奏会
11/21 18:45 開演（17:45開場）土

第 563 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》

出　演 パスカル・ヴェロ（指揮）、酒井有彩 *（ピアノ）
曲　目 ベルリオーズ／序曲《ローマの謝肉祭》作品

9、ラヴェル／ピアノ協奏曲 ト長調 *、フラン
ク／交響曲 ニ短調 FWV48

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 ※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」

高崎芸術劇場シャトル
高崎芸術劇場の『大劇場』での公演開催日に運行！

無料

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

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、
　乗車人数を減らして運行いたします。
※混雑時は10～15分程お待ちいただく場合があります。
　満員の場合はご乗車できない場合があります。
※駐車料金の割引はありません。

近隣駐車場につきましては、当劇場HPをご確認ください。

▲

お申し込みは不要です。

▲

約5分間隔で運行します。

高崎芸術劇場
（1階の入口横部分）

往路 開演時間の2時間前～開演時間まで 復路 終演時～終演後 約1時間後まで

ウエストパーク
1000

ウエストパーク
1000

アートパーク
高崎東

高崎駅東口
バスターミナル5番

アートパーク
高崎東

高崎駅東口
バスターミナル5番

最大9人まで
乗れる

ジャンボタクシー！

栄町

双葉町

高崎
芸術劇場
高崎

芸術劇場

アートパーク高崎東アートパーク高崎東

バスターミナル5番バスターミナル5番ヤマダ
電機

髙島屋

高崎
OPA

高
崎
駅

西
口
西
口

東
口
東
口

N

ウエストパーク1000ウエストパーク1000

10/16 19:00 開演（18:00開場）金

10/17 18:45 開演（17:45開場）土
チケット発売中

チケット発売中
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　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
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。

　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。
　高崎への来演は2年ぶりとなるネマニャの今回のプログラムは、郷愁を誘う作品が並
びます。チャイコフスキーの「瞑想曲」や先日逝去したモリコーネの代表曲「ニュー・シネ
マ・パラダイス」など、この季節にふさわしい、琴線に触れるアンサンブルに浸れます。

LEO黒田鈴尊

左より、伊藤文乃、山本はづき、長瀬夏嵐、渡邉信一郎

座席は、前後左右を空けた配席

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」

「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

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

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

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
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）

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

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
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 ほか

料　金 2,000円
出　演 黒田鈴尊（尺八）、LEO（箏）
曲　目 宮城道雄／春の海、J.S.バッハ（グノー編）／アヴェ・マリア、神保政之助／奥州薩

慈、ドビュッシー／亜麻色の髪の乙女、ピアソラ／リベルタンゴ ほか

群馬交響楽団 室内楽演奏会
劇場初　感染症対策を施したソーシャルディスタンスキープで公演、再開。

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

深い呼吸にひたるひと時
黒田鈴尊 ×LEO 尺八と箏 邦楽の響宴
9/4 13:30 開演（12:45開場）金

　フィル ハ ー モ ニクス 
ウィーン=ベルリンは世界の
頂点に君臨する2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。

　黒田鈴尊は1983年生まれの尺
八奏者。人間国宝・二代青木鈴慕
らに師事し、2018年ロンドンで開
催された国際尺八コンクールでの
優勝をはじめ国内外の活躍が著し
い邦楽界の逸材です。NHK FM
「邦楽のひととき」、Eテレ「にっぽ
んの芸能」に出演しているほか、新
作歌舞伎公演(風の谷のナウシカ)
等に音源提供を多数しています。
　LEO（今野玲央）は東京藝術大学
在学中ながらすでに日本コロムビ
アから3枚のアルバムをリリースし
ている箏アーティスト。「題名のない音楽会」「情熱大陸」といった人気テレビ番組の出
演で注目されています。高崎でのステージが2人の初共演となります。

完売御礼

完売御礼 !!

リポート
Ⅰ

REPORT

　新型コロナウイルスの影響による群響定期演奏会（2月）の中止から約5ヵ月、群響

首席奏者4人によるアンサンブル公演が音楽ホールにて通常の4分の1である約

100席の座席数で行われました。マスク着用、検温、座席の消毒など慎重な対策がと

られた中、久しぶりの公演に「より入念なリハーサルを行った」という4人は、力強くも

美しい音色で観客を魅了しました。この日を心待ちにしていたお客様は「YouTubeで

も見ていたが、やはり生が一番」と話し、その後も群響事務局には「生演奏が聴けて

本当にありがたかった」という群響ファンの声が届いたそうです。担当者は「公演開

催の際には引き続き、お客様の安全第一で行いたい」と気持ちを引き締めています。

©Hiromichi Nozawa

©Milan Djakov,creative studio

 ©ayane shindo

急きょ決定 !

7/19（日）14:00/18:00 音楽ホール

“安全第一” “生演奏、ありがたい”

高崎財団ピックアップ公演
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※掲載内容は8/7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
（平日10:00～18:00）

2021 年
3/25（木）

19:00 開演

2020 年
10/25（日）
14:00 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

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

群馬交響楽団
（平日10:00～18:00）
TEL：027-322-4316

コンソルティウム・ムジクム
E-maill：arkop114@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

立川談春

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
※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。

全席指定席 一般　 3,000 円
25 歳以下（U-25） 2,000 円

天才たちの饗宴！
濵地宗×上野星矢×中桐望

高崎芸術劇場
音楽ホール

濵地宗 公式ウェブサイト
http://hojihojihamaji.com/
お問い合わせフォームより

2020 年
9/26（土） 全席指定 前売 2,000 円

　　　　 当日 2,500 円
※未就学児童の入場不可

　高崎芸術劇場にとって開館以来は
じめての落語会。その高座に迎えるの
は、今や「日本一チケットが取りづら
い噺家」といわれる立川談春です。近
年はテレビドラマや映画にも出演し、
存在感あふれる演技でファンの幅を
広げている談春。その魅力の原点に
触れることができる一夜となります。

料　金 全席指定 4,000円
出　演 小沼ようすけ（ギター）、カイ・ペティート (ギター、ベー

ス、ヴォーカル) 、岩原大輔 (パーカッション)

料　金 全席指定 4,200円

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「高
崎イタリアン」と手作りケー
キをお楽しみください。

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。

　あらゆるフィンガーピッキング
のスタイルをミックスした独自の
奏法、さまざまな国を旅して得た
影響や経験を取り入れた音作り
で「世界を音で繋ぐギタリスト」と
称賛される小沼ようすけが登場し
ます。本公演は、日本のアフリカ
ン・パーカッションの第一人者で
ある岩原大輔、ベース、ギター、
ヴォーカルと多彩な才能を発揮
するカイ・ペティートによるレギュ
ラー・トリオで出演。貴重なス
テージを聴き逃しなく！

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

19:00 開演（18:15開場）10/14 水

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）

ピーター・バラカン
Peter Barakan

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
来日。フリーのブロードキャスターとして活動。
2014年から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。

　マズルカと言えばショパン、という連想
はおそらく多くの人たちに共通するもので
しょう。クラシック音楽には決して詳しく

ないぼくにもそんなイメージがありました。マズルカが元々ポーラン
ドの農村で楽しまれていた素朴なフォーク・ソングとダンスである
ことを知ったのは2019年、その音楽に特化したフェスティヴァルを
取材することになった関係でした。
　フェスティヴァルの主催者でもあるヤヌシュ・プルシノフスキの
グループは農村マズルカの三拍子のリズムとヴァイオリン、太鼓、
ドローンのベースという基本編成を維持しつつ、サックスとトラン
ペットで都会的な味付けを加えて洗練度を高めています。他に聞
いたことがない、やみつきになるユニークな音楽を、この機会にぜ
ひ聞いていただきたいです。

ピーター・バラカンより

Message

アコースティック・ウェザー・リポート（AWR）を迎え、再開！
高崎芸術劇場主催公演

　座席数を半数以下に抑え、迎えた約150人のお客様

は、実力ジャズメン達の生演奏に肩や脚をスウィング。

コロナ禍で張り詰めた空気を吹き飛ばすような演奏

を楽しみました。AWRの御三方にとっては、今年2月

にスタートしたアルバムツアーの再開でもありました。

くしくも、緊急事態宣言直前の当劇場ラスト公演の渡

辺香津美ジャズ回帰トリオ（2/29）で、ドラムスとして

参加していた則竹裕之さんは「公演再開に演奏出来て

嬉しい」と話し、クリヤマコトさんは「また音楽のまち、

高崎に来たい」と鳴りやまない拍手に応えていました。

リポート

REPORT

世界を音で繋ぐギタリスト、
小沼ようすけが自身のトリオで登場
YOSUKE ONUMA TRIO
9/19 18:00 開演（17:15開場）土

急きょ決定 !

完売御礼 !!

完売御礼

8/2（日）16:00 スタジオシアター

①14:00 開演
②17:00 開演
③20:00 開演

小沼ようすけ（左）、カイ・ペティート（中央）、
岩原大輔（右）

のりたけ

千葉理退団記念コンサート
秋の室内楽 Vol.　

群馬交響楽団精鋭メンバーと千葉理、
仁井谷久実子による

至高の室内楽

高崎財団ピックアップ公演

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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　19世紀後半から20世紀にかけて、ヨーロッパ美術の世
界では、それ以前の「美術」の概念を根底から覆すような革
命的な表現が相次いで登場します。こうした新しい表現は
人々の視覚と精神に決定的な変化をもたらし、現代美術へ
の流れを作っていきました。今回の特集展示では、イギリスの
鬼才オーブリー・ビアズリーが生んだ19世紀末の美学、20
世紀初頭にパブロ・ピカソが開始したキュビスムという実
験、サルバドール・ダリをはじめとするシュルレアリストたち
の衝撃、20世紀前半に世界中からパリに集まった気鋭のコ
スモポリタンたち―エコール・ド・パリの芸術など、近代ヨー
ロッパ美術における４つの革命を紹介します。

＊（ ）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300円（200円） 大高生200円（150円）観覧料

9/14（月）・23（水）・28（月）休館日

『サロメ』のための
オーブリー・ビアズリー挿絵集より
《クライマックス》1894年

うらわ美術館蔵

4つの革命 ― ビアズリーからダリまで ―

開催期間

特集展示 令和２年度国立美術館巡回展・京都国立近代美術館所蔵品展
京の美術─洋画、日本画、工芸
みやこ

企画展

まで～ 10/18 日9/12 土 まで～ 11/8 日9/19土開催期間

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

9/7（月）～18（金）・23（水）・28（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）

9/7（月）・14（月）・23（水）・28（月）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

飛鳥・奈良時代には藍のみで染めた色のことを縹と言いました。
当時の服色に深縹、縹、浅縹とあることから、濃淡を染め分けてい
たことが分かります。

園内の花情報 藍草 アイ （たで科）

※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。

　榛名神社は、杉の古木と奇岩に囲まれた杜の中にあり、その静かで荘厳な様子から、
多くの参拝者が訪れています。当館は、榛名神社の参道に位置し、榛名神社や社家
町の宿坊の所蔵品など、榛名山の信仰に関する多くの資料を保管しています。
　県指定重要文化財をはじめ貴重な資料を展示することで榛名山、榛名神社の魅力
を紹介しています。

井伊直政が使用したといわれる鞍と鐙 江戸時代に信仰された勝軍地蔵

テーマは「榛名山に祈る」常設展示

草木染の美・夏から秋へ収蔵品展

まで～ 9/27日開催期間

　本展覧会は、国立美術館の所蔵品を広く紹介して
鑑賞の機会を充実するために実施している国立美術
館巡回展の令和2年度展で、国内で有数の規模を誇
る京都国立近代美術館の所蔵品のなかから、洋画、
日本画、工芸の名品約80点を展観します。
　8世紀の平安遷都以来、都として栄えた京都は、日
本文化、美術の中心地として重要な役割を果たし、古
今多くの美術家を輩出し、数々の美術運動の拠点と
なりました。京都ゆかりの美術家による作品で、多様
に展開した京都の美術の魅力をお楽しみください。

上村松園《舞仕度》1914年

「黄櫨染御袍」立ち雛

　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。昨年秋の即位礼で天皇陛下がお召し
になった黄櫨染御袍という装束は、天皇のみが着用でき
ると平安時代に定められた色で染められています。これ
を草木染で再現した立ち雛人形を展示しています。

住　　所 〒370-3341 高崎市榛名山町138-1　T E L 027-374-9761
開館時間 9:30～16:00（入館は15:45まで）

一般200円（100円）  観覧料

9/1（火）・8（火）・15（火）・23（水）・29（火）休館日

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 9/7（月）・14（月）・23（水）・28（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

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

こう  ろぜんのご  ほう

はなだ

染色工芸館会　場

世界最高音響技術で甦る世紀の歌声！

パヴァロッティ 太陽のテノール 3週間上映
9/5　〜25土 金 9/12　〜25土 金

　“神の声”を持つと言われるテノール歌手、ルチ
アーノ・パヴァロッティ。2007年に亡くなってか
らも世界中で愛される歌声と演技は、なぜ人々を
魅了するのか？
　『ラ・ボエーム』『トスカ』などの絶頂期のパ
フォーマンスや、3大テノールで競演した伝説のス
テージ、インタビューなどで、彼の生涯に迫るド
キュメンタリー。

2019年　イギリス他　1時間55分
監督 :ロン・ハワード

出演 :ルチアーノ・パヴァロッティ/
プラシド・ドミンゴ/ホセ・カレーラス

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

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

※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。

市川雷蔵祭 part.3
　日本映画史に残る傑作を残した大スターの没後50年特別企画を開催。 
　市川雷蔵は、大映入社後1954年に映画デビュー。1969年に37歳という若
さで死去するまでわずか15年で159本の作品に出演した、伝説の大スター。 
　本特集は、市川雷蔵出演作の中から選りすぐりの作品を上映する第3弾。

当日1作品鑑賞料金1,000円（前売販売無し）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 9/16（水）・23（水）

『中山七里』 ©KADOKAWA 1962

※ご鑑賞の方にマスクの着用をお願いしています。間隔を空けての着席にご協力お願いいたします。 
※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。

『沓掛時次郎』
1961年／監督：池広一夫
出演：市川雷蔵／新珠三千代

『鯉名の銀平』
1961年／監督：田中徳三
出演：市川雷蔵／中村玉緒

『中山七里』
1962年／監督：池広一夫
出演：市川雷蔵／中村玉緒

『潮来出島 美男剣法』
1954年／監督：安田公義
出演：市川雷蔵／瑳峨三智子

『源氏物語 浮舟』
1957年／監督：衣笠貞之助
出演：長谷川一夫／山本富士子／市川雷蔵

『人肌孔雀』
1958年／監督：森一生
出演：山本富士子／市川雷蔵

『忠直卿行状記』
1960年／監督：森一生
出演：市川雷蔵／小林勝彦

『剣鬼』
1965年／監督：三隅研次
出演：市川雷蔵／姿美千子
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※掲載内容は、8/7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。

左から、火星、土星、木星（望遠鏡で拡大して撮影）

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。

9 月は
19：00 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 西西

北北

南南

図のように見える時刻
9月初め  21 時
9月中旬  20 時
9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

9月の星空

高崎市少年科学館／担当：岸

この秋、夜空の主役は
3つの惑星！

　1等星よりも明るく輝く惑星たちが、とにかく目立ちます。
　東から昇ってきた赤っぽい「火星」は、10月初めの「準大接近」に向けて見ごろ（約2年前
の大接近に次ぐ好条件）です。望遠鏡で詳しく眺めるのは、南の空に高くなる真夜中ごろが
よいでしょう。宵の南の空には「木星」「土星」の2惑星も並んでいて、望遠鏡で観察しやすい
時期です。
　夜風はすっかり秋ですが、宵空では3つの白い1等星の「夏の大三角」が頭上に輝いて
います。そこから、秋の星空の2つの目印へとたどるのが初秋のおすすめです。
　東の空の、翼をもつ天馬
「ペガスス座」の胴体にあた
る台 形 が「 秋の 四 辺 形」で
す。北 東の「カシオペヤ座 」
は、5つの星が「Ｗ」形に並ん
でいます。この2つの星の並
びが、秋の星空の目印です。

9月の星空

※8/27（木）～9/2（水）は保守点検のため催し物はありません。

9/22 火・祝 日露音楽架け橋

［料金］ 全席指定500円

A.バリオス:大聖堂
R.ディアンス:タンゴ・アン・スカイ 
E.グラナドス:詩的ワルツ集 ほか

A.バリオス:大聖堂
R.ディアンス:タンゴ・アン・スカイ 
E.グラナドス:詩的ワルツ集 ほか

（ヴァイオリン） （ピアノ）

9/13（日）Web販売開始
（会館HPより）

［料金］ 全席指定500円

9/13（日）Web販売開始
（会館HPより）

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

［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

11/1（日）発売開始

©Roman Goncharov

©Mana Miki©Shuichi Tsunoda ©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
パク・キュヒ
ギター・リサイタル

ベートーヴェン・プログラム
南 紫音・清水和音

デュオ 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

11/212020年 （土）
16:00 開演 小ホール

11/23
2020年

（月・祝）
16:00 開演 大ホール

再決定再決定

■14:00開演／16:30終演
■料金／一般2,500円 学生1,500円
■問い合わせ先／ユリヤ・レヴ　TEL 080-5406-6241

〒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

高崎シティギャラリー

■①14:00開演／15:00終演　②17:00開演／18:00終演　③20:00開演／21:00終演
■料金／全席指定2,000円（当日2,500円）
■問い合わせ先／濵地宗 公式ウェブサイト
　http://hojihojihamaji.com/ お問い合わせフォームより

〒370-0841 高崎市栄町9-1
TEL : 027-321-7300

9:00～22:00開館時間

無休休館日

高崎芸術劇場

天才たちの饗宴！濵地宗×上野星矢×中桐望9/26 土 音楽ホール

9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 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

9月スケジュール 1
火

2
水

3
木

4
金

5
土

6
日

7
月

8
火

9
水

10
木

11
金

12
土

13
日

14
月

15
火

16
水

17
木

18
金

19
土

20
日

21
月

22
火

23
水

29
火

30
水

24
木

25
金

26
土

27
日

28
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

ハクビ和紙ちぎり絵高崎教室展
ハクビ和紙ちぎり絵高崎教室 TEL:048-763-7248

絵画展
斗南美術協会 TEL:027-252-1709

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

9/5（土）～11/15（日）投映期間

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−ディレクターズカットバージョン−

● 夏から秋の天体と惑星を見よう

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。

※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）
※9/1（火）～4（金）〔番組入替〕、8（火）〔保守点検〕は投映がありません。
※投映は予告なく変更または中止になる場合があります。

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。

〈 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。
　（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
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

秋の星座解説を含む約40分

秋の星座解説を含む約35分

9/18（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）は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

期　間 プログラム 上映時間

月・火・水・金
9/4（金）～30（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Vol.1」

「くらしを衣裳で残す」
11:00 14:00

土・日

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

※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 8/27（木）～9/3（木）は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

高崎市少年科学館
9:00～17:00開館時間 9/7（月）・14（月）・23（水）・28（月）休 館 日

〒370-0065 高崎市末広町23-1住　　所 027-321-0323電　　話
9/5（土）  9:30～12:00日　時

18人定　員 1,000円（材料費）費　用 8/20（木）締　切

小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

● メカ・ドッグを作ろう
モーターの力で動くイヌ型のロボットを作る。

9/6（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 8/27（木）締　切

小学1・2年生（保護者同伴）対　象

● プログラミング9月・低学年向け
簡単な動画などのプログラムをつくり、初歩的なプログラミングを体験する。

9/13（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 9/3（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9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

9/24（木）  9:30 ～12:00日　時

18人定　員 300円費　用 9/10（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
瓶におもちゃの魚や貝を入れたマリンドームを作る。

9/12（土）  9:30～12:00日　時

18人定　員 500円（材料費）費　用 9/3（木）締　切

小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

● プロペラカーを作ろう
ねじったゴムが元に戻ろうとする力で、プロペラを回転させて車を動かすおもちゃを作る。

シニア工作教室 要申し込み

アート / サイエンス

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING

‐07‐



▲

プログラム等は所定の場所に設置します。ご自身でお取りください。

▲

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。

▲

ブラボー等の声援は、お控えください。

▲

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
　ビュッフェの営業／アンコール曲等の掲示

▲

体調不良により来場を見合わせたい方には、
　当面の間、チケットの払戻しを行います。

※掲載内容は、8/7 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。

〒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!

第53回 全日本シニア・マスターズ
体操競技選手権大会

　「プレミアム体操高崎2020」と題し、東京2020オリンピックの第1次予選会となるシニ
ア大会と、日本全国の10代から80代の体操愛好家が参加するマスターズ大会が、高崎ア
リーナにて開催されます。日本トップレベルの選手が集い、華麗な演技を披露します。

9/20（日）男子マスターズ競技、女子マスターズ競技
9/21（月）男子マスターズ競技、女子シニア競技
9/22（火）男子シニア競技、女子シニア競技 （一社）全日本シニア体操クラブ連盟　TEL:03-6909-1611

（一社）全日本シニア体操クラブ連盟、（公財）日本体操協会
群馬県体操協会
スポーツ庁、（独）日本スポーツ振興センター
（公財）日本オリンピック委員会、高崎市、（公財）高崎財団

高崎アリーナ会　場
入場無料
（入場者の制限を行う場合があります）

入場料

問い合わせ
主　催
主　管
後　援

高崎芸術劇場で高崎芸術劇場主催公演を鑑賞されるお客様へ

※上記の項目は、共催公演・貸館公演では対応が異なる場合があります。
　別途ご確認ください。

▲ チケット半券裏面に、ご来場される方のお名前（カナ）・電話番号をご記入の上、ご来場ください。

▲ 係員の指示に従い、ご入場ください。

▲

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。

▲

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。

9/20（日）
9/21（月）

一般  前売り2,000 円　当日 2,500 円
高校生以下  前売り1,000 円　当日1,500 円9/22（火）

よりお知らせ

検温にご協力ください
（37.5 度以上の熱があった場合は
入場をお断りさせていただきます）

ソーシャルディスタンスを確保して
間隔を空けてお並びください

チケットはご自身で
切り取ってください

新型コロナウイルス感染拡大の予防対策に、ご理解・ご協力をお願いします。

スポーツ／お知らせ

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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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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