


02 03日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先　 …電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間　 休 …休館日・休園日 ＊特に記載がない場合、上記公演では未就学児の入場はご遠慮ください。 ＊特に記載がない場合、上記公演では未就学児の入場はご遠慮ください。 日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先　 …電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間　 休 …休館日・休園日

2022/3/11（金）14:00開演（13:15開場）

　　　　　　　　　18:00開演（17:15開場）

BUS

セキスイハイム presents

大劇場

2022/3/16（水）19:00開演（18:15開場）

イギリスの名門「フィルハーモニア管弦
楽団」が若き鬼才指揮者ロウヴァリと待
望の来日。ソリストに辻井伸行を伴った
豪華な日本ツアーを敢行！ 

［出演］サントゥ=マティアス・ロウヴァリ
（指揮）、辻井伸行（ピアノ）、フィルハーモ
ニア管弦楽団
［曲目］チャイコフスキー／バレエ音楽
「白鳥の湖」組曲、チャイコフスキー／ピ
アノ協奏曲第１番（ピアノ：辻井伸行）、
チャイコフスキー／交響曲第６番「悲愴」
［料金］全席指定 S席 18,000円　A席 
14,000円　B席 10,000円（U-25 5,000円）
●チケット発売 調整中

フィルハーモニア管弦楽団

人形浄瑠璃　文楽
©鍋島徳恭

堤剛
無伴奏チェロ・リサイタル

T-Mastersシリーズvol.2
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

日本の至宝とも言うべき現代最高峰の
チェリスト堤剛が高崎に登場。圧巻の演
奏をお楽しみください。

［出演］堤剛（チェロ）
［曲目］黛敏郎／BUNRAKU、J.S.バッ
ハ／無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 
BWV1010 ほか
［料金］全席指定 S席 6,000円　A席 5,000
円　B席 4,000円（U-25 1,500円）
［チケット］発売中

12/4（土）15:00開演（14:15開場）

音楽ホール

ピアノ：辻井伸行

サントゥ=マティアス・ロウヴァリ 指揮

スタジオシアター

2022/2/27（日）13:00開演（12:15開場）

高崎出身の観世流シテ方能楽師・下平克
宏による能楽公演。母子の悲劇を描いた
能の名曲「隅田川」と、野村萬斎が出演す
る狂言「大般若」を披露します。 

［出演］下平克宏、野村萬斎 ほか
［演目］能「隅田川」（観世流）、狂言「大般
若」（和泉流）
［料金］全席指定 S席 10,000円
A席 8,000円　B席 5,000円
●チケット発売
　WEB先行：12/17（金）
　電話発売 ：12/20（月）
　窓口発売 ：12/21（火）

第18回高崎演能の会
©青木信二 ©Kaupo Kikkas ©Giorgia Bertazzi

T-Mastersシリーズvol.3
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

音楽ホール

最高峰のヴァイオリニスト竹澤恭子と、
日本が誇る名手達が奏でる弦楽六重奏
の、豊かで奥深い世界をお贈りします。

［出演］竹澤恭子（ヴァイオリン）、瀬﨑明
日香（ヴァイオリン）、店村眞積（ヴィオ
ラ）、渡邉信一郎（ヴィオラ）、毛利伯郎
（チェロ）、長瀬夏嵐（チェロ）
［曲目］ブラームス／弦楽六重奏曲 第1
番、チャイコフスキー／弦楽六重奏曲
「フィレンツェの思い出」
［料金］全席指定 S席 6,000円　A席 5,000
円　B席 4,000円（U-25 1,500円）
［チケット］発売中

竹澤恭子と名手達
弦楽六重奏の世界

12/18（土）15:00開演（14:15開場）

©松永学

スタジオシアター

ユネスコ無形文化遺産「文楽」の高崎公演。

［出演］〔太夫〕竹本千歳太夫、〔三味線〕豊
澤富助、〔人形〕吉田和生（人間国宝）ほか 
［演目］昼の部：「一谷嫰軍記」熊谷桜の段、
熊谷陣屋の段　夜の部：「曽根崎心中」生
玉社前の段、天満屋の段、天神森の段 
［料金］全席指定 S席 4,000円　A席 3,000
円（U-25 1,000円）　＜昼夜通し券＞ 全席
指定 S席 7,000円　A席 4,000円
●チケット発売
　WEB先行：12/3（金）
　電話発売 ：12/6（月）
　窓口発売 ：12/7（火）

BUS

大劇場

12/12（日）18:00開演（17:00開場）

国内屈指の名プレイヤーが集結するブ
ルーノート東京オールスター・ジャズ・
オーケストラが、世界的ギターレジェン
ドのリー・リトナーと幅広い層から支持
を得るボサノヴァ・シンガー、小野リサを
迎えるプレミアム・ライヴ。

［出演］エリック・ミヤシロ（トランペッ
ト、コンダクター）、リー・リトナー（ギ
ター）、小野リサ（ヴォーカル、ギター）、本
田雅人（サックス）、中川英二郎（トロン
ボーン） ほか
［料金］全席指定 S席 6,000円　A席 5,000
円　U-25（A席） 2,000円
［チケット］発売中

ブルーノート東京オールスター・
ジャズ・オーケストラ
directed by エリック・ミヤシロ
with special guests 
リー・リトナー＆小野リサ

ジャン＝ジャック・カントロフ＆
上田晴子 デュオ・リサイタル

音楽ホール

フランス・ヴァイオリン界の名匠。美しい
音色で奏でる格調高い音楽は今だ健在で
す。

［出演］ジャン＝ジャック・カントロフ
（ヴァイオリン）、上田晴子（ピアノ）
［曲目］プロコフィエフ／ヴァイオリン・
ソナタ 第2番 ニ長調 Op.94 bis、ベー
トーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ 第
10番 ト長調 Op.96 ほか
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,000円）
●チケット発売
　WEB先行：12/10（金）
　電話発売 ：12/13（月）
　窓口発売 ：12/14（火）

2022/1/30（日）14:00開演（13:15開場）

大阪フィルハーモニー交響楽団
高崎特別演奏会
～オーケストラと心に響くひとときを～

BUS

©HIDEKI NAMAI

大劇場

尾高忠明率いる大阪フィルハーモニー
交響楽団による高崎初公演です。 エリザ
ベート王妃国際コンクール入賞の阪田知
樹がソリストを務めます。 

［出演］尾高忠明（指揮）、阪田知樹（ピア
ノ）、大阪フィルハーモニー交響楽団
［曲目］ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第
2番 ハ短調 Op.18（ピアノ：阪田知樹）、
チャイコフスキー／バレエ音楽「白鳥の
湖」セレクション（尾高忠明版）
［料金］全席指定 S席 3,000円　A席 2,000
円（小中高生 1,000円）
［チケット］発売中

©Martin Richardson

2022/1/13（木）19:00開演（18:00開場）

＝高崎芸術劇場シャトル（無料送迎バス）の
　運行あり。詳細はWEBにて。

BUS

禅の心を学び、仏教の真髄を世界に伝えた思想家・鈴木大拙（1870～1966）。「善の研究」を出版し、世界に誇る“西田哲
学”を確立した哲学者・西田幾多郎（1870～1945）。 
同じ石川県に生まれ、親交の深かった二人の数奇な半生を、作曲家・渡辺俊幸がオペラ作品に仕上げました。前半は大拙
と妻ビアトリスが出会ってから死別するまで、後半は幾多郎を軸として、戦争に向かっていく人々と死を描きます。 
先の見通せない今の時代にこそ、「禅の心」をテーマとしたこの舞台を通して、生き方を問い、見つめ、生きる光や希望を
見つけてほしい-。 そんな思いを込めて作られたオペラです。貴重なステージをお見逃しなく。 

料金／全席指定（税込） S席 10,000円　A席 7,500円　 B席  5,000円　 C席  3,000円（U-25 1,500円）
2月6日（日）2022年 大劇場15:00開演

（14:00開場）

【出演】ヘンリク・シェーファー（指揮）、伊藤達人（鈴木大拙）、今井俊輔（西田幾多郎）、コロンえりか（ビアトリス）、鳥木弥生（エマ）、高橋洋介（釈宗演）、
　　　 原田勇雅（乃木希典）、森雅史（マッカーサー）、鈴木麻里子（くみ）、高崎オペラ合唱団、オーケストラ・アンサンブル金沢

【曲目】オペラ「禅」～ZEN～（作曲：渡辺俊幸、台本：松田章一、台本翻訳：家田淳、演出：三浦安浩）
【共同制作】高崎芸術劇場（公益財団法人高崎財団）　金沢歌劇座（公益財団法人金沢芸術創造財団）
　　　　　公益財団法人石川県音楽文化振興事業団
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©Yoshinobu FukayaI©キングレコード

チケット発売中

文化庁文化芸術振興費補助金
（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

助成：

題字・円相：金澤翔子



04 05日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先　 …電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間　 休 …休館日・休園日 日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先　 …電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間　 休 …休館日・休園日＊特に記載がない場合、上記公演では未就学児の入場はご遠慮ください。

ル ヴァン ルージュ 
シャンソンが聞こえる高崎 
クリスマスコンサート2021
日 12/14（火）14:00開演（13:00開場） 
会 スタジオシアター 
￥ 全席自由 1,500円
問 ル ヴァン ルージュ事務局 
　 090-3344-7336

高崎第九合唱団　第48回演奏会 
日 12/19（日）15:00開演（14:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 S席 6,000円　A席 5,000円
　 B席 4,000円 完売御礼
問 高崎第九合唱団お問合せ専用電話
　 （9:00～18:00） 
 　 070-4455-2190／ 080-2563-5611 

東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 
第64回定期演奏会
日 12/25（土）13:00開演（12:00開場）
　　　　　　18:00開演（17:00開場）
　 12/26（日）13:00開演（12:00開場）
　　　　　　18:00開演（17:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 大人 2,000円
　 高校生以下 1,000円
　※未就学児は保護者1人につき1人だけ
　膝上鑑賞可。座席が必要な場合は有料

　　（1,000円） 
問 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 
 　 027-323-1483 

関西弦楽四重奏団 
～ピアノ・クインテット傑作選～
日 12/28（火）15:00開演（14:30開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 一般 3,000円　ペア券 5,000円
問 株式会社空間あい 090-1815-4608
　 kuukan.ai@gmail.com 

山人音楽祭2021  
～LOCAL×RHYTHM～
日 12/4（土）17:30開演（16:30開場）
　 12/5（日）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場 
￥ 指定席 6,000円
　※3歳以上チケット必要
　※3歳未満は保護者1人につき1人だけ膝
　　上鑑賞可 
問 DISK GARAGE 
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

Tsuyoshi Nagabuchi 
Acoustic Tour 2021 REBORN 

日 12/8（水）18:30開演（17:30開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 11,000円
問 ホットスタッフ・プロモーション 
　 03-5720-9999（平日12:00～15:00） 

東京コンソーツ 
江戸時代のモーツァルト・ 
ベートーヴェン
日 12/8（水）17:00開演（16:00開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 一般 3,000円　学生 2,000円
　 親子券 4,000円
　※親子券は大人1名、小学生以下（未就学
　　児も可）1名のペアチケット
　※2歳以下は保護者1人につき1人だけ膝
　　上鑑賞可。座席が必要な場合は有料
問 株式会社空間あい 090-1815-4608
    kuukan.ai@gmail.com 

PERSONZ THE BEST: 
GREATEST SONGS_ver.01

※特別ゲスト 松井常松
日 12/2（木）18:30開演（17:45開場） 
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定 大人 7,500円
　 高校生以下 1,000円
問 キャピタルヴィレッジ 
 　 03-3478-9999（平日12:00～17:00） 

ディズニー・オン・クラシック 
まほうの夜の音楽会 2021 

日 12/3（金）19:00開演（18:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 S席 8,900円　A席 7,600円
問 Zen-A（ゼンエイ） 
　 03-3538-2300（平日11:00～19:00） 

 

DECEMBER
2021

登録受付中

▲

高崎市施設プレイガイド（窓口発売初日10:00～受付開始）

■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）

高崎芸術劇場メンバーズ限定（登録・年会費無料）
WEB 窓口

電話

受付開始日の10:00～ 

※取扱いがない公演もございます。詳しくは当劇場WEB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）

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

 24時間受付

10:00～18:00
高崎芸術劇場チケットセンター TEL.027-321-3900

各種プレイガイド

※前売のみの取扱い。（当日券は主催者のみ。前売完売の場合、当日券はありません。）
※年末年始の休館については、各施設WEBをご確認ください。

チケット取扱い ※料金は全て税込価格です。　※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

12高崎芸術劇場
イベントスケジュール

高崎芸術劇場シャトルの詳細はこちら

高崎芸術劇場
〒370-0841 高崎市栄町9-1　 027-321-7300
時 9:00～22:00、チケットセンター 10:00～18:00　 休 年末年始（12/29（水）～1/3（月）） 
＊1/1（土・祝）は「高崎元旦コンサート」開催のため、11～17時に開館します。 

TICKET ＝電話・窓口で取扱いあり
マークがない公演については、問い合わせ先に直接ご確認ください。

@tct20190920 @takasakicitytheatre
＝大劇場 ＝音楽ホール ＝スタジオシアター

＝高崎芸術劇場シャトル（無料送迎バス）の運行あり。詳細はWEBにて。BUS

WEB ＝WEBで取扱いあり（高崎芸術劇場メンバーズ限定）

BUS

12月スケジュール

■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、内容が変更となる場合もあります。詳細は各主催者にお問い合わせください。

高崎シティギャラリー展示室
〒370-0829 高崎市高松町35-1　 027-328-5050　 時 8:30～17:15　全7展示室
休 年末年始（12/29（水）～1/3（月）） 

BUS

BUSWEB

12/10（金）～12/15（水） 第1展示室・予備室
高崎市小・中学校美術展
高崎市内小・中・特別支援学校の児童生徒に
よる図工美術作品展  
問 高崎市小中学校図工美術主任会
　（鼻高小学校） 027-322-8691 

12/3（金）～12/8（水） 第5展示室
高崎経済大学　彩展 
美術部員が制作した油絵以外の絵画展示 
問 高崎経済大学 美術部 027-343-5417  

12/10（金）～12/15（水） 第6展示室
第5回写友モーニング写真展
問 写友モーニング 090-7287-0630 

12/17（金）～12/22（水） 第４展示室
絵画展 
斗南美術協会会員5名による絵画・能面・人
形等の展示会 
問 斗南美術協会 027-252-1709

12/17（金）～12/22（水） 第1・2展示室・予備室
第49回上毛写真展  
上毛写真コンテストで入賞・入選した約
400点の作品を展示 
問 上毛写真連盟 027-251-4341 

12/17（金）～12/22（水） 第3展示室
”小さきいのち、煌めいて” 
第8回花写真展   
問 片貝好昭 080-5186-3322 

12/17（金）～12/22（水） 第6展示室
JNP日本風景写真協会 
群馬支部作品展「四季彩の詩」 
問 JNP日本風景写真協会群馬支部
　 027-373-3235 

12月の公演の
詳細はこちら

TICKETWEB

TICKET

TICKET

文化施設イベントスケジュール文化施設イベントスケジュール

榛名文化会館
〒370-3345 高崎市上里見町1072-1

027-374-5001
時 8:30～17:15
休 月・火曜日、
　 年末年始（12/29（水）～1/3（月））

高木直樹ピアノリサイタル 
～ピアノで巡る世界の文化～
高崎市出身のピアニスト、高木直樹さんが
世界の名曲を披露します

日 2022/1/15（土）14:00開演／16:00終演
￥ 入場無料 ※要申し込み
［申し込み方法］
12/15（水）までに、郵便番号・住所・氏名・電
話番号・希望人数（4人まで）をEメールに記
載の上、高崎市文化課（ culture-event1@
city.takasaki.gunma.jp）へ。1人1回の応
募で、定員を超えた場合は抽選。 
当選者のみ入場整理券を発送。
問 高崎市文化課 027-321-1203
 

12/10（金）～12/15（水） 第2展示室
第25回 
NHK「わたしの尾瀬」写真展
第25回NHK「わたしの尾瀬」フォトコンテ
スト入選作品を展示
問 NHK「わたしの尾瀬」実行委員会
　 027-220-4431
＊12/10(金)は、コアホールにて「写真展表
彰式及び公開フォーラム」を開催します。

高崎市文化会館
〒370-0065 高崎市末広町23-1

027-325-0681
時 8:30～17:15
休 月曜日（祝日の場合は翌平日が休館）、
　 年末年始（12/29（水）～1/3（月）） 

第22回あばれん坊太鼓発表会 
和太鼓の力強い演奏とあふれる笑顔をお楽
しみください 

日 12/18（土）13:30開演／15:30終演
￥ 全席自由 無料
問 育英短期大学あばれん坊太鼓
　 027-352-1981  

GleeClub Winter live 2021 

高崎経済大学のアカペラサークルGleeClub
の恒例ライブ。歌のハーモニーで感動と笑
顔をお届けします
日 12/26（日）13:00開演／16:30終演 
￥ 全席自由 無料
問高崎経済大学GleeClub 
 　 tcue9leeclu6@gmail.com

第25回NHK「わたしの尾瀬」 
写真展表彰式及び公開フォーラム 
第25回NHK「わたしの尾瀬」フォトコンテ
スト入選者の表彰、一般向け講演会 
日 12/10（金）①14:30開演／15:15終演　
　　　　　　②15:30開演／16:30終演 
￥ 全席自由 無料
問 NHK「わたしの尾瀬」実行委員会 
　 027-220-4431 

X'MAS JAZZ CONCERT
ジャズサックスの伝道師ジムバトラーが率
いるバンドによるジャズコンサート 
日 12/16（木）18:30開演／20:40終演
￥ 全席自由 3,500円（当日 4,000円） 
問（株）東北メディアクリエイション 
　 022-286-3824

高崎経済大学附属高等学校 
芸術コース音楽系2学年校外演奏会
音楽系生徒（器楽・声楽）によるソロコン
サート 
日 12/17（金）17:30開演／20:00終演
￥ 全席自由 無料 
問 高崎経済大学附属高等学校 
　 027-344-1230

第49回上毛写真コンテスト表彰式
「上毛写真大賞」などの各受賞者に賞状等を
贈呈します
日 12/18（土）13:00開演／14:30終演
￥ 全席自由 無料
問上毛写真連盟 027-251-4341

高崎経済大学モダンジャズ研究会 
定期演奏会 
ジャズコンボによる演奏会 
日 12/19（日）16:00開演／19:30終演
￥ 全席自由 無料
問高崎経済大学モダンジャズ研究会 
 　 tcuemodernjazzclub@gmail.com

群馬音楽センター
〒370-0829 高崎市高松町28-2

027-322-4527
時 8:30～17:15
休 月曜日（祝日の場合は翌平日が休館）
　 年末年始（12/29（水）～1/3（月）） 

高崎市民吹奏楽団 
第49回定期演奏会 
A.リード生誕100年を記念したアルメニア
ンダンスPart1/ロシアのクリスマス音楽

日 12/4（土）18:00開演／19:50終演 
￥ 全席自由 500円
問 高崎市民吹奏楽団 
　 090-8511-8108（事務局 須藤） 

～うた×ピアノ×こと 
アフタヌーンコンサートvol.2～ 
バロックから令和へ 
東京藝術大学を卒業した同期で結成した声
楽、ピアノ、琴のアンサンブルコンサート
日 12/4（土）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 一般 2,000円（当日 2,500円）
　 高校生以下 1,500円
問 chapine chapine8@gmail.com 

高崎シティギャラリー
コアホール
〒370-0829 高崎市高松町35-1

027-328-5050
時 8:30～17:15
休 年末年始（12/29（水）～1/3（月）） 

TICKET ＊窓口のみ

12/3（金）～12/7（火） 第6展示室
長野堰開削の歴史を再検証
問 長野堰を語りつぐ会 090-3095-5946 

PICK UP!

農業用水や生活用水として、古くから高崎の人々の暮らしを支えてき
た長野堰。先人たちの知恵によって作られ、世界かんがい施設遺産にも
認定されたこの素晴らしい施設を1人でも多くの人に知ってもらいたい
という思いで、平成27年から展示会を続けています。

6回目となる今回の展示では、集落遺跡や水田遺跡、古墳に関する資
料をもとに、近年の発掘調査の結果も踏まえながら、改めて長野堰開削
の歴史を紐解きます。
展示する特大のジオラマや図表、年表などの数々は私たちが手作りし
ました。特に注目してほしいのは、異なる時代の高崎を表した4つのジ
オラマですね。古墳～平安時代／江戸／明治／令和というそれぞれの年
代で、長野堰がどんな役割を果たしてきたのか学ぶことができます。会
場では、私たちがさらに詳しくご案内しますので、たくさんの人にお越
しいただけたらうれしいです。

長野堰開削の歴史を再検証

主催者よりメッセージ

京都×群馬 新春スペシャル 
室内楽コンサート 
日 2022/1/4（火）16:00開演（15:30開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 一般 2,500円　学生 1,000円 
問 株式会社空間あい 090-1815-4608 

モーツァルト交響曲 
全曲演奏シリーズ 第16回演奏会
日 2022/1/8（土）14:00開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 一般 1,000円
　 高校生以下 500円
問 高崎チェンバーミュージックソサエティ
　 モーツァルトオーケストラ事務局
　 080-2019-0645

 
魅惑のタンゴの世界 
「Rosa Oriental」 
アルゼンチンタンゴショー 
日 2022/1/9（日）15:30開演（15:00開場） 
会 スタジオシアター 
￥ 指定席 8,000円　自由席 6,000円 
問 一般社団法人地域コミュニティ振興協会
　 03-3643-1526 
 

群馬バロックオーケストラ 
特別演奏会　vol.2
日 2022/2/18（金）19:00開演（18:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円
　 高校生以下 1,000円
問 群馬バロックオーケストラ事務局
　 090-6909-3630

東京ディズニーシー20周年 
タイム・トゥ・シャイン！ 
イン・コンサート
日 2022/2/19（土）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 S席 8,800円　A席 7,800円
問 DISK GARAGE
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

松橋瑞穂&清水彩夏 
デュオコンサート
日 2022/3/18（金）19:00開演（18:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 1,500円
問 松橋瑞穂&清水彩夏デュオコンサート
　 実行委員会  090-5527-9828

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

発売中チケット

BUS

BUS

Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney

皆さんからのメッセージを　
動画でご覧いただけます

▲

（左から）「長野堰を語りつぐ会」の清塚光行さん、中嶋宏さん、西山保さん

長野堰を語りつぐ会
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高崎芸術劇場

ヤマダ電機
LABI1高崎

高崎駅

高崎モントレー

高崎髙島屋

マカナ

高崎市役所

高崎OPA

CARO

高崎スズラン

群馬音楽センター

もてなし広場

ホテル
グランビュー高崎

東京電力
パワーグリッド

西口

東口

浅田政志

オノ ルイーゼ

N

柳通 り

お 堀

お 堀

東二条通り

さやもーる

南銀座通り

光のキャンバス

慈光通り・大手前通り

シンフォニーロード

タブノキ広場

フラワーツリー

日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先　 …電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間　 休 …休館日・休園日

［料金］3,000円～13,000円
　　　※料金は日程や席種によって異なります。　　　
　　　※状況により、無観客開催等になる場合がございます。
［チケット取扱い］e+
［主催・お問い合わせ］公益財団法人 日本バレーボール協会
                               天皇杯・皇后杯 大会事務局 03-5786-2105
［共催］一般社団法人 日本バレーボールリーグ機構
［後援］スポーツ庁、NHK、群馬県、群馬県教育委員会、高崎市、高崎市教育委員会、
　　　公益財団法人 高崎財団、株式会社上毛新聞社、群馬テレビ株式会社
［協力］セノー株式会社

その他

スポーツ

［期間］2022/1/27～2/24（計5回）の木曜日
［コース］午後コース16:00～17:00
［対象］市内に在住か在勤の保護者と3歳以上の未就学児
［参加料］1,500円　［定員］20組

第3期親子仲良し運動教室

〒370-0864 高崎市石原町3892-7　 027-327-3977
休 年末年始（12/29（水）～1/3（月））

武道館のスポーツ教室

※新型コロナウイルス感染症感染拡大等により中止となる場合が
あります。

高崎市少年科学館 〒370-0065 高崎市末広町23-1 　 027-321-0323　 時 9:00～17:00
休 11/29（月）、12/6（月）、13（月）、20（月）、27（月）、年末年始（12/29（水）～1/3（月））

●プログラミング「紙芝居づくり」

［日時］2022/1/16（日）9:30～12:00
［会場］パソコン室
［対象］小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］2022/1/6（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って簡単
な「紙芝居」をつくります。

●「カレンダーづくり」

［日時］12/19（日）9:30～12:00
［会場］パソコン室
［対象］小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］12/9（木）

文書作成ソフトを使ってオリジナル卓上カレン
ダーをつくります。

パソコン教室 要申し込み

●木登りテントウムシを作ろう

［日時］2022/1/29（土）9:30～12:00
［会場］創作室
［対象］5歳～小学生（小学3年生以下は保護者同伴）
［定員］18人　［費用］300円　［締切］2022/1/13（木）

磁石の力を利用してパイプを登るテン
トウムシをつくります。

科学工作教室 要申し込み

サイエンス

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。天文台は段差を無くしたバリアフリー構造で、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。

【応募先】
〒370-0081　高崎市浜川町1487　浜川体育館
＊応募先は武道館ではなく浜川体育館です。ご注意ください。
【問い合わせ】 
027-344-1551 

【申し込み期間】 
12/1（水）～12/15（水） 

■申し込みは、1人1通までです。
■定員を超えたときは抽選となります。
■高崎市外の人は、「市内在勤」と明記してください。

【申し込み方法】
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、電話番号をご記入の
上、浜川体育館へ応募してください。

星と音楽の夕べ
加曽利康之クリスマスコンサート
プラネタリウムの星空のもと、国内外で活躍する
加曽利康之さんのエレクトーンライブをお楽しみください。

日 12/4（土）19:00開演（18:30開場）
会 プラネタリウムホール
￥ 全席指定 一般1,500円　小・中学生500円
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
　※当日券の販売はありません。
［チケット］発売中
※高崎市少年科学館での 電話・窓口発売はありません。
※チケットのご購入について、 詳しくはP4「チケット取扱い」をご覧ください。

①希望の教室名　②開催日
③児童生徒名・学年 ④保護者名
⑤住所　⑥電話番号 

【往復はがき】  〒370-0065 高崎市末広町23-1　高崎市少年科学館

【   メール   】  tenji@t-kagakukan.or.jp
　　　　　　  ＊必ず返信メールをご確認ください。

必
要
事
項

往復はがき、またはメールに必要事項をご記入の上、少年科学館
へ応募してください。対象者は市内在住・在学の人に限ります。

■教室ごとに1人1枚ずつ応募してください。　■定員を超えたときは抽選となります。 ■教室の内容が変更もしくは中止になる場合がありますので、詳細はWEBをご確認ください。

科学工作教室・パソコン教室の申し込み
締切日
必着

応
募
先

プラネタリウム
￥ 一般320円（団体260円（20名以上））

●小学生以下、65歳以上の方
●身体障害者手帳、療育手帳および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

※12/4（土）はイベント準備のため11:00の投映のみ行います。
※12/28（火）は番組入替のため投映はありません。

※下記の方は無料（窓口で整理券をお渡しします。）

■火曜日から金曜日（祝日除く）の午前中は、学習利用または団体向けに投映しています（要予約）。
　投映作品は、一般・子ども向け番組から選べます。
■投映は予告なく変更または中止になる場合があります。

投映中～12/26（日）期間 

【火～金】①14:00～、②15:30～
【土・日・祝日】①11:00～、②13:30～、③14：45～、④16：00～

時間

プラネタリウムの星々と、クリスマスの音楽、そしてオリジナルの物語でお楽しみいた
だくスペシャルプログラム「クリスマスファンタジー2021」。今年のテーマは、クリスマス
ツリー。「プラネタリウム」だからこそできる夢と温もりに満ちたクリスマスのひとときをお
楽しみください！

クリスマス特別番組（冬の星座解説を含む約40分）

クリスマスファンタジー2021

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

●秋から冬の天体と月を見よう
［日時］12/10（金）19：00～

天文教室 無料・事前申し込み不要

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
027-386-6837　 時 15:00～21:30

12月は
18:00以降が見頃です
天候はフェイスブックで確認できます

〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18
027-329-5447

JR高崎駅から徒歩8分

12/10（金）、11（土）、12（日）、18（土）、19（日）
令和3年度 天皇杯・皇后杯
全日本バレーボール選手権大会
各都道府県ラウンドと各ブ

ロックラウンドを勝ち抜いた
男女各16チームと、Vリーグ
Division1所属チームで日本
一を決める大会のファイナル
ラウンドです。

※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、変更等が生じる場合がございます。　※最新の大会情報は、主催者のホームページをご覧ください。 

12/10（金）  10:00 男女1回戦（9:00開場）
12/11（土）  10:00 男女2回戦（9:00開場）
12/12（日）  10:00 男女準々決勝（9:00開場）
12/18（土）  11:00 男女準決勝（10:00開場）
12/19（日）  11:00 女子決勝（10:00開場）
 16:00 男子決勝（15:00開場）

©JVA

©JVA

©JVA

彩られた高崎のまちなかで2021年最後の思い出を。 

慈光通りを中心にストリートアート31作品が並ぶ「ART PROJECT 
TAKASAKI 2021」。併せて、恒例となった「高崎光のページェント
2021」では、中心市街地の街路樹や街路灯、水面が煌びやかに彩られ、
冬の幻想的な空間をお楽しみいただけます。今年初登場のペデストリアン

デッキに設置された巨大フラワーツリーは必見。高崎駅西口周辺はもちろ
ん、東口周辺では、高崎芸術劇場で初めてのクリスマス・イルミネーション
も行います。感性が揺さぶられるアート作品と、華やかな光の演出が同時に
お楽しみいただける「まちなか」に、是非、暖かい服装でお出かけください。

高崎駅周辺では、鑑賞して楽しめるイベントが目白押し

［お問い合わせ］
ラジオ高崎 027-322-9195

期間：10/30（土）～11/28（日） 期間：11/6（土）～1/10（月・祝） 期間：12/17（金）～12/26（日）

［お問い合わせ］
高崎光のページェント実行委員会事務局 
（高崎観光協会内） 027-330-5333

［お問い合わせ］
高崎芸術劇場 027-321-7300

今年で7回目を迎えた「アートプロジェクト高崎」。過
去最多の33名のアーティストによる作品が展示。まち
なかの至る所がアートに包まれ、非日常空間を演出し
ます。壁画アートなどは一部、期間終了後も常時展示
されています。鮮やかな街並みをお楽しみください。

高崎駅西口を中心に、あふれる光で街一帯を彩る「高
崎光のページェント2021」。定番となったシンフォニー
ロードやお堀エリアのほか、ペデストリアンデッキや柳
通りなどの新規エリアも増設。街を歩けば、行く先々
で素敵な情景と出会えるはず。

市民スペースとしてご利用いただけるロビー内を、ク
リスマス仕様に装飾します。1Ｆ高崎芸術劇場シアター
カフェ＆レストランでブレイクタイムもおすすめ。お
しゃれな空間で優雅なひと時をお過ごしください。

クリスマイ ス
ルミネーション
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示11/20（土）～2022/1/16（日）開催期間 12/10（金）～開催期間

エドゥアール・マネ 《ローラ・ド・ヴァランス》 1863年
エッチング、アクアチント

奥田元宋 《月山秋燿》 1996年 山田かまち 《鳥の想い》 水彩・鉛筆・紙 長田茂伸 市章入藍筒描染風呂敷

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。

日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先
…電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間

休 …休館日・休園日
●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）の確保をお願いします。

【各施設をご利用の皆さまへ】新型コロナウイルス感染拡大予防対策に、ご理解・ご協力をお願いします。

ミュージアム

『皮膚を売った男』
12/11（土）～12/24（金）

実際のアート作品から着想を得て、
人間の本質をユーモアを交えて描く、
想像もつかない物語

シリア難民のサムは、偶然出会った芸術家から
ある提案を受ける。それは、大金と自由を手に入
れる代わりに、彼自身がアート作品になること
だった。美術館に展示され世界を自由に行き来で
きるようになったサムは、国境を越え恋人に会い
にいく。しかし、思いも寄らぬ事態が次々と起こ
り…。アート作品“サム”を待ち受ける運命とは。

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

※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。
※全席指定です。 ※ご来館の際はマスクの着用をお願いします。

￥ 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

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

妖怪特撮映画祭
12/18（土）～12/31（金） ※12/21（火）と12/28（火）の上映はありません。

祭りだ!祭り!!妖怪、魔人に大怪獣から宇宙人までなんでもござれ!!

11月開催の「妖怪特撮映画祭」第二弾。
公開当時に高崎電気館で上映された『妖怪
大戦争』、『大魔神怒る』、『大怪獣空中戦ガ
メラ対ギャオス』、岡本太郎デザインの宇
宙人が登場する『宇宙人東京に現わる』、
『釈迦』、三遊亭圓朝の怪談噺5度目の映画
化『怪談累が淵』、『風速七十五米』など11
作品を上映します。

※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。
※ご来館の際はマスクの着用をお願いします。 ※間隔を空けての着席にご協力をお願いします。

￥ 当日券のみ（10:30より販売）
　 一般1,000円

©2020 – TANIT FILMS – CINETELEFILMS – 
TWENTY TWENTY VISION – KWASSA FILMS 
– LAIKA FILM & TELEVISION – METAFORA 
PRODUCTIONS - FILM I VAST - ISTIQLAL 
FILMS - A.R.T - VOO & BE TV

1966年　日本　1時間19分
監督：三隅研次
出演：本郷功次郎／藤村志保／丸井太郎

©KADOKAWA 1966

詳細はこちら

▲

映画情報

前橋情報

Film information

Maebashi Concert information

￥ 一般600円（500円）
　 大高生300円（250円）

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5
027-321-0077

時 10:00～18:00（入館は17:30まで）
休 11/29（月）・12/6（月）・13（月）・20（月）・27
（月）～1/4（火）

￥ 一般200円（160円）
　 大高生160円（100円）

〒370-0841 高崎市栄町3-23
　高崎タワー21 3・4階（入口4階）

027-330-3773
時 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）
休 11/29（月）・12/6（月）・13（月）・20（月）・27
（月）～1/4（火）

￥ 一般200円（160円）
　 大高生160円（100円）

〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11
027-328-6808

時 9:00～16:30（入館は16:00まで）
休 11/29（月）・12/6（月）～9（木）・13（月）・20
（月）・27（月）～1/4（火）
＊植物園内への入場は無料（9:00～16:30）

￥ 一般100円
　 大高生80円

収蔵作品展 　

彩
さい
・色
いろ
を楽しむ

～12/26（日）開催期間

版画でめぐる印象派とその時代
マネ、ルノワールからゴーギャンまで

キエフ・バレエ「白鳥の湖」全3幕
愛され続ける古典バレエの代表作

12/18（土） 14:00開演

S席 8,500円　A席 7,000円　B席 5,500円　C席 4,000円料金

オデット／オディール：アンナ・ムロムツェワ
王子：アレクセイ・チュチュニク

出演

お問い合わせ
昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館） 027-221-4321 

チケット発売中（会館WEB及び窓口販売）
※演奏は特別録音音源を使用します

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載内容については変更となる場合がございます。最新情報は各施設WEB等でご確認ください。

会場：染色工芸館
草木染の美・冬
収蔵品展

2020年
チュニジア=フランス=ベルギー=スウェー
デン=ドイツ=カタール=サウジアラビア
1時間44分
監督：カウテール・ベン・ハニア
出演：ヤヤ・マヘイニ／ディア・リアン／ケー
ン・デ・ボーウ／モニカ・ベルッチ／ヴィム・デ
ルボア

＊（ ）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及び付き添いの方1名、65歳以上の方、中学生以下は無料です。

〒370-0849 高崎市八島町110-27
027-324-6125

時 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10:00～17:00（入館は16:30まで） 

※邸内の観覧は当面の間、事前予約制
休 11/29（月）・12/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）
～1/14（金）
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