


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

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］モーツァルト／ヴァイオリン・ソナタ 第35番 ト長
調 K.379、プロコフィエフ／ヴァイオリン・ソナタ 第2番 
ニ長調 Op.94bis、ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ 
第10番 ト長調 Op.96
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,000円）
［チケット］発売中

3/15（火）19:00開演（18:15開場）

音楽ホール

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 ト短調 BWV1020、
R.シューマン／幻想曲集 Op.73、G.フォーレ／ファンタ
ジー Op.27、P.I.チャイコフスキー／オペラ「エウゲニ・オ
ネーギン」より青春は遠く過ぎ去り ほか

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］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～
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］全席指定 S席 11,000円　A席 9,000円
B席 7,000円　C席5,000円
［チケット］発売中

4/14（木）18:30開演（17:30開場）

©中嶌英雄

大劇場

BUS

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

3/21（月・祝）15:00開演（14:15開場）

©鍋島徳恭

音楽ホール

 ※当初予定より日程変更 ※当初予定より日程変更3/11（金）14:00開演（13:15開場）／18:00開演（17:15開場）

人形浄瑠璃　文楽
©青木信二

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 完売御礼

　　    A席 3,000円（U-25 1,000円）
          ＜昼夜通し券＞ 全席指定 S席 7,000円 完売御礼

　　　A席 4,000円
［チケット］発売中

＝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
※こちらの公演は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策の
　影響を受け、中止となりました。

※公演中止

ギター界屈指の名盤『Char』がリリースされたのが1976年。翌年の2ndアルバム『Char Ⅱ have a wine』
（1977年）は洒落なセンスが音楽シーンに清新な風を吹き込み“シティ・ポップ”という価値観を世に送り出しま
した。続く『THRILL』（1978年）はテレビ・ラジオで引く手あまたのアイドル期の作、ポップスとロックの邂逅に
ひとつの回答を提示しています。
以来半世紀近くにわたりトップシーンを疾走してきたCharが自身「デビューからの3作品につらなる4枚目」と

語る16年ぶりのニュー・アルバム『Fret to Fret』を昨年リリースしました。今回はこの新譜を携えてのステージ
となります。常に現在進行形、今この時が“旬”。自身の表現を追求し続けるアーティストのステージに期待せず
にはいられません。 

2022/3/5 sat.
start 17:00 / open 16:15

Char（ギター、ヴォーカル） / 澤田浩史（ベース） / 小島良喜（キーボード） / ZAX（ドラムス）

全席指定 8,800円（税込） 
チケット発売中

スタジオシアター

［企画・制作］ZICCA、BS朝日、オン･ザ･ライン

Char



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 ＊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。

高崎パールライオンズクラブ 
25周年記念チャリティーコンサート 
春に歌う　Spring Concert 
日 2/20（日）15:00開演（14:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 3,000円
問 高崎パールライオンズクラブ事務局
　 027-321-2200

陸上自衛隊　 
第57回第12旅団定期演奏会 
日 2/23（水・祝）13:30開演（12:30開場） 
会 大劇場 
￥ 入場無料 ※要入場券 
問 陸上自衛隊第12旅団広報室
    0279-54-2011（内線2214）

冬の室内楽コンサート 
2violins ＋ 1viola
日 2/23（水・祝）14:00開演（13:30開場） 
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,500円（当日 3,000円）
　シニア（70才以上） 2,000円（当日 2,500円）
　大学生以下 1,000円（当日 1,500円）
問 アプラウスミュージック
　 050-3554-7005

Brass Quintet JaJu 
The 4th Concert in Gunma 
日 2/26（土）18:00開演（17:00開場）  
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,000円
　 高校生以下 1,000円
　※未就学児は入場無料
問 Brass Quintet JaJu 080-4924-7600 

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
　※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）
　 問い合わせフォーム
　 https://info.diskgarage.com/

ヤバイTシャツ屋さん 
“Tank-top of the DVD IV”  
TOUR 2022
日 2/19（土）18:30開演（17:30開場） 
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定 4,180円
問 シグナス
　 028-637-9999（平日12:00～13:00） 
 

高崎商科大学 
開学20周年記念事業イベント  
前へ！変化の時代の人材育成 
自走する地域社会へ 
日 2/20（日）13:00開演（12:30開場）  
会 スタジオシアター 
￥ 全席自由 無料（事前申込制）
問 高崎商科大学 20周年イベント担当
  027-347-3399
　 info@uv.tuc.ac.jp 

Novelbright LIVE tour 2022 
Hope Assort tour 
～「路上ライブから武道館へ」的なよく
ある目標を実現させちゃうツアー～ 

日 2/18（金）18:30開演（17:30開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定  6,600円
　 ※3歳以上チケット必要 
問 クリエイティブマン 03-3499-6669 

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

FEBRUARY
2022 2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 無休 

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

BUS

2月の公演の
詳細はこちら

TICKET

TICKET

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

歌曲の午後11 
バロック声楽の世界4 
～バロックのうた こと始め～
日 3/12（土）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,500円
　 高校生以下 1,500円
問 Elm歌曲研究会 070-4378-6743

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（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）

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET BUSWEB

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。）

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。

・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

群馬交響楽団プレイガイド

［出演］渡邊一正（指揮）、天羽明惠（ソプラノ）、小山由美（メゾソプラノ）
［曲目］Ｒ.シュトラウス／《ばらの騎士》組曲 作品59, TrV 227
　　　ワーグナー／ジークフリート牧歌 ほか
［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

第575回定期演奏会群馬交響楽団
2/27（日） 16:00開演（15:00開場）　大劇場 TICKET BUS

天羽明惠
（ソプラノ）

渡邊一正
（指揮）

小山由美
（メゾソプラノ）

©Eisuke Miyoshi

©Disney

発売中チケット

※当初の予定から指揮者が変更となりました。

トピックス

審査員を務めるヤガミトールさん（BUCK-TICK）と
多胡邦夫さん（TAGO STUDIO 運営責任者）

スペシャルライブを披露する布袋寅泰さん

高崎芸術劇場という本拠地を得ていっそうの活動の充実が図られている群馬
交響楽団。オーケストラにとって理想的な音響空間から、すでに数々の名演が
繰り広げられています。
そんな群響が劇場とタッグを組んだ新たな演奏会シリーズ「GTシンフォニッ

ク・コンサート」がこの春始動します。

高崎市営のレコーディングスタジオ「TAGO STUDIO TAKASAKI」は、3月12日、13日に高崎芸術劇場で「TAGO STUDIO 
TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2022」を開催します。全国のアマチュアミュージシャンを対象に、バンド、シンガー・ソング
ライター、カラオケの各部門でオーディションを実施。12日に予選、13日には決勝とスペシャルゲスト・布袋寅泰さん（高崎市出
身）によるライブが行われます。プロを目指す新たな才能と、日本を代表するアーティストによるステージをお楽しみください。

“オーケストラがある街”の新たな演奏会シリーズが始動

TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2022
アマチュアオーディション決勝
＆布袋寅泰スペシャルライブの観覧者を募集

03/14

公演スケジュール

4/9（土）14:00開演（13:00開場）

［曲目］
ベートーヴェン／交響曲 第5番 ハ短調 Op.67 「運命」
シューベルト／交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ドヴォルジャーク／交響曲 第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」

指揮：大友直人（高崎芸術劇場 芸術監督）

classic programvol.vol.1

三大交響曲

［曲目］
チャイコフスキー／ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 Op.23
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64
エルガー／チェロ協奏曲 ホ短調 Op.85

9/19（月・祝）14:00開演（13:00開場）
指揮：大友直人（高崎芸術劇場 芸術監督）
ピアノ：出演者調整中
ヴァイオリン：荒井里桜
チェロ：岡本侑也

classic programvol.vol.3

三大コンチェルト

popular programvol.vol.4

11/11（金）14:00開演（13:00開場）

［曲目］
ベンハー組曲
《ゴッドファーザー》から 愛のテーマ、ゴッドファーザーPart2
《ウェスト・サイド・ストーリー》から シンフォニック・ダンス
オードリー・ヘップバーン作品（映像付き）
《ムーンリバー》、《シャレード》、《ローマの休日》

指揮：竹本泰蔵

映画音楽名作選2

2023/2/23（木・祝）14:00開演（13:00開場）

［曲目］
久石譲／交響組曲《魔女の宅急便》 ほか

指揮：田中祐子 

popular programvol.vol.5

ジブリ＆ミュージカルナンバー

プログラムはクラシックとポピュラーの2スタイル。「クラシック」は『運命』『未
完成』といった名曲のみで構成、「ポピュラー」では映画、ミュージカル音楽など
おなじみのメロディや迫力あるサウンドを満喫できる作品をお届けします。
目指すのは、もう一つの定期演奏会。高崎芸術劇場を舞台に、“オーケストラ
のある街”が新たな歴史を刻みます。

竹本泰蔵（指揮）

＊印は須川展也さんの演奏曲です 

［曲目］
～ジョン・ウィリアムズ コンサート～
《スーパーマン》から スーパーマン・マーチ
《E.T.》から フライング・テーマ
《ジュラシック・パーク》 テーマ
インディ・ジョーンズ《レイダース 失われたアーク》から レイダーズ・マーチ
《キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン》から エスカペイド＊
オリンピック・ファンファーレ＆テーマ
《シンドラーのリスト》 テーマ
《ハリー・ポッターと賢者の石》から ヘドウィグのテーマ
《スター・ウォーズ》組曲

6/29（水）19:00開演（18:00開場）
指揮：原田慶太楼　
サクソフォン：須川展也＊

popular programvol.vol.2

映画音楽名作選1

須川展也（サクソフォン）原田慶太楼（指揮）

©Shin Yamagishi

田中祐子（指揮）

©sajihideyasu

シンフォニック・コンサートGT群馬交響楽団×高崎芸術劇場

※出演者・曲目が変更になる場合がございます。　※未就学児の入場はご遠慮ください。

【5回通し券】 
全席指定 S席 20,000円　A席 16,000円　B席 12,000円
※U-25（25歳以下）料金での販売はございません。
●チケット発売
　電話発売：2/2（水）10:00～

【1回券】
全席指定 S席 5,000円（U-25 2,500円）　A席 4,000円（U-25 2,000円）
B席 3,000円（U-25 1,500円）

チケット料金・発売

●チケット発売
WEB先行 電話発売 窓口発売

vol.1・2 2/18（金）10:00～ 2/21（月）10:00～ 2/22（火）10:00～
vol.3・4 6/10（金）10:00～ 6/13（月）10:00～ 6/14（火）10:00～
vol.5 11/4（金）10:00～ 11/7（月）10:00～ 11/8（火）10:00～

※チケットのご購入方法について、詳しくはP4「チケット取扱い」をご覧ください。

【応募方法】
【応募期間】

公式サイト（右記QRコード）から
ご確認ください。

2/1（火）～2/24（木）

3/13（日）15:00開演　高崎芸術劇場 大劇場

TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2022
アマチュアオーディション決勝＆布袋寅泰スペシャルライブ

入場無料

大友直人（指揮）

©Rowland Kirishima

岡本侑也（チェロ）荒井里桜（ヴァイオリン）

©Toyohiro Matsushima©Toyohiro Matsushima ©Shigeto Imura



06 07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

熊井正之先生記念演奏会 

吹奏楽界へ沢山の情熱と愛情を注いでいた
だいた熊井先生。感謝の気持ちを込めて…

日 2/26（土）18:00開演／20:00終演 
￥ 全席自由 500円
問 熊井正之先生記念演奏会実行委員会事
務局

　  nobwindband@gmail.com 

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

第45回県民芸術祭参加事業 
県民音楽のひろば 
やさしいクラシック音楽会
クラシック初心者の方でも楽しめる、指揮
者による解説付きのコンサート

［出演］原田幸一郎（指揮）、吉田南（ヴァイオ
リン）、群馬交響楽団 
日 2/19（土）14:00開演／16:00終演
￥ 全席指定 一般 1,500円　学生 1,000円
　 ※未就学児入場不可
問 高崎市文化課 027-321-1203 
　  bunka@city.takasaki.gunma.jp

原田幸一郎（指揮） 吉田南（ヴァイオリン）

©堀田力丸 ©Akira Muto

文化施設イベントスケジュール

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）

高崎経済大学直属吹奏楽部 
第40回定期演奏会 
第40回記念の定期演奏会。感謝の意を込め
て演奏します

日 2/13（日）14:00開演／16:00終演 
￥ 全席自由 500円
問 高崎経済大学直属吹奏楽部
　 090-9335-6515

タカサキダンスフェスティバル 
2022 
総勢35組!オールジャンルのダンスパフォー
マンスをお楽しみください

日 2/20（日）13:00開演／18:00終演 
￥ 無料 　
問 高崎市文化課 027-321-1203
　  bunka@city.takasaki.gunma.jp

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）

第23回市民文化フェスティバル 
（舞台部門）
高崎市文化協会所属の舞台・ステージ芸能
団体が、日頃の修練の成果を発表します
日 2/6（日）10:00開演／16:00終演
￥ 無料
問 高崎市文化協会事務局
　 027-321-1203（高崎市文化課）

葡萄屋寄席 

人間国宝・柳家小三治の急逝により中止と
なった落語会（12/1）の仕切り直しとして
開催します

日 2/22（火）18:30開演／21:00終演 
￥ 全席指定 5,000円
問 葡萄屋 090-3146-8973

八木節連合会発表会
日 2/27（日）13:00開演／15:30終演
￥ 無料
問 高崎八木節連合会 027-325-6530 

（左から）柳家権太楼、柳家三三、春風亭一之輔

大原学園高崎校 
第4回卒業記念発表会  
保育学生によるオペレッタや人形劇などの
発表 
日 2/5（土）13:30開演／15:30終演　　 
￥ 無料
問 大原学園高崎校 027-325-1280
 

コンサート×おしばい 
「ベートーヴェン物語」
お芝居も含めたピアノ・ヴァイオリンコン
サート
日 2/6（日）10:30開演／11:35終演　 
￥ 全席自由 3,800円 
問 一般社団法人みむみむの森
　芸術文化振興グループ
　 070-6479-7294

第45回狂言を観る会特別公演 
人間国宝・山本東次郎による狂言などを披
露します

 

日 2/11（金・祝）14:00開演／16:30終演 
￥ 全席指定 一般 4,000円　学生 1,000円
問 狂言を観る会 たかさき能実行委員会
　 090-9378-8224（実行委員会直通）

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 無休

TICKET ＊窓口のみ

2021「高崎夏の会」公演 
朗読劇『のんの口伝』 
飯島勝彦さんの原作をもとにした朗読劇
『のんの口伝』の公演
日 2/19（土）14:00開演／16:00終演　 
￥ 全席自由 一般 1,500円
　 小中学生・障がいのある人 500円
問 高崎夏の会 090-6490-4336（横田） 
 

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 2/7（月）、14（月）、21（月）、28（月）

サイエンス

プラネタリウム ￥ 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※右記の方は無料（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。
■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。

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

①希望の教室名　②開催日
③児童生徒名（ふりがな）・学年 ④保護者名
⑤郵便番号と住所　⑥電話番号 

必
要
事
項

【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（企画展示課）
　　　　　　  ＊必ず返信メールをご確認ください。

応
募
先

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！

子ども向け番組（冬の星座解説を含む約35分）

～6/5（日）期間 

【火～金】15:30
【土・日・祝日】①11:00 ②14:45

時間

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
太陽系のお友だちの段

with コズミックフロント☆NEXT

「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！

一般番組（冬の星座解説を含む約40分）

りどりの星

～2/27（日）期間 

【火～金】14:00
【土・日・祝日】①13:30 ②16:00

時間

～星の色と星の一生～

※2/1（火）は保守点検のため投映はありません。

■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］2/25（金）19:00～

天文教室 無料・事前申し込み不要

［日時］3/12（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］2/24（木）

●ばねのおもちゃを作ろう
ばねを使ったおもちゃを作ります。

［日時］2/26（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］1,000円　［締切］2/10（木）

●メカ・ビートルを作ろう
モーターで動くカブトムシ型のロボットを作ります。

科学／木工工作教室 要申し込み

●プログラミング「幾何学模様づくり」

［日時］2/27（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］2/17（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、い
ろいろな幾何学模様を描きます。

［日時］3/6（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］2/24（木）

●プログラミング「オリジナル楽器づくり」
プログラミング言語「スクラッチ」を使って、パ
ソコンのキーボードで演奏するオリジナル楽器を
つくります。

パソコン教室 要申し込み

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
027-386-6837

時 15:00～21:30

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。

2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

その他

2月スケジュール

2/11（金・祝）～2/13（日） 第2展示室
朝日フォトフェス2021  
朝日フォトコン2021入選・入賞作品220
点、第7回中高生フォトコン42点の写真作
品展示
問 群馬県朝日新聞グループ会（朝日ぐんま）
　 027-221-1435   

2/18（金）～2/23（水・祝） 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 

2/18（金）～2/23（水・祝） 第2展示室
令和3年度群馬大学教育学部 
美術専攻卒業制作展  
卒業予定者による美術作品（絵画・彫刻・デ
ザイン等）および美術教育に関するパネル
等の展示   
問 群馬大学共同教育学部美術教育講座
　 027-220-7311

2/18（金）～2/23（水・祝） 第5展示室
写真展 
問 サンライフ高崎写真愛好会 
　 090-4063-1984 

2/18（金）～2/23（水・祝） 第6展示室

I
アイ
・T
・ ト ゥ ー ル モ ン ド
outlemonde展

音楽センターの壁画を手がけた石澤久夫さん
が主宰した絵画教室の元生徒による作品展
問 I・Toutlemonde（アイ・トゥールモンド）
　 0276-73-0986 

2/4（金）～2/7（月） 第2展示室
第30回游墨会書展
書道作品の展示
問 游墨会 027-387-2484

2/3（木）～2/8（火） 第3・4・5・6展示室
第23回市民フェスティバル 
（展示部門） 
高崎市文化協会に加盟している団体の作品
を展示  
問 高崎市文化協会 027-321-1203

2/12（土）～2/13（日） 第1展示室
龍生派高崎支部 
創立70周年いけばな展
植物の貌（かお）光に向って50作品を展示
問 龍生華道会高崎支部 
　 027-371-2374

2/19（土）～2/23（水・祝） 第1展示室
群馬県立女子大学実技ゼミ 
卒業修了制作展2022 
問 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科
　 実技ゼミ 0270-65-8511

PICK UP!

◎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

FEBRUARY
2022 2

私たちの在学する群馬県立女子大学美学美術史学科は、文学部でありなが
ら、美学・美術史・実技・アートマネジメントの4つの領域から学ぶことがで
きる、全国でも数少ない学科です。卒業生は、木村伊兵衛写真賞を受賞しアー
ティスト活動を行っている人や、学芸員として博物館や美術館で勤めている人
など、多方面で活躍しています。
今回の制作展では、絵画ゼミ9人、デザインゼミ5人、院生1人の総勢15人

による、卒業制作作品と過去に制作した作品を合わせた約130点が並びます。
卒業にあたり、論文か制作かを選ぶことができますが、私たちは幅広く身に

付けた“美”や“芸術”についての知識と技能を生かし、自らが表現したいこと
を形にできる制作を選びました。“ 美” を論理・哲学・歴史的に学んだことで構
想を膨らませたり、絵画・染色・彫塑など、実技の授業で実践し
た様々な技法を駆使して最良の自己表現方法を編みだしたり、個
性豊かな発想と技法で体現された作品をご覧いただけます。
大学や大学院での「学び」の集大成として、一人一人がそれぞ
れの作品に思いを込めています。たくさんの人に見ていただけ
たら嬉しいです。ご来場をお待ちしております。

主催者よりメッセージ

群馬県立女子大学実技ゼミ
卒業修了制作展2022

（左から）山崎真一教授、実技ゼミの学生さん

▲皆さんからの
メッセージを
動画でご覧
いただけます
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示1/29（土）～3/21（月・祝）開催期間 ～2/27（日）開催期間

山口薫 《緑の花嫁》 1956年 油彩・キャンバス 宮川長春 《立ち美人》 正徳～享保年間（1711～36） 山田かまち 《捨てられたスニーカー》 クレヨン・鉛筆・紙 《五穀袋 小袖裂》 江戸時代

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

2/19（土）～ 3/4（金）
『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』
美術界に潜む闇と巨額の取引の実態を生々しく暴く、
ミステリー小説を超えたノンフィクションムービー！
レオナルド・ダ・ヴィンチ最後の名画「サル
バトール・ムンディ」=通称「男性版モナ・リ
ザ」。世界最高額510億円のこの絵には驚きの
真実があった。100年以上も行方不明だったこ
の作品が発見されたのはなんと一般家庭！果た
して本物か？偽物か？購入者は誰なのか？次々
に現れる不可解な謎を紐解くだけでなく知られ
ざるアート界をも暴き出す。

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。

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

台湾映画特集
2/11（金・祝）～2/25（金） ※ 2/15（火）・2/22（火）の上映はありません。

台湾映画の巨匠たちの傑作、10作品を上映！
ホウ・シャオシェン『風が踊る』『フラ
ワーズ・オブ・シャンハイ』『風櫃の少年』
『童年往時　時の流れ』、エドワード・ヤ
ン『台北ストーリー』、ワン・トン『バナナ
パラダイス』、イー・ツーイェン『藍色夏
恋』、ワン・レン『スーパーシチズン　超
級大国民』、チェン・ユーシュン『熱帯魚』
『ラブ　ゴーゴー』の10作品を上映。

※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1,200円　シニア1,100円

『フラワーズ・オブ・シャンハイ』
1998年　日本・台湾　1時間54分
監督：ホウ・シャオシェン
出演：トニー・レオン／羽田美智子

詳細はこちら

▲

映画情報

前橋情報

Film information

Maebashi Concert information

～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26番 変ホ長調 Op.81a「告別」、第23番 へ短調 Op.57「熱情」

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

©021 Zadig Productions

2021年　フランス　1時間40分
監督:アントワーヌ・ヴィトキーヌ　

＊（ ）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 1/31（月）・2/7（月）・14（月）・21（月）・24（木）・

28（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 1/25（火）～28（金）・31（月）・2/7（月）・14（月）・

21（月）・24（木）・28（月）

￥ 一般600円（500円）
　 大高生300円（250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 1/31（月）・2/7（月）・14（月）・21（月）・24（木）・

28（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
邸は10:00～17:00（入館は16:30まで） 

＊邸内は会期中10:00～11:00、14:00～16:00で公開
休 1/31（月）・2/7（月）・14（月）・21（月）・24（木）・

28（月）

美を競う
肉筆浮世絵の世界

企画展 光ミュージアム所蔵

￥ 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
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