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5/15 土 18:00開演（17:15開場）

音
楽
ホ
ー
ル

料　金 全席指定 6,000 円　U-25 2,500 円
出　演 小松亮太、北村聡、早川純（以上バンドネオン）、近藤久美子、CHICA、吉田有

紀子（以上ヴァイオリン）、松本卓似（チェロ）、田中伸司（ベース）、鈴木厚志（ピ
アノ）、佐竹尚史（パーカッション）、鬼怒無月（ギター）、KaZZma（ヴォーカ
ル）、アクセル＆マナ（ダンサー）

曲　目 アストル・ピアソラ／リベルタンゴ、来たるべきもの、ロコへのバラード

高崎芸術劇場オリジナル企画！
ダンサーやヴォーカルも加わる
豪華プログラム

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー 小松亮太 plays アストル ・ ピアソラ

アストル ・ ピアソラ生誕 100 年
～ピアソラの音楽で綴るタンゴ革命の軌跡〜

　2021年、生誕100周年を迎えたタンゴの革命児アストル・ピアソラ。高崎
芸術劇場でも今年1月から行っている記念企画が好評です。その口火を切った
のがバンドネオン奏者の小松亮太さんによる1/9の音楽ホール公演でした。
ピアソラに至るアルゼンチン・タンゴの歴史を時代の流れと共に紹介した前
回に続く、5月の企画はピアソラのみに焦点をあて、彼の処女作から最晩年まで、
ヴォーカルやダンスも加え、全曲ピアソラの作曲・編曲で行います。

　こちらも生誕100年を迎えるピアソラ企画のひとつ。平日の昼下がりに耳
を傾けるにはぴったりなステージです。
　チェロの宮田大さん、ギターの大萩康司さんは日本を代表する音楽家という
のみならず、ともにジャンルレスなアーティストとの共演で幅広い演奏を展開
しています。
　2人が昨年末にリリースした『Travelogue』は“音楽での旅路”をテーマにし
たアルバムで、洗練された感性が光る佳品。
　そんな2人が誘う音世界にしばし浸ってみてはいかがでしょうか。

5/31 月 13:30開演（12:45開場）

料　金 全席指定 4,000 円　U-25 2,000 円
曲　目 サティ／ジュ・トゥ・ヴ

ラヴェル／亡き王女のためのパヴァーヌ
アストル・ピアソラ／タンティ・アンニ・プリマ、ブエノスアイレスの夏

昨年
『Travelogue』が話題

月発売のアルバム12

宮田大（チェロ）×大萩康司（ギター）
デュオ ・ リサイタル

4/18 日 17:00開演（16:15開場）

ブエノスアイレス発、
サイン・システムが導く
一期一会の即興演奏 好評発売中!!

　「el tempo」はモデルや俳優
などマルチな表現に挑むミュー
ジシャン、シシド・カフカがディ
レクションするプロジェクト。ア
ルゼンチンを代表する打楽器奏
者のサンティアゴ・バスケスが
考案した演奏スタイル“Rhythm 
with Sign”は、100種を超える
サインをコンダクターが操り指
示を出すことで、複数の奏者に
よる即興演奏を可能にします。
シシドはバスケスに学び、独自
に自身の音楽を構成。サインが
導く即興が客席を巻き込む空間
は圧巻です。

料　金 全席指定 6,000 円　U-25 3,000 円
出　演 シシド・カフカ、金子ノブアキ、岩原大輔 ほか

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

el tempo directed by KAVKA SHISHIDO
エ ル テン ポ ディ レ ク テ ィ ッ ド バイ シ シ ド ・ カ フ カ

アストル・ピアソラ

 ©YUSUKE TAKAMURA
小松亮太（バンドネオン）

ミュージカル「スリル ・ ミー」

強烈な旋律の頂点に向かって走る
息をもつかせぬ究極の 分間100

好評発売中!!

　舞台は監獄の仮釈放審議委員会。収監
者“私”の5回目の仮釈放審議では34年
前、“私”と“彼”が犯した犯罪をめぐり、物
語は、34年前に静かに遡っていきます。19
歳の“私”と“彼”。ある契約書を交わした2
人に一体何が起きたのか、衝撃の真実が明
かされていきます。
　出演者はたった2人。そして1台のピアノ
のみで繰り広げられるミュージカルです。 
　高崎公演では異なる3組の出演者によ
り計3ステージを上演。三組三様の“スリ
ル・ミー”、ご期待ください。

料　金 全席指定 8,500 円

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

12:30開演（11:45開場）昼

16:30開演（15:45開場）夜

16:30開演（15:45開場）5/4 火・祝

5/5 水・祝
出　演 田代万里生（私）×新納慎也（彼）

出　演 成河（私）×福士誠治（彼）

出　演 松岡広大（私）×山崎大輝（彼）

※休憩はありません

● チケット発売開始
web 4/17（土）10:00～ 電話 4/18（日）10:00～ 窓口 4/19（月）10:00～

● チケット発売開始
web 4/16（金）10:00～ 電話 4/19（月）10:00～ 窓口 4/20（火）10:00～
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2021 年度  群馬交響楽団 定期演奏会 〈大劇場〉
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

大植英次（指揮） 菊池洋子（ピアノ） 飯森範親（指揮） 三原未紗子（ピアノ）

 © 飯島隆

 © 山田翔

 ©Yuji Hori

チケット発売中 チケット発売中 チケット発売中 チケット発売中

 © 山岸伸  ©Takaaki Hirata

渡邊一正（指揮） 川久保賜紀（ヴァイオリン） 尾高忠明（指揮）

 ©Satoshi Mitsuta  ©Yuji Hori  ©Martin Richardson

※新時間設定

6/20日 12:00開演

巨匠ウディ・アレンの
傑作コメディをミュージカル化！
ミュージカル
「ブロードウェイと銃弾」

12:00開演昼 17:00開演夜6/19 土

＊当日は会場内にマイク・カメラ等が設置され、

　お席によっては演奏者が見えづらくなる場合がございます。ご了承ください。

　T-Shot シリーズでは、日本が誇る若き逸材、豊かな才能を持った若手演奏家を
高崎芸術劇場芸術監督 大友直人がプロデュースし、広く皆さまに紹介します。
　このシリーズでは、リサイタルに加え、ラジオ放送、CDおよび DVD 制作などを
行い、皆さまに音楽を楽しんでいただくとともに、演奏家に活躍の場を提供します。

高崎芸術劇場
大友直人
Presents シリーズシリーズ

vol.4

尾城杏奈
ピアノ・リサイタル

大
劇
場 第16回 高崎演能の会

　高崎市出身の観世流能楽師、下平克宏さ
ん出演の「第16回高崎演能の会」が3/9、
高崎芸術劇場スタジオシアターで開催され
ました。
　昼夜2公演で、高崎・佐野地区が舞台の
「鉢木」（昼の部）と「船橋」（夜の部）を上演。
狂言の「二人大名」（昼の部）、「入間川」（夜
の部）には、野村萬斎さんが出演しました。
　今回の公演にあたっては、下平さん自ら
講師を務めるプレ講座を開催（1/27、2/10、
2/24の全3回）。映像や資料を交えた解説
により、来場者は地元ゆかりの名作にいっ
そう理解を深めました。
　公演当日は上演内容を同時解説する「イ
ヤホンガイド」の貸し出しもあり、幅広い世
代のお客様が能をより身近に感じる舞台と
なりました。

公演
レポート

第 567 回定期演奏会

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

4/17 16:00開演
（15:00開場）

土 ※新時間設定7/17 16:00開演
（15:00開場）

土※新時間設定5/22 16:00開演
（15:00開場）

土 ※新時間設定6/26 16:00開演
（15:00開場）

土

第 568 回定期演奏会 第 569 回定期演奏会

出　演

大植英次（指揮）、菊池洋子 *（ピアノ）
曲　目

モーツァルト／
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491 *
ラフマニノフ／交響曲 第2番 ホ短調 op.27

出　演

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 op.15 *
マーラー／交響曲 第5番 嬰ハ短調

出　演

渡邊一正（指揮）、川久保賜紀 *（ヴァイオリン）
曲　目

ワーグナー／歌劇《タンホイザー》序曲
ショスタコーヴィチ／
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 op.77 *
交響曲 第5番 ニ短調 op.47「革命」

第 570 回定期演奏会

出　演

尾高忠明（指揮）
曲　目

ブルックナー／
交響曲 第5番 変ロ長調 WAB105
（ノヴァーク版）

2021年度 T-Shot シリーズ公演一覧

13:30開演（12:45開場）
6.23（水）

vol.5

戸澤采紀
ヴァイオリン・リサイタル

13:30開演
（12:45開場）

10.30（土）

vol.6

上野通明
チェロ・リサイタル

13:30開演
（12:45開場）

2022年1.18（火）

©Rowland Kirishima

RIO ARAI  IN CONCERT
Recorded at Takasaki City Theatre 2020
出演 : 荒井里桜（ヴァイオリン）
　　　日下知奈（ピアノ）

¥3,300+税（コジマ録音 ALCD-9220）

MASAYA KAMEI  IN CONCERT
Recorded at Takasaki City Theatre 2020
出演 : 亀井聖矢（ピアノ）

¥3,300+税
（オクタヴィア・レコード OVCX-00088）

CD＋DVD 情報
高崎芸術劇場 2F チケットカウンターにて好評発売中（開館日の 10 時～18 時）

お問い合わせ先：027-321-7300（代表）

会場

音楽
ホール

※全公演とも開場時間は未定

料　金 全席指定 S 席 14,000 円　A 席 9,000 円　B席 6,000 円

オリジナル振付 スーザン・ストローマン

出　演 城田 優、髙木雄也（Hey! Say! JUMP）
橋本さとし、鈴木壮麻、平野綾、愛加あゆ、保坂知寿、瀬奈じゅん ほか

脚　本 ウディ・アレン
演　出 福田雄一

原　作 ウディ・アレン／ダグラス・マクグラス（映画「ブロードウェイと銃弾」より）

料金 全席指定 2,000 円

● チケット発売開始
web 4/14（水）10:00～
電話 4/15（木）10:00～
窓口 4/16（金）10:00～

● チケット発売開始
web 4/9（金）10:00～ 電話 4/12（月）10:00～ 窓口 4/13（火）10:00～

鎌倉武士の気骨と情の深さを描いた「鉢木」

佐野船橋に伝わる男女の悲恋物語「船橋」

発売日決定！！
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春を満
喫する一週間

※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

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

※掲載内容は3/12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。

※高崎市文化施設プレイガイド窓口では、前売のみの取扱いとなります。（当日券は主催者のみ。※ただし、前売完売の場合、当日券はありません。）

白水裕憲フルートリサイタル Vol.8
白水裕憲

090-8724-8420
E-mail：shirouzu1001@gmail.com

5/3（月・ 祝）
14:00 開演

全席自由 一般 前売1,500 円（当日 2,000 円）
　　　 　学生・65 歳以上 前売 500 円（当日1,000 円）
※未就学児の入場については主催者までお問い合わせください。
※2020/5/3（日・祝）のリサイタルチケットでもご入場いただけます。

Appassionata Concert
～群馬県出身の若手音楽家が贈る情熱の音楽会～

Appassionata Concert 実行委員会
E-mail：naokitakagipiano@gmail.com

5/29（土）
13:45 開演

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

トリオ・アンファリア 10 周年記念コンサート
「三世界の出逢い」

群馬交響楽団事務局
027-322-4316（平日10:00～18:00）

《主催》トリオ・アンファリア

4/30（金）
19:00 開演

全席自由 一般 3,000 円　学生 1,500 円
※未就学児入場不可

全席自由 2,000円（当日 2,500 円）
※未就学児入場不可

群馬交響楽団 室内楽演奏会 Vol.3
～風薫る六重奏の夕べ～

群馬交響楽団事務局
チケット専用電話

027-322-4944（平日10:00～18:00）

5/15（土）
18:00 開演

全席指定 3,000円 ※未就学児入場不可

石原理恵・ 伊藤正 デュオリサイタル
パリの歌とショパンの名曲

サロン・エルセフィロ
E-mail：secefiro9@gmail.com

4/25（日）
14:00 開演

全席自由 一般 3,000円　学生（高校生以下） 1,500円
※未就学児入場不可

高崎芸術劇場
音楽ホール

ライトアップウィーク
2021春

3/29（月）～4/4（日） 18:00～22:00
　高崎芸術劇場では、劇場内部を鮮やかなライティングや映像で演出する「高崎芸

術劇場ライトアップウィーク2021春」を開催します。

　このライトアップ企画は今回で3回目。第1回は開館1周年にあわせて昨年9月

に、第2回は昨年12月のクリスマスシーズンに開催しました。

　高崎芸術劇場の持つ舞台技術を駆使して、ガラス張りの大劇場ホワイエに色鮮

やかなライティングや映像を投射し、スタイリッシュな空間を作り出します。

ライトアップの会場である大劇場ホワイエ内

をご見学いただけます。

劇場の外観だけでなく、きらめく空間全体

をお楽しみください。

見学時間 各日18:00～21:00

見学無料
ビュッフェでの
ご飲食は

有料となります

入場
無料

ホワイエ内を見学できます
01

大劇場ホワイエ内のビュッフェでは、春にち

なんだ飲み物やスイーツの販売を予定して

います。

営業時間 各日18:00～20:00

応募方法 Instagramで下記の2つのハッシュタグを付けて写真を投稿！

応募期間 3/29（月）～4/11（日）

ビュッフェを営業します
02

ライトアップの写真を募集します！

＃高崎芸術劇場 ＃ライトアップウィーク2021春

高崎芸術劇場 Instagram公式アカウント

投稿者の中から抽選で10名様に
高崎芸術劇場シアターカフェ＆レストラン

お食事券5,000円分を贈呈！
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＊（ ）内は20名以上の団体割引料金　＊入場制限をしている場合もあります。　＊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。

山名將夫《回想のメロディー》

上村松園 《わか葉》 1940年 【展示期間 4/10～5/9】

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600円（500円） 大高生300円（250円）観覧料

4/1（木）～9（金）・12（月）・19（月）・26（月）
※GW期間（4/29（木）～5/5（水））は休まず開館します。 

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18:00まで（入園は17:30まで）

4/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）・30（金）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

※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。

開催期間 まで～ 5/30 日

開催期間 まで～ 6/13 日4/17土 開催期間 まで～ 6/13 日4/10 土

草木染の美・春収蔵品展

染色工芸館会　　場

　襲の色目からは「萌木の匂ひ」「藤」という名
のついた色の組み合わせを、また、「こどもの
日」にちなみ、鯉が生き生きと描かれた浅舞絞
り木綿着物「波に鯉文様」、兜や弓などの武具
が描かれている男児の祝い着「友禅染子供着物」（後期展示）などを展示します。
また、山崎青樹の大作で、古代から現代までの代表的な染料植物50種が金箔を施
した絹布の上に描かれた、草木染「染料植物画譜」は注目いただきたい展示です。

　９～１０月頃に採集した緑葉や冬期間に切った木の樹皮、
小枝、幹材等の煎汁で染めます。灰汁、鉄、アルミ媒染で赤
肌色、煤竹色などを染めます。

園内の植物情報 ヤマザクラ（ばら科）

日本画の風雅 ─ 名都美術館名品展
　名都美術館は名古屋市に隣接する長久
手市にある美術館で、収蔵作品は近代・現
代日本画の優品として広く知られており、特
に上村松園、伊東深水、鏑木清方を中心と
する美人画の作品群は、国内有数のコレク
ションとして高い人気を誇ります。本展覧会
では、艶やかな女性や粋な女性など、美人
画の多彩な魅力をご紹介するとともに、日
本画の巨匠による珠玉のコレクションが織
りなす日本画の風雅をお楽しみいただきます。なお、上村松園の作品は12点出品
しますが、展示替え（5/10）を交えてのご紹介となります。

企画展企画展

同時開催

心からのおくりもの

　近年寄贈、寄託された10名の作家の新収蔵、
寄託作品をご覧いただきます。また今年度当館
に作品収蔵された桐生出身の画家、笠木實と、友
人の清宮質文を偲び、群馬県立近代美術館、アー
ツ前橋、（公財）大川美術館と、当館所蔵作品に
よる「生誕100年 笠木實と没後30年 友人、清
宮質文」を同時開催いたします。

生誕100 年 笠木實と没後 30 年
友人、清宮質文

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

4/1（木）～16（金）・19（月）・26（月）
※GW期間（4/29（木）～5/5（水））は休まず開館します。

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

4/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）
※GW期間（4/29（木）～5/5（水））は休まず開館します。 

休館日

　トブラは19世紀創業のスイスの老舗チョコレート・
メーカーです。作品の中央にはセピア色のトブラ・チョ
コレートの包み紙が貼りつけられ、コラージュに挑戦し
た斬新な表現です。包み紙の上に大きく描かれた黒い
形が作品全体に強いインパクトを与えています。黒色の
存在感や緊張感の一方、背景に流れる青い曲線の軽
やかさとの組み合わせによりハーモニーが生まれ、ぐっ
と視線が引き付けられます。画面構成のセンスは、抽象
表現の巨匠カンディンスキーやマレーヴィチをも思い
起こさせます。かまちの自由な発想を物語る1点です。 《トブラ・モカ》

クレヨン･鉛筆・ペン・コラージュ・紙

常設展示

高崎市に生まれ育ち、芸術の才能に恵まれながらも17歳で
この世を去った山田かまち。彼の水彩画やデッサン、自筆の
ノートなど約120点を展示し、青春の軌跡をたどります。
絵画解説

めい と

山崎青樹 「染料植物画譜」

住　　所 〒370-2107 高崎市吉井町池1085
　　　　  TEL：027-387-4928
開館時間 9:30～17:00（入館は16:30まで）
休 館 日 4/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）

施設名 開催中の展示 お問い合わせ・開館時間・休館日

入館料  無料（上野三碑 ユネスコ「世界の記憶」登録記念）

ユネスコ「世界の記憶」に登録された上野三碑のガイダンス施設。
「多胡碑」に隣接し、古代の文字資料や三碑のレプリカを展示しています。

常設展示
多胡碑記念館

初めて明かされる世紀の競演の舞台裏

甦る三大テノール 永遠の歌声
　1990年。イタリアで開催されたFIFAワールド
カップ決勝戦前夜、3人のテノール歌手が初めて
集った。全世界を揺るがせたこの一大イベントは
世界54か国でTV中継され、8億人が視聴した
という。多くの人々に音楽の素晴らしさを伝えた、
奇跡の三大テノール競演の舞台裏に迫るドキュ
メンタリー。

2020年 ドイツ 1時間34分
監督 :エルマー・クルーゼ
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

3週間上映
4/3　〜23土 金

※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。

数多の巨匠たちに愛された映画女優・若尾文子の代表作を一挙上映！

若尾文子映画祭
　日本を代表する監督のもと、市川雷蔵、勝新太郎、田宮二
郎…昭和を代表する伝説の名優たちと共演し、女優として絶
えず進化してきた若尾文子ー。
　2015年までの映画総出演数は計160本！
　その中から必見の名作や劇場公開が珍しい作品など、バラ
エティに富んだラインナップでお届けいたします。
　今なおファンを獲得し続けている女優・若尾文子さんの傑
作を、スクリーンでどうぞご堪能ください。

1作品につき1,000円料　金

11:00～（開場 10:30～）上映時間

当日券のみ。10:30より販売チケットについて

住所 〒370-0815 高崎市柳川町31　TEL 027-395-0483

※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。

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

4/24　〜5/7土 金 ※4/28（水）は休映

©KADOKAWA
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※掲載内容は、3/12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。

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。

各施設をご利用の皆さまへ

4/25 日 高崎バレエスタヂオ 第 36 回発表会
■〈昼の部〉13:00開演／14:45終演　〈夜の部〉17:30開演／19:45終演
■入場／無料（要事前申込）　■問い合わせ先／高崎バレエスタヂオ　TEL 027-321-5221

8:30～17:15開館時間

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

高崎市文化会館

4/4 日 春の陣 2021（ダンスイベント）
■15:00開演／17:00終演　■料金／全席指定 2,000円
■問い合わせ先／襲雷舞踊団　TEL 090-3508-9427（矢嶋）

4/15 木 第 100 回葡萄屋寄席　柳家喬太郎・立川談笑
■18:00開演／20:00終演　■料金／全席指定 4,000円
■問い合わせ先／葡萄屋　TEL 090-3146-8973（清水）

4/10 土 群馬県の質的価値の創造 〜群馬かそれ以外か〜
■13:30開演／15:30終演　■料金／無料
■問い合わせ先／公益社団法人 日本青年会議所 関東地区
　　　　　　　　群馬ブロック協議会 レジリエンス委員会
　　　　　　　　gunmanokachi@gmail.com

4/11 日 第 24 回アニマート・テューネ ピアノコンサート
■12:30開演／16:30終演　■料金／無料　■問い合わせ先／佐々木貴子　TEL 027-363-8618

4/24 土 おとなの教室発表会
■12:30開演／14:30終演　■料金／無料
■問い合わせ先／ヴィエナピアノフルート教室　公式ウェブサイト https://www.viennapianoflute.com

8:30～17:15開館時間

無休休館日

〒370-0829 高崎市高松町35-1　TEL：027-328-5050

高崎シティギャラリー

8:30～17:15開館時間

月曜日（祝日の場合は翌平日）休館日

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

群馬音楽センター

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

無休休館日

4/17 土

■15:00開演（14:00開場）
■料金／全席指定 6,600円（当日7,000円） ※未就学児入場不可
■問い合わせ先／桐生音協　TEL 0277-53-3133（平日9:00～17:00）

杉山清貴 acoustic solo tour 2021スタジオシアター

4/25 日

■18:00開演（17:00開場）
■料金／全席指定 8,900円 ※未就学児入場不可
■問い合わせ先／キョードー東京
　　　　　　　　TEL 0570-550-799 （平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

JUJU HALL TOUR 2021 ジュジュ苑 「俺の Request」大劇場

4/25 日

■14:00開演（13:30開場）
■料金／自由席 一般3,000円　学生（高校生以下）1,500円 ※未就学児入場不可
■問い合わせ先／サロン・エルセフィロ　secefiro9@gmail.com

石原理恵・伊藤正 デュオリサイタル パリの歌とショパンの名曲音楽ホール

4/30 金

■19:00開演（18:30開場）／21:00終演
■料金／自由席 一般3,000円　学生1,500円 ※未就学児入場不可
■問い合わせ先／群馬交響楽団事務局　TEL 027-322-4316（平日10:00～18:00）

トリオ・アンファリア「三世界の出逢い」音楽ホール

4/29 木・祝

■14:00開演（13:30開場）／16:00終演
■料金／自由席 2,000円
■問い合わせ先／北原　TEL 090-3204-3829

午後の気まぐれコンサート音楽ホール

トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 2021

8/1（日） 大ホール
7/3（土）18:30開演 大ホール

詳細は近日発表します。

ザハーロワ＆レーピン
「バレエ＆
 クラシック」

　北の空を高く見上げ、尾の長い不思議な熊「おおぐま座」の腰からしっぽに
「北斗七星」を描きましょう。「斗」は水をすくう道具「ひしゃく」ですが、春の宵空
ではひっくり返り、野山に恵みの水をまいているかのようです。
　北斗七星の先側の2つの星からは、「北極星（ポラリス）」が見つかります（下
図、春の1等星も探せます）。北の空の星は、真北の北極星を中心に、反時計
回りの円を描いています。
　北極星は、暗めの星が北斗七星のよ
うに並ぶ「こぐま座」のしっぽの先に輝き
ます。大小2頭の尾の長い熊は、妖精カ
リストと息子アルカスの母子を、神が変
身させた姿だとされています。
　おおぐま座は、はるかかなたの「銀
河」の観察にも適しています。「ハッブル
宇宙望遠鏡」による最も遠い宇宙の観
測も、北斗七星付近で行われました。

ニンフ

チケットのお問い合わせは：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）　TEL:027-221-4321

くらぶちこども天文台で星を観よう！
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。

15:00～21:30開館時間

月曜日、火曜日休館日

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930住　所

027-386-6837電　話

天候は
フェイスブックで
確認できます

4月は
19：00 以降が

見頃です

ほし だよ

高崎市少年科学館

4
　月 北斗七星から春の夜空を散策！

北斗七星を手がかりにした春の星めぐり
／渦巻銀河M101（小型望遠鏡で撮影） 桜と北の空の星ぼし（北斗七星、こぐま座）

4月の星図は、
少年科学館の
WEBページで
ご覧になれます！

参加申し込みは
こちらから

［料金］ 全席指定 1,500円
　　　 （当日2,000円）

4/18（日）Web販売開始
（会館HPから）

服部百音
ヴァイオリン・リサイタル

※曲目未定※曲目未定

ピアノ: 江口玲ピアノ: 江口玲

©Chihoko Ishii
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プラネタリウム 科学工作教室

高崎市少年科学館

18人定　員 1,000円費　用 4/8（木）締　切

要申し込み

パソコン教室

● はじめてのプログラミング
プログラミング言語「スクラッチ」を使って、プログラミングの基礎を体験する。

要申し込み

4/24（土）  9:30～12:00日　時

● メカ・ホッパーを作ろう
太陽光発電で動くバッタ型のロボットを作る。

小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

創作室会　場

6人定　員 無料費　用 4/15（木）締　切

4/25（日）  9:30～12:00日　時 小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

パソコン室会　場

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

4月
スケジュール

1
木

2
金

3
土

4
日

5
月

6
火

7
水

8
木

9
金

10
土

11
日

12
月

13
火

14
水

15
木

16
金

17
土

18
日

19
月

20
火

21
水

22
木

23
金

24
土

25
日

5/1
土

2
日

3
月

4
火

5
水

26
月

27
火

28
水

29
木

30
金

第 2展示室

第 3展示室

第1展示室

予備室

第 4展示室

第 3 回墨盒書道展
墨盒書道会

TEL:0274-22-4745

入賞者並びに
協会役員・当番審査員の

作品展
（一社）群馬県書道協会
TEL:027-395-5961

絵画展
斗南美術協会

TEL:027-252-1709

菱華展
真下京子

TEL:080-1089-1526

華画装 えぴろーぐ
華画装の会

TEL:027-323-6775

第 16 回全国和紙ちぎり絵
高崎サークル展

全国和紙ちぎり絵高崎サークル
TEL:027-388-2017

■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。

一般320円（団体260円（20名以上））観 覧 料

火～金 学習・団体（午前中）

土・日・祝
3/30（火）～4/4（日）・6（火） 11:00 14:45

15:30

13:30

14:00

16:00

プラネタリウム
投映時間

次の方は無料（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

投映中～5/30（日）投映期間

一般番組

● ヒーリングアース

投映中～5/30（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
　月ウサギがクレーターをかけるの段

全てを20K以上の実写画像を基に映像化、更にSEKAI NO OWARIや
Yuccaなどの琴線に触れる楽曲、声優・櫻井孝宏の心を癒やす語りで
お届けする、究極のヒーリング科学番組です。

春の星座解説を含む約40分

春の星座解説を含む約35分

027-321-0323電　　話

9:00～17:00開館時間 4/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）休 館 日

〒370-0065 高崎市末広町23-1住　　所

2020 NHK ©NED/D&Dピクチャーズ

※3/30（火）～4/4（日）・4/6（火）は春休み期間のため、4回投映を行います。
※投映は予告なく変更または中止になる場合があります。
※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）

お知らせ

無料  ※事前の申し込みは不要です。参 加 費

● 月と春の天体を見よう

天文教室

4/23（金） 19:00～日　時

※季節によって開始時間が変わります。ご注意ください。

■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。

科学工作教室・パソコン教室の申し込み方法

■応募多数の場合は抽選。 ※１教室につき、お1人様1枚でお願いします。
■直接、窓口にご持参いただいても結構です。 ■料金不足のはがきは、受付できません。
■メール到着後に応募受付の返信をいたします。 返信がない場合はお問い合わせください。
　携帯電話やスマートフォンからお申し込みの方は、受信拒否をはずしてください。

締切日
必着

期　間

春休み
アニメ上映

通常
上映

プログラム 上映時間（約30分）

月・火・水・金
4/9（金）～30（金）

4/1（木）～7（水）※期間内連日上映

『ルーヴル美術館』より
「偉大なる美の殿堂」「レオナルド・ダ・ビンチ」 ほか

『日本の巨匠たち』より「雪舟」「狩野永徳」 ほか
11:00 14:00

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
― 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

※4/8（木）・15（木）・22（木）・29（木・祝）は設備機器メンテナンスのため、上映はありません。 ※プログラム等は、都合により変更することがあります。 

小川未明特集「月とあざらし」「島の暮れ方の話」

希望の教室名・開催日・児童生徒名（ふりがな）・
学年・保護者名・住所・電話番号 を記入してください。

何も記入
しないでください

高崎市末広町
23番地1　
高崎市
少年科学館 行

希望する教室名
開催日　
お客様の
①児童名（ふりがな）
②学年
③保護者名
④住所
⑤電話番号

お客様の住所　
氏名 様

往信用表面 返信用裏面 返信用表面 往信用裏面

往復はがき
記入例

〒370-0065 高崎市末広町23番地1 高崎市少年科学館
tenji@t-kagakukan.or.jp（企画展示課）メ ー ル

往復はがき

アート / サイエンス

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は 3/12 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。

▲

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。
　公演によって、座席の間隔を空けない場合があります。

▲

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

▲

発熱や咳の症状等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。

▲

終演後は、時差退場を行います。

▲

出演者への花束、プレゼント等をお渡しすることはお断りしています。

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。

よりお知らせ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。

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

参加者募集スポーツ教室のご案内

武道館
第1期親子仲良し運動教室
5/27～6/24（計5回）
木曜日
午後コース 16:00～17:00
1,500円
20組
4/1（木）～15（木）

施設名
教室名
期　間
曜　日
コース
参加料
定　員
申込期間

スポーツ教室のご案内

第54回 日本女子ソフトボール
〈1部リーグ/高崎大会〉

宇津木スタジアム
〒370-3534 高崎市井出町 926-2　TEL 027-393-6571

〒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!

体操天皇杯 第75回全日本体操個人総合選手権

体操の個人総合日本一を決定する大会です。また、
東京オリンピックなどの代表選考に関わる大会です。

公益財団法人日本体操協会　TEL:03-6455-4037主　催 / お問い合わせ

4/15（木）～18（日）開催日時

2021バレーボール男子日本代表
紅白試合 〈日本男子A×日本男子B〉

東京オリンピックを控えた男子日本代表選手
たちによる国内トップレベルの試合です。

※上記大会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を注視しながら、政府の定めるガイドラインに沿って、開催準備を進めております。
※今後、やむを得ぬ事情により、上記大会の延期や中止、チケット販売予定に変更が生じる場合がございます。
※最新の大会情報（チケット販売情報や出場選手情報）は、日本体操協会および日本バレーボール協会のホームページをご覧ください。

5/8（土）・9（日） 14:00 試合開始開催日時

新体操日本代表選考会 東京オリンピックなど
の日本代表を選考す
る大会です。5/1（土）開催日時

本市箕郷町出身の歴史的テニス選手・清水善造の功績を伝える― 清水善造メモリアルテニスコート

チケット販売
4月から予定

チケット販売:未定

チケット販売:未定 競
技
日
程

4/16（金）  男子種目別トライアウト、男子予選
4/15（木）  女子予選

4/17（土）  女子決勝
4/18（日）  男子決勝

公益財団法人日本バレーボール協会
E-mail : volleyballtickets@jva.or.jp

主　催 / お問い合わせ

10:30～
13:00～

大垣ミナモ VS 伊予銀行VERTZ

ビックカメラ高崎BEE QUEEN VS 太陽誘電ソルフィーユ
4/18
（日）

10:30～
13:00～

伊予銀行VERTZ VS 太陽誘電ソルフィーユ

ビックカメラ高崎BEE QUEEN VS 大垣ミナモ
4/17
（土）

※上記は市内の未就学児（3～6歳）と
　その保護者が対象です。

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

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。

◆準決勝で強豪を倒し、決勝へと駒を進めた日本選手団の快挙
　1921（大正10）年、この年、日本は初めて国別対抗のテニス大会「デビスカップ（イン
ターナショナル・ローンテニス・チャンピオンシップ、以下デ杯）」に参加した。出場選手は、
清水善造、熊谷一弥、柏尾誠一郎の3選手だった。当時の参加国は、イギリス、オースト
ラリア、インド、フランス、ベルギー、スペイン、南アフリカ、チェコ、フィリピン、日本の10
カ国。この勝者となった国が、前年の優勝国・アメリカに挑む。
　日本は、初戦のフィリピンに続き、2回戦のベルギーがそれぞれ棄権したため、不戦で
2勝となった。3回戦の相手国はインド。試合はシカゴで行われた。8月15日の第1試合
はシングルスで、清水、熊谷の両選手が出場し2勝。2日目はダブルスで、同選手ペアが
挑み勝利。3日目のシングルスも2勝を挙げ、結果5対0でインドに快勝した。続く準決
勝の相手国は強豪国オーストラリア。試合は同月23日からニューポートで行われた。シ
ングルスは清水、熊谷両選手が出場し、日本が2勝。翌24日のダブルスは、両選手が出
場し善戦するもオーストラリアの勝利となる。続く3日目のシングルスの試合は清水、熊
谷両選手ともに勝ち、結果4対1でオーストラリアを制した。日本は、デ杯初出場で優勝
国・アメリカとの決勝戦（チャレンジラウンド）に臨む快挙となった。　　　　  （つづく）

ウインブルドンでオールカマーズ戦の決勝まで勝ち進む快挙を成し遂げた翌1921年、
善造は、アメリカで開催されたテニスの国別対抗戦「デビスカップ」に挑み、世界に“日本”を知らしめた。　清水 善造第

六
章

レ
ジ
ェ
ン
ド

●コート面数 セミハードコート21面
●ご利用案内
　右記よりホームページを
　ご確認ください。

〒370-3534 高崎市井出町903-1住  所

027-393-6441電  話 8:30～21:00
 土曜日、日曜日および休日は
 8:30～17:00

開場時間

年末年始（12/29～1/3）休場日 （ （

デ杯に出場した日本代表。
右から清水善造、柏尾誠一郎、

 熊谷一弥の3選手

コラム

　1883（明治16）年以来、イギリスとアメリカの間で非公式のテニスの試合がしばしば行わ
れていた。デビスカップは、1900（明治33）年に、アメリカセントルイスの素封家、トワイライ
ト・F・デビスが、純銀製の大きなカップを両国間の試合に寄贈したことから公式試合として
始められた大会。予選に当たるトーナメントを勝ち抜いた国が前年の優勝国への挑戦権を
獲得できる。初日に2人のシングルスの試合、2日目にダブルス1試合、最終日に初日とは相
手を変えた2人のシングルス2試合という、5つの試合結果で勝敗を決する。

デビスカップとは？

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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