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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

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

1/13（木）19:00開演（18:00開場）

フジコ・ヘミング
スペシャルコンサート

永遠に耀き続ける魂のピアニスト フジコ・ヘミングが一流
オーケストラと豪華な共演。

［出演］フジコ・ヘミング（ピアノ）、マリオ・コシック（指揮）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
［曲目］ブラームス／交響曲 第4番 ホ短調 Op.98、モー
ツァルト／ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467、リスト／
ラ・カンパネラ 
※曲目や曲順が変更になる可能性がございます。
［料金］S席 11,000円　A席 9,000円　B席 7,000円
C席5,000円
●チケット発売
　WEB先行：1/18（火）
　電話発売 ：1/19（水）
　窓口発売 ：1/20（木）

4/14（木）18:30開演（17:30開場）

©中嶌英雄

大劇場

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
　WEB先行：1/14（金）
　電話発売 ：1/17（月）
　窓口発売 ：1/18（火）

3/21（月・祝）15:00開演（14:15開場）

©鍋島徳恭

音楽ホール

©国立ショパン研究所（NIFC）

ジャン＝ジャック・カントロフ＆
上田晴子 デュオ・リサイタル

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 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：1/7（金）
　電話発売 ：1/10（月・祝）
　窓口発売 ：1/11（火）

3/15（火）19:00開演（18:15開場）

音楽ホール

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／ピアノ協奏曲 第1番 ほか
［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

セキスイハイム presents

フィルハーモニア管弦楽団
ピアノ：辻井伸行

サントゥ=マティアス・ロウヴァリ 指揮

©Giorgia Bertazzi©Kaupo Kikkas

大劇場

BUS

©Martin Richardson ©HIDEKI NAMAI

ワルター・アウアー（フルート）＆
アンネレーン・レナエルツ（ハープ）

3/13（日）14:00開演（13:15開場）

音楽ホール

オーケストラの最高峰、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽
団の首席奏者として活躍する2人によるリサイタルです。

［出演］ワルター・アウアー（フルート）、アンネレーン・レナ
エルツ（ハープ）
［曲目］J.S.バッハ／フルート・ソナタ ト長調 BWV1020、
R.シューマン／幻想曲集 Op.73 ほか
［料金］全席指定 4,000円（Ｕ-25 1,500円）
●チケット発売
　WEB先行：1/7(金)
　電話発売 ：1/10(月・祝)
　窓口発売 ：1/11(火)

大劇場

＝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

大劇場

BUS

2/6（日）15:00開演（14:00開場）

西田幾多郎、鈴木大拙の半生・「禅の心」を作曲家渡辺俊幸が
オペラ作品に仕上げました。

［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）、原田勇雅（乃木希典）、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 
ほか
［料金］全席指定 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）
［チケット］発売中

全国共同制作

オペラ「禅」～ZEN～

BUS

 ※当初予定より日程変更 ※当初予定より日程変更

日本の伝統芸能や音楽ライブ、演劇、オペラなどのステージを
映像化した作品を、最新鋭の映写・音響システムを備えたスタジ
オシアターで上映する高崎芸術劇場の「ODSシアター」。
今回は、2021年に開催された「第18回ショパン国際ピアノ

コンクール」でのブルース・リウさん（優勝）、反田恭平さん（2
位）、小林愛実さん（4位）の演奏をポーランド国立ショパン研究
所（NIFC）の協力により映像でお届けいたします。

【曲目】 ショパン／ピアノ協奏曲 ホ短調 第1番（作品11） ほか
【上映内容】 1. 小林愛実 3次審査 （独奏） 約56分
 2. 反田恭平 3次審査 （独奏） 約50分
 3. ブルース・リウ ファイナル（協奏曲） 約42分

【上映時間】 約150分

無料（要整理券・事前申し込み）

1/14（金）
15（土）

スタジオシアター

13:30上映（12:45開場）

14:00上映（13:15開場）
10:00上映（9:15開場）

「Eメール」または「郵便はがき」（「往復はがき」でなくて可）で受付。 
必要事項を記入してお申し込みください。先着順で定員になり次第受付を終了します。 
※お一人様1回限り、1通で2名まで応募可能です。 
 
■必要事項（代表者のみで可） 
　1.郵便番号 　2.住所 　3.氏名（ふりがな） 　4.電話番号 　5.人数 
　6.ご希望の回（記入例：1/15 14:00上映の回 ） 
　　※1/15は上映が2回ございますので、必ず希望日の上映時間をご記載ください。 

ticket@takasaki-foundation.or.jp
（メール件名は「ODSシアター」としてください） 

〒370-0841 高崎市栄町9-1 　高崎芸術劇場「ODSシアター」係 

【申込方法】 

※全席指定でのご案内となります。 
※申し込みされた方とお越しになる方は別でも構いません。 
※お申込み受付後、公演日の1週間前を目途に「入場券」を発送いたします。 

Ｅメール

はがき
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主催者よりメッセージ

今回の絵本原画展の紹介動画を　
ご覧いただけます

▲

UNISON SQUARE GARDEN 
TOUR 2021-2022 
「Patrick Vegee」 

日 1/23（日）17:30開演（16:30開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 5,900円
問 フォールーラー 028-614-4044

AYA UCHIDA 5＋2  
ANNIVERSARY LIVE 
 

日 1/29（土）①13:30開演（12:30開場）
　　　　　  ②17:30開演（16:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 S席 11,000円　A席 8,800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）

 

宮本浩次 TOUR 2021～2022 
日本全国縦横無尽 

日 1/30（日）18:00開演（17:00開場） 
会 大劇場 
￥ 指定席 9,000円
　※3歳未満入場不可
　※3歳以上チケット必要 
問 DISK GARAGE 
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00） 

魅惑のタンゴの世界 
「Rosa Oriental」 
アルゼンチンタンゴショー
日 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 

第4回群馬大正琴友の会県大会 
「甦れ!大正琴」
日 1/15（土）12：30開演（11:45開場） 
会 大劇場 
￥ 全席自由 1,500円
問 群馬大正琴友の会事務局（吉田）  

080-1158-4422 

陸上自衛隊第12音楽隊 
第6回室内楽演奏会
日 1/22（土）13:30開演（13:00開場） 
会 音楽ホール
￥ 入場無料　※要整理券
問 陸上自衛隊第12音楽隊 企画担当 𠮷沢
　 0279-54-2011（内線2781）

京都×群馬　新春スペシャル 
室内楽コンサート 
～京都市交響楽団・群馬交響楽団 
メンバーによる～ 
日 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
　 当日 一般 3,000円　学生 1,500円 
問 株式会社空間あい 090-1815-4608 

財津和夫コンサート2020 
with 姫野達也 ～All Izz Well～ 

日 1/8（土）17:30開演（16:45開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 7,000円
問 株式会社キョードー東北
　 022-217-7788 

モーツァルト交響曲 
全曲演奏シリーズ  
第16回演奏会
日 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

JANUARY
2022

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。

1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）

1月スケジュール

BUS

BUS

BUS

BUS

1/7（金）～1/12（水） 第1展示室・予備室
第41回上毛書道三十人展 
県内で活躍する書作家30人を選抜し、運営
委員10人の作品と共に展示
問 株式会社上毛新聞社 027-251-4341  

1/7（金）～1/10（月・祝） 第2展示室
第19回釣雲書道研究会展 
問 釣雲書道研究会 027-252-3171  

1/20（木）～1/26（水） 第2展示室
第25回全日本写真連盟群馬県本部 
「新春写真展」  
県内の会員による合同写真展 
問 全日本写真連盟群馬県本部 
　 090-1535-9975  

1/28（金）～2/2（水） 第2展示室
高崎市立高崎経済大学附属高等学校 
芸術コース美術系校外作品展 
生徒の作品展示・発表（油絵・彫刻・デザイ
ン・デッサン等）  
問 高崎市立高崎経済大学附属高等学校
　 027-344-1230  

1/21（金）～1/26（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

1/28（金）～2/2（水） 第6展示室
令和3年度高校書道教員展 
県内の高校教員による書道作品の展示 
問 群馬県高等学校教育研究会書道部会
　（前橋南高等学校内） 027-265-2811 

1/27（木）～2/2（水） 第5展示室
てつねこ人形展  
てつねこ人形25周年の作品展  
問 目時哲雄  090-7007-6236 

1月の公演の
詳細はこちら

TICKET

TICKET 1/6（木）～1/12（水） 第6展示室
パリ凱旋記念 
南法聖観私想仏画展
巨大な阿弥陀曼荼羅図などの仏画を展示
問 南法聖観仏画工房 0270-75-3748

1/13（木）～1/19（水） 第2展示室
高工展 
～自分のことばで自分を書こう～
書道・写真・イラスト・文芸の作品展示 
問 群馬県立高崎工業高等学校
　 027-323-5450

1/15（土）～1/23（日） 第6展示室
令和3年度　前橋・高崎連携事業 
文化財展「東国千年の都」
前橋・高崎両市が合同で開催する文化財展
問 高崎市文化財保護課  027-321-1292

1/22（土）～2/1（火） 第1展示室・予備室
たかさき絵本フェスティバル 
第28回絵本原画展 
「チョコレートをあげるならアントン!」
￥ おとな 800円（当日 1,000円）
　 こども 400円（当日 500円） 
問 NPO法人時をつむぐ会 027-352-4613 

PICK UP!

たかさき絵本フェスティバル

群馬バロックオーケストラ 
特別演奏会　vol.2
日 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 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）

清水彩夏×高木直樹 
ピアノデュオリサイタル
日 3/6（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,000円
　 高校生以下 1,500円
問 デュオリサイタル実行委員会
　 080-4354-1994

松橋瑞穂&清水彩夏 
デュオコンサート
日 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

無伴奏ヴァイオリンの夕べ（9夜） 
古橋綾子ヴァイオリン・リサイタル
日 3/25日（金）19:00開演（18:30開場）  
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,200円
　 学生・シルバー 1,500円
問 群馬交響楽団事務局
　 027-322-4316（平日10:00～18:00）

石田組ツアー2022/2023 
硬派弦楽アンサンブル「石田組」
日 4/17（日）14:00開演（13:15開場）  
会 大劇場
￥ 全席指定 1階席 5,000円
　 2階席 4,500円　学生 2,000円（全席対応）
問 キョードー東京 0570-550-799

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

第28回絵本原画展「チョコレートをあげるならアントン!」
NPO法人 時をつむぐ会

・群馬交響楽団事務局
　 027-322-4944（平日10:00～18:00）
・群響オンラインチケットサービス
  （右記QR）
・高崎市施設プレイガイド
・チケットぴあ 0570-02-9999

［出演］広上淳一（指揮）
［曲目］ブルックナー／
交響曲 第8番 ハ短調
WAB108（ハース版）
［料金］全席指定
SS席 6,500円 完売御礼

S席 5,500円
A席 5,000円
B席 4,000円
C席 3,000円

1/22（土） 16:00開演（15:00開場）
TICKET BUS

広上淳一（指揮）
©Masaaki Tomitori

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4回高崎健康福祉大学 
和太鼓集団“舞”演奏会
和太鼓集団“舞”ならではの迫力、部員一人
一人の笑顔と演奏をお届けします

 
日 1/30（日）15:00開演／16:30終演 
￥ 全席自由 無料
問 高崎健康福祉大学和太鼓集団“舞”
　 027-352-1290

TICKET BUSWEB

中島裕康　箏リサイタルツアー 
2021～2022（群馬公演） 
生田流箏曲演奏家・中島裕康さんによるリ
サイタル。清水紗登美さん（十七絃）がゲス
トとして登場 
日 1/22（土）14:00開演／15:50終演　 
￥ 全席自由  一般 2,500円　学生 1,000円
問 中島裕康箏研究室 
　 h.nakajima.koto@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）） 

発売中チケット

文化施設イベントスケジュール

高崎芸術劇場 大劇場

群馬交響楽団プレイガイド

第574回定期演奏会
群馬交響楽団たかさき絵本フェスティバル 

第28回絵本原画展特別講演会 
「本をつくる人の本のはなし」
［話し手］山形昌也（福音館書店）、
　　　　松原あやか（岩波書店）
［聞き手］幅允孝
            （BACH代表・ブックディレクター） 
日 1/23（日）13:30開演／15:00終演　　　
￥ 全席自由 無料 
問 NPO法人時をつむぐ会
　 027-352-4613

高崎経済大学附属高等学校 
芸術コース音楽系3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 1/28（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 

世代を超えて読み継がれてきた絵本や児童文学の名作を、多くの皆様に届けた
いという思いで活動しています。
この原画展は、シティギャラリー開館直後の1995年に始まり、今年で28回
目。子どものころに来た人が、親世代になって、おじいちゃんやおばあちゃんと
一緒に、親子三世代で原画展を楽しんでくれている、そんな様子を見るとうれし
くなります。
今回は「生命力」をテーマにした3冊の絵本原画のほか、各出版社のシリーズも

のや会員の思い入れのある本など、約300点を紹介します。絵本～童話～児童
文学と、子どもたちの成長に合わせた作品を揃えますので、各世代でお気に入り
の本がきっと見つかると思います。絵本づくりに携わる編集者による特別講演会
（1月23日）も必見です。本好きにはたまらない、貴重なお話が聞けますよ。
絵本を通じた体験は、ぬくもりのある記憶として子どもたちの心に刻まれま

す。勇気や元気をもらえる、心の支えとなるような本との素敵な出会いがありま
すように。

（左から）「NPO法人 時をつむぐ会」の續木美和子さん、川原利恵子さん、磯部有紀さん、矢作
あかねさん

◎毎週土曜 9:15～9:29　 日曜10:30～10:44（再放送）
パーソナリティ　大江 響子

高崎シティギャラリー展示室 展示情報をお届けしています！

■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。

〒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）） 

＝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

高崎芸術劇場シャトルの
詳細はこちら



06 07

トピックス

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

その他

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 年末年始（12/28（火）～1/3（月））、 1/11（火）、17（月）、24（月）、31（月）

●プログラミング「シューティングゲームづくり」

［日時］2/13（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］2/3（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って「シューティ
ングゲーム」を作ります。

●「プログラミングロボット（カー）づくり」

［日時］1/30（日）9:30～12:00
［会場］パソコン室
［対象］小学3年生～中学生（小学3年生は保護者同伴）
［定員］6人　［費用］2,000円　［締切］1/20（木）

パソコンのプログラムで制御する自動車型のロボット
を作ります。

パソコン教室 要申し込み

●ぷるぷるテントウムシを作ろう

［日時］2/12（土）9:30～12:00
［会場］創作室
［対象］小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
［定員］18人　［費用］500円　［締切］1/27（木）

モーターで動くテントウムシ型ロボット
を作ります。

科学工作教室 要申し込み

サイエンス

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。

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

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

1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

プラネタリウム

「もう一度、あの星がみたいねえ…」おばあちゃんのため
に開いた宇宙への扉。そこで少年が知った「星と色と人」の
秘密とは…。今、プラネタリウム×漫画が生み出す感動の星
空ストーリーの幕が上がる！

ある夜、満天の星空を見上げる乱太郎、きり丸、しんべヱ。そこにドクタケの八方斎
が、アヒルさんボートを盗みにやってきます。すると突然、流れ星が八方斎に激突！衝撃
で八方斎は宇宙に詳しい「八方星」へと変わってしまいました。アヒルさんボートもいつの
間にか宇宙船へと変わり、みんなで宇宙へと飛び出すことに…！
ハラハラドキドキの大冒険の始まりです！

一般番組（冬の星座解説を含む約40分）

子ども向け番組（冬の星座解説を含む約35分）

りどりの星

■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。

●冬の天体を見よう
［日時］1/21（金）19:00～

天文教室 無料・事前申し込み不要

1/4（火）～2/27（日）期間 

開催中～1/10（月・祝）期間 

【火～金】14:00
【土・日・祝日・1/4（火）～6（木）】①13:30 ②16:00

時間

9:00～17:00　時間

少年科学館 2階展示スペース会場

1/4（火）～6/5（日）期間 

【火～金】15:30
【土・日・祝日・1/4（火）～6（木）】①11:00 ②14:45

時間

￥ 一般320円（団体260円（20名以上））

●小中学生以下、65歳以上の方
●身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者福祉手帳の交付を受けた方及び付き添いの方1名

※1/4（火）～6（木）は冬休み期間のため、毎日4回投映を行います。

※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。

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。

忍たま乱太郎の宇宙大冒険

海洋堂フィギュアによる
ミニミニ自然史博物館と造形美の世界

太陽系のお友だちの段with コズミックフロント☆NEXT

～星の色と星の一生～

冬の特別展 入場無料

広々としたスペースでバーベル・ダンベル・ベンチ・
マットを使用した筋力トレーニングが行えます。本格
的な体づくりをしたい人にも喜ばれる充実した器具で
理想的な体型を目指してみては。 

憩いの場として整備された芝生公園は親
子で遊べる人気スポット。建物が JRと
上信電鉄の路線に挟まれており、行き交
う電車を眺めるにも絶好の場所。

メインアリーナ［ランニングコース］

ウエイトリフティング場

メインアリーナの全長285mある客席通路を回遊。

冬季は土・日・祝日
のみ営業中。

有酸素運動に最適。一方通行なので、対面で人とすれ違う
ことなく、快適に走ることができます。足元には、目安と
なる100ｍ・200ｍ地点にサイン有り。 
［料金］無料 

編集スタッフが
走ってみました

キッズパーク

新型コロナウイルスの影響で「お家時間」が増え、運動不足を感じている人も多いのではないでしょうか。
“お家の中だとなかなかスイッチが入らない…”“運動はしたいけど外は寒い…”。
そんな皆さんに朗報です！世界レベルの大会にも対応できる「高崎アリーナ」には、
個人利用ができる「ランニングコース」や「ウエイトリフティング場」があるんです。
運動する環境の整ったアリーナで、ぜひ体を動かしてみてください。
いい汗かいて、免疫力もアップ！同時に生活習慣病も予防しましょう！

RUNNING

WEIGHTLIFTING

KIDS PARK 一般 110円  
高校生
以下

市内在住・在学 無料 
市外 50円 

コインロッカー・シャ
ワールーム完備。 衛生的
に保たれた空間で、着替
えもらくらく。 

高崎アリーナで
冬の運動不足を解消しよう！ 

高崎アリーナシャトル
［運行経路］高崎駅西口～高崎ア
リーナ～新後閑町～城南野球場～
宗真寺前～吉田歯科医院前～和田
町～南町十字路～ヤクルト高崎中
央サービスセンター前～あら町～
高崎駅西口
［運行時間］8:00始発、21:30終発
（約15分間隔で運行）。
［料金］100円

高崎アリーナ地下駐車場
［台数］200台
［開閉時間］7:30～22:30
［高さ制限］2.3ｍ
［駐車料金］最初の1時間まで30分
ごとに160円、以降30分増すごとに
150円（高崎アリーナの利用者は1
時間無料、その後30分ごとに80円）
※高崎アリーナをご利用の方は必ず、高崎ア
リーナの受付に駐車券をお持ちください。

大会等によりご利用いただ
けない場合がございます。
ご利用可能日について、詳
しくは高崎アリーナWEB
をご覧ください。

〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18
027-329-5447

http://takasaki-foundation.or.jp/arena/

JR高崎駅から徒歩8分

カフェアリーナ
Caf� Arena
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示～1/16（日）開催期間 ～2/27（日）開催期間

鶴岡政男 《香り》 1963年頃 油彩・キャンバス 高崎市美術館蔵 横山大観 《新日本》 高崎市タワー美術館蔵 山田かまち 《座る女》 クレヨン・紙 寺村祐子 《ユーカリ・万華鏡》 2004年 ウール

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

1/2（日）～1/14（金）
『劇場版 プラシド・ドミンゴ
～アレーナ・ディ・ヴェローナ音楽祭2020～』
オペラ界のレジェンドによる
幻のコンサートをスクリーンで
偉大なオペラ歌手、プラシド・ドミンゴ。コロ
ナ渦により通常１万人の予定だった観客を、たっ
た1000人に限定し行われた、幻のライヴを劇場公
開。オペラの名曲たちが古代ローマ円形闘技場に
眩いライティングと共に響き渡る。昨年80歳を迎
え、2020年コロナウイルスに感染したものの、完
全復活を遂げた後に行われた奇跡のコンサート。

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2,800円　学生2,200円　 ※各種割引、ご招待券はご利用いただけません。

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

新春上映会
『男はつらいよ』

1/2（日）～1/10（月・祝） ※1/6（木）の上映はありません。

寅年の初笑いは
寅さんにおまかせください！
榊原るみ演じる東北なまりの少女がマドンナを務め
た第7作「奮闘篇」。少女の身元引受人の朴訥な教師を
田中邦衛が好演。寅さんの幼馴染のマドンナに八千草
薫、日本映画を代表する女優・田中絹代をゲストに迎
えた第10作「寅次郎夢枕」の2本を上映いたします。
新年初笑いは『男はつらいよ』でお楽しみください。

※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）
　 1作品につき、一般1,000円

1972年　日本　1時間38分
監督：山田洋次
出演：渥美清／倍賞千恵子

©1972松竹株式会社

詳細はこちら

▲

映画情報

前橋情報

Film information

Maebashi Concert information

収蔵作品展 　彩
さい
・色
いろ
を楽しむ

1/15（土）～3/27（日）開催期間

5つの部屋+I
-多彩なコレクションで巡る
高崎市美術館30年のあゆみ-

菊池洋子 ピアノ・リサイタル

3/4（金） 19:00開演

全席指定 2,000円　ペア券 3,000円　25歳以下 1,000円料金

ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2「月光」、第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」、
　　　　　　　    第23番 へ短調 Op.57「熱情」、第26番 変ホ長調 Op.81a「告別」

曲目

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）

※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

©UNITEL 2020 All rights reserved.　

2020年　イタリア　1時間28分
指揮：ジョルディ・ベルナセル 
出演：プラシド・ドミンゴ／サイオア・エル
ナンデス

＊（ ）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。

©Yuji Hori

前橋市出身のピアニスト・菊池洋子さんによるリサイタル。
第8回モーツァルト国際コンクールでの日本人初優勝など、国内外で活躍する実力をご堪能ください。

￥ 一般100円（80円）
　 大高生80円（50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 12/27（月）～1/4（火）・11（火）・17（月）・24（月）・
　 31（月）

￥ 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 12/27（月）～1/4（火）・11（火）・17（月）～28（金）

￥ 一般600円（500円）
　 大高生300円（250円）

￥ 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 12/27（月）～1/4（火）・11（火）・17（月）・24（月）・
　 31（月）
＊植物園内への入場は無料（9:00～16:30）

￥ 一般100円
　 大高生80円

〒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
邸庭園は10:00～17:00（入園は16:30まで） 

＊邸内は会期中10:00～11:00、14:00～16:00公開
休 12/27（月）～1/14（金）・17（月）・24（月）・31（月）

美を競う
肉筆浮世絵の世界

1/29（土）～3/21（月・祝）開催期間

企画展 光ミュージアム所蔵
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