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©Shin-Yamagishi

大劇場

ブロードウェイ・クリエイター×日本の若
き才能が贈る 世界初演ミュージカル。

［出演］有馬公生（Wキャスト）／小関裕太
（6/4 12:00、6/5）、 木村達成（6/4 17:00）、
宮園かをり／生田絵梨花、澤部椿／唯月
ふうか、渡亮太（Wキャスト）／水田航生
（6/4 12:00）、寺西拓人（6/4 17:00、6/5）
［料金］全席指定 S席 12,000円、A席 9,000
円、B席 5,000円 ※1回の申込みで購入で
きる枚数は1公演4枚までです。
［チケット］発売中

BUS

＝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

©中嶌英雄

BUS

大劇場

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］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 ほか　※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 劇場取扱分完売　
C席5,000円 完売御礼

［チケット］発売中

4/14（木）18:30開演（17:30開場）

大劇場

BUS

6/29（水）19:00開演（18:00開場）

新シリーズ第2弾は、映画音楽名作選。か
つてジョン・ウィリアムズのアシスタン
トを務めた原田慶太楼の指揮でお贈りし
ます。

［出演］原田慶太楼（指揮）、須川展也（サク
ソフォン）＊、群馬交響楽団（管弦楽）
［曲目］《スーパーマン》マーチ、《キャッ
チ・ミー・イフ・ユー・キャン≫から エス
カペイド＊、《スター・ウォーズ》組曲 ほ
か
［料金］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）残席僅少
［チケット］発売中

群馬交響楽団×高崎芸術劇場

～ジョン・ウィリアムズ
コンサート～

ＧＴシンフォニック・コンサート vol.2
『映画音楽名作選１』 

ミュージカル
「四月は君の嘘」

音楽ホール

エリーザベト王妃国際音楽コンクールで
の日本人初優勝から42年。世界の第一線
で活躍し続けるヴァイオリニストが醸し出
す自然で柔軟性に富んだ音楽は必聴です。

［出演］堀米ゆず子（ヴァイオリン）、加藤
洋之（ピアノ）
［曲目］J.S.バッハ／無伴奏ヴァイオリ
ン・ソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005、ブ
ラームス／ヴァイオリン・ソナタ 第2番 
イ長調 Op.100、R.シュトラウス／ヴァ
イオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.18
［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

T-Mastersシリーズ vol.4
高崎芸術劇場 大友直人Presents Celebrate "International Jazz Day" with 

①大西順子ソロ  "My Favorite SONGS"
②大西順子カルテット "Grand Voyage"

第22回別府アルゲリッチ音楽祭
音楽関連コンサート

堀米ゆず子
ヴァイオリン・リサイタル

5/14（土）13:30開演（12:45開場）

©井村重人

T-Shotシリーズ vol.7 
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

谷昂登
ピアノ・リサイタル

音楽ホール

2003年生まれの気鋭のピアニスト。美し
く力強い鮮やかな音色とダイナミックで
繊細かつ清潔感あふれる演奏にご期待く
ださい。

［出演］谷昂登（ピアノ）
［曲目］スクリャービン／幻想曲 ロ短調
Op.28、シューマン／幻想曲  ハ長調 
Op.17、チャイコフスキー／「四季」-12
の性格的描写より10月「秋の歌」、クライ
スラー=ラフマニノフ／愛の悲しみ、リ
スト／ピアノソナタ ロ短調 S.178
［料金］全席指定 2,000円
［チケット］発売中

6/16（木）13:30開演（12:45開場）

©井村重人

T-Shotシリーズ vol.8 
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

柴田花音
チェロ・リサイタル

音楽ホール

カナダ・トロントで研鑽を積むチェロ界
の逸材。自由自在でのびのびとした音楽
作りと美しい音色に彩られた華のある演
奏をお楽しみください。

［出演］柴田花音（チェロ）
［料金］全席指定 2,000円
●チケット発売
　WEB先行：4/15（金）
　電話発売 ：4/18（月）
　窓口発売 ：4/19（火）

8/18（木）13:30開演（12:45開場）

撮影：山田雅子

らくごDE全国ツアーvol.10
春風亭一之輔の
ドッサりまわるぜ2022

スタジオシアター

2012年3月異例の21人抜きで真打昇進
を果たし、今最も注目されている新進気
鋭の落語家、春風亭一之輔による独演会
です。

［出演］春風亭一之輔
［料金］全席指定 3,700円
●チケット発売
　WEB先行：4/8（金）
　電話発売 ：4/11（月）
　窓口発売 ：4/12（火）

6/26（日）13:30開演（12:45開場）

JUNKO ONISHI
「SOLO & QUARTET」

スタジオシアター

国際ジャズデイを祝うスペシャル公演と
して、日本が誇るジャズ・ピアニスト大西
順子がスタジオシアターに登場。ソロ、さ
らにカルテットで魅せる2公演をお贈り
します。

［出演］大西順子（ピアノ）、井上陽介（ベー
ス）、大儀見元（パーカッション）、吉良創
太（ドラムス）
［料金］ピアノソロ 4,000円（U-25 2,000
円）、カルテット 5,000円（U-25 2,500
円）、セット券 7,000円  ※本公演は、完
全入れ替え制となります。
［チケット］発売中

4/30（土）①16:00開演（15:15開場）
　　　　　  ②19:00開演（18:15開場）

音楽ホール

©Hideki Shiozawa

世界最高峰のチェリスト、ミッシャ・マイ
スキーさんと、日本人の弦楽四重奏団が
共演する高崎だけの特別な公演です。

［出演］ミッシャ・マイスキー（チェロ）、
ウェールズ弦楽四重奏団
［曲目］J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲 
第1番 ト長調 BWV1007、L.ポッケリー
ニ／チェロ協奏曲 第6番 ニ長調 G.479 
ほか
［料金］全席指定 8,000円（U-25 2,500円）
●チケット発売
　WEB先行：3/25（金）
　電話発売 ：3/28（月）
　窓口発売 ：3/29（火）

ミッシャ・マイスキー＆
ウェールズ弦楽四重奏団

5/18（水）19:00開演（18:15開場） 6/4（土）12:00開演（11:00開場）
　　　　　17:00開演（16:00開場）

6/5（日）12:00開演（11:00開場）

「舟唄」や「雨の慕情」など、数々のヒット曲でお馴染みの八代亜紀
さん。歌手生活52年目を迎えてなお、ジャンルを超えて様々な活動
に精力的に取り組んでいます。そんな彼女の歌声を、群馬交響楽団の
壮大な演奏に乗せてお届けする、高崎だけのスペシャルコンサートが
実現。八代さん自ら選曲にも関わったこだわりのプログラムで、『絶
対に楽しいステージにするので、心を癒しにぜひ来てください』とご
本人も意気込んでいます。オーケストラアレンジされた彼女の名曲か
ら海外のジャズナンバーまで“八代ワールド”に浸れる、ここでしか
聴けない特別な演奏会です。

壮大なオーケストラバージョンで聴く
八代亜紀の名曲の数々

八代亜紀×大友直人×群馬交響楽団
スペシャルコンサート

高崎の皆さんに
お目にかかれる

のを楽しみにし
ています！

八代さんからの
メッセージ映像が
ご覧いただけます

高崎芸術劇場 大劇場
14:30開演／13:45開場5/1 sun. 

全席指定 8,000円 チケット発売中
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西村由紀江ピアノコンサート 
～あなたに最高のしあわせを～

日 6/25(土)13:00開演(12:15開場)
会 音楽ホール
￥ 全席指定 5,500円
問 オフィスK 080-5515-0787
●チケット発売
　WEB先行：3/29（火）
　電話発売 ：3/30（水）
　窓口発売 ：3/31（木）

Appassionata Concert 2022 
群馬県出身の若手演奏家が贈る 
情熱の音楽会
日 5/28（土）13:45開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,000円　学生 1,500円
問 Appassionata Concert実行委員会
    080-4354-1994
　 concert.t.piano@gmail.com

舟木一夫　芸能生活60周年記念 
コンサート2022
日 5/30（月）14:00開演（13:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 8,000円
問 アイエス
　 03-3355-3553（平日10:00～17:00）

トリオ・アンファリア コンサート
日 6/4（土）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　学生 1,500円
問 群馬交響楽団事務局
　 027-322-4316（平日10:00～18:00）

ぐんまフルートアンサンブル 
第2回定期演奏会
日 6/19（日）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由　一般 2,000円
　 学生、65歳以上 1,000円
問 ぐんまフルートアンサンブル
　 080-5473-2969（コバヤシ）

GoluOlu　ゴスペルコンサート
日 6/25（土）17:00開演（16:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 1,000円
問 GoluOlu代表　杉山有紀
　 090-2315-2728  

Hiromi Go 50th Anniversary  
Celebration Tour 2022 
～Keep Singing～
日 5/3（火・祝）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 10,000円
問 MASエンターテイメント
    03-5746-9900
　桐生音協 0277-53-3133

小椋佳 
ファイナル・コンサート・ツアー 
余生、もういいかい
日 5/5（木・祝）17:30開演（16:45開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,500円
問 MASエンターテイメント
    03-5746-9900
　桐生音協 0277-53-3133

大谷康子と群馬を旅するコンサート 
～群馬交響楽団の首席とともに～
日 5/21（土）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 3,000円
問 株式会社 空間あい 090-1815-4608

石原理恵　伊藤正 
デュオリサイタル 
Wien 
～ウィーンの歌とピアノの名曲～
日 5/22（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円
 　学生（高校生以下） 1,500円
問 サロン・エルセフィロ
 　 090-4454-9754

山里亮太の140　群馬公演 
日 4/23（土）18:00開演（17:00開場） 
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 4,000円（当日 4,500円）
　 ※未就学児入場不可
　 ※購入はお一人様4枚まで 
問 FANYチケット問合せダイヤル
　 0570-550-100
　　（10:00～19:00／年中無休） 

Aimer Hall Tour 2022 
"Walpurgisnacht"  

日 4/24（日）17:00開演（16:00開場） 
会 大劇場
￥ 全席指定 7,800円
問 DISK GARAGE 
   050-5533-0888（平日12:00～15:00）

白水裕憲  
フルートリサイタル Vol.9
日 4/24（日）14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール 
￥ 一般 2,000円（当日 3,000円）
　 学生、65歳以上 1,000円（当日 2,000円）
問 白水裕憲 090-8724-8420 
　  shirouzu1001@gmail.com 

女声合唱団 双葉会 
55周年記念演奏会
日 4/9（土）
　 14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 1,000円
　 ※未就学児入場可
　 ※未就学児で座席が必要な場合はチケッ
　　 ト必要 
問 女声合唱団　双葉会
　 0274-63-5228（佐々木）、
　　 090-7288-5264（近藤）

ニュー・ユニゾン 
ハーモニカクラブ演奏会
日 4/15（金）
　 13:00開演（12:15開場） 
会 音楽ホール
￥ 全席自由 入場無料 
　 ※要整理券
問 ニュー・ユニゾンハー
モニカクラブ

　 090-1555-9137（高橋）

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
　 一階席 一般 5,000円　学生 2,000円
　 二階席 一般 4,500円　学生 2,000円
問 キョードー東京 0570-550-799

 

Lirico Spirare 21st Concert 
日 4/17（日）14:00開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 1,000円
　 未就学児入場無料
問 リリコ・スピラーレ  027-363-5264

WANIMA  
Catch Up TOUR 
-1 Time 1 Chance- 

日 4/1（金）19:00開演（18:00開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 6,300円
問 ハンズオン・エンタテインメント
　 info@handson.gr.jp
　　  （平日11:00～16:00） 

トランペット　アンサンブル 
ザ・シルキー・ファイブ 
コンサートツアー2022高崎公演 
日 4/1（金）19:00開演（18:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　学生 1,500円
問 株式会社グローバル企画営業部 
　 03-5389-5111

HY HANAEMI TOUR 
2022-2023 

日 4/2（土）18:00開演（17:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 前売 7,700円（当日 8,200円）
　 ※3歳以上有料
　 ※2歳以下の子どもは、保護者1人につき
　　 子ども1人膝上鑑賞可 
問 Livemasters Inc. 03-6379-4744

APRIL
2022 4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

BUS

4月の公演の
詳細はこちら

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

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（当日券の取扱いは主催者による）

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。

TICKETWEB

TICKETWEB

発売中チケット

4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。

◎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
〒370-0829 高崎市高松町35-1　 027-328-5050　 時 8:30～17:15　全7展示室

展示情報をお届けしています！

4/22（金）～4/27（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 
問 斗南美術協会 027-252-1709

4/22（金）～4/27（水） 第6展示室
Photographer's  bonds 2022 
写真展
写真好きの仲間による組写真・シリーズ物の
作品約130点を展示 
問 志村勉 090-9377-2341   

4/29（金・祝）～5/4（水・祝） 第2展示室
第20回水墨画交流《聴雨会展》 
第20回記念企画展として二胡演奏会を開催
5/1（日）14:00～15:00（入場無料） 
問 聴雨会 027-321-3444 

4/29（金・祝）～5/4（水・祝） 第4展示室
菊地和生水彩画展 
風景の愉しみ 
里山の風景を描いた水彩画約30点を展示 
問 菊地和生 027-269-2898 

4/29（金・祝）～5/4（水・祝） 第6展示室
第19回風友会風景写真展 
風景のみをメインとし活動している写真ク
ラブの作品展　　 
問 風友会 090-2332-1388  

4/15（金）～4/20（水） 第1・2展示室・予備室
第47回群馬芸術文化協会展 
会員による油彩・彫刻・工芸・写真・書道の作
品を展示
問 群馬芸術文化協会 
　 0274-22-4383（吉田光正）  

4/22（金）～4/27（水） 第3展示室
第34回山崎ちぎり絵教室 
生徒作品展
生徒20名によるちぎり絵作品の展示
問 山崎ちぎり絵教室 070-1539-1109 
 

4/22（金）～4/27（水） 第2展示室
パッチワークとつるし飾り 
生徒50名によるパッチワーク・つるし飾り
の展示会  
問 布あそびサカイ 027-343-3489

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

ヴォーカルコンサート
クラシック声楽発表会 
日 4/9（土）13:00開演／16:00終演　
￥ 全席自由 無料
問 田中クラス 090-9817-0609 

第25回アニマート・テューネ 
ピアノコンサート 
幼児から大人までのソロ、デュオ、アンサン
ブルの演奏会 
日 4/10（日）12:30開演／16:30終演　 
￥ 全席自由 無料
問 アニマート・テューネピアノスクール
　（佐々木貴子） 027-363-8618

春の室内楽コンサート～フルート・ 
バイオリン・ピアノトリオ～ 
フルート・バイオリン・ピアノによるコン
サート 
日 4/16（土）14:00開演／16:00終演　 
￥ 全席自由 一般 2,500円　学生 1,500円
問 アプラウスミュージック
　 applausmusic@icloud.com
 

おとなの音楽教室発表会
ピアノ、フルート、キーボードなどの発表会
日 4/23（土）12:30開演／16:00終演 
￥ 全席自由 無料
問 ヴィエナピアノフルート教室
　 090-5393-1363

ピアノ発表会 
ピアノソロと連弾の演奏会 
日 4/24（日）10:30開演／12:00終演
￥ 全席自由 無料
問 小さな手のピアニスト
 　 027-327-5074

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

TICKETWEB BUS

TICKETWEB BUS

第28回邦楽春の祭典2022
三曲（箏、三弦、尺八）によるチャリティー演
奏会

 
日 4/10（日）13:00開演/16:00終演 
￥ 全席自由 無料
問 NPO法人三曲合奏研究グループ
　 027-323-8564

中村悦子コンサート
春のライブコンサート

日 4/29（金・祝）15:00開演/17:00終演
￥ 指定席 A席 4,000円　B席 3,000円
　 自由席 2,500円
問 中村悦子事務所 027-362-5792

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）

［出演］秋山和慶（指揮）、三浦謙司（ピアノ）＊
［曲目］シベリウス／交響詩《春の歌》 Op.16
　　   グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16＊
　　　ニールセン／交響曲 第4番 Op.29 FS76「不滅」  
［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

4/23（土） 16:00開演（15:00開場） 大劇場

＊印は三浦謙司さん演奏曲です

三浦謙司（ピアノ）

©@@@@@@@@

秋山和慶（指揮）

©Jeremy Knowles

・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

第577回定期演奏会群馬交響楽団

「俵屋宗達」[尾形光琳」「伊藤若冲」　

月・火・水・金・土・日 ①11:00　②14:00

『日本の巨匠たち　その一』より

4/1（金）～4/30（土）ハイビジョンギャラリー上映番組
入場無料。上映時間内に自由に出入りできます。
※プログラム等は、都合により変更となる場合があります。
※毎週木曜日は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

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）

第10回ぐんま 街・人・建築大賞 
顕彰式
顕彰式とあわせて東京農大二高吹奏楽部の
ミニコンサートも開催します 
日 4/16（土）13:30開演/16:10終演  
￥ 全席自由 無料
問 ぐんま 街・人・建築 顕彰会事務局
　 050-3746-4083
　 https://gmhkk.hatenablog.com/ 

ぐんま 街・人・建築大賞  
10周年記念祭
歴代受賞者の演示もお楽しみください

日 4/17（日）10:00開演/15:10終演  
￥ 全席自由 無料 　
問 ぐんま 街・人・建築 顕彰会事務局
　 050-3746-4083
　 https://gmhkk.hatenablog.com/

©Akira Muto©Akira Muto



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

日本女子ソフトボールリーグ機構が主催する新リーグ「JD.
LEAGUE」。宇津木スタジアムも会場となり、熱い戦いが繰り広げ
られます。

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
027-386-683　 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。

4月は
19:00以降が見頃です
天候はWEBからご確認いただけます

その他スポーツ

［期間］6/2～6/30（計5回）の木曜日
［コース］午後コース16:00～17:00
［参加料］1,500円
［定員］20組
［対象］市内の未就学児（3～6歳）とその保護者

●第1期親子仲良し運動教室

〒370-3534 高崎市井出町926-2
027-393-6571

〒370-0864 高崎市石原町3892-7
027-327-3977 

武道館のスポーツ教室宇津木スタジアム

※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。

※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。

【応募先】
〒370-0081　高崎市浜川町1487　浜川体育館
＊武道館での教室も応募先は浜川体育館です。ご注意ください。

【問い合わせ】
027-344-1551 

■申し込みは、1教室につき1人1通までです。
■定員を超えたときは抽選します。

【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、電話番号を記入の上、浜川体
育館へ応募してください。

【申込期間】
4/15（金）～4/30（土） 

ニトリJD.LEAGUE2022 

［料金］当日券 内野自由席 一般券 2,000円　中・高校生学割券 1,300円
　　　上記こども券 1,000円 ほか
［チケット取扱い］チケットぴあ、e＋、ローソンチケット
［主催・お問い合わせ］
公益財団法人 日本ソフトボール協会 03-5843-0481

※状況により、無観客開催等になる場合がございます。

本作は、小惑星探査機「はやぶさ２」と、その開発に携わった人たちの「継承」を
テーマにしたプラネタリウム番組です。
星空の謎に挑み続けてきた人類の歴史、その思いを受け継いだ「はやぶさ2」の挑戦

と成果、さらに独自の先端技術や匠の技を生かしてミッションの成功を支えた、技術
者たちの熱い思いを紹介します。

■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。

●アニメゴマを作ろう

［日時］4/23（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］300円　［締切］4/7（木）

回転する絵が動いて見えるコマを作
り、アニメーションの原理を考えます。

●はじめてのプログラミング

［日時］4/24（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］4/14（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、プログラミ
ングの基礎を体験します。

●スリーミラー型万華鏡を作ろう

［日時］5/14（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］300円　［締切］4/28（木）

３枚の同じ大きさの鏡を使い、連続模
様が無限に広がる万華鏡を作ります。

●プログラミング5月・低学年向け

［日時］5/8（日）9:30~12:00　［会場］パソコン室
［対象］小学1・2年生（保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］4/28（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、簡単な動
画等をつくり初歩的なプログラミングを体験します。

科学工作教室 要申し込み パソコン教室 要申し込み

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】

メールに下記の必要事項をご記入の上、少年科学館へ応募
してください。対象は、市内在住・在勤の人に限ります。

■教室ごとに1人1通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

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

【応募先】

3/26（土）～6/5（日）期間 

【火～金】14:00 
【土・日・祝日】①13:30 ②16:00

時間

一般番組（春の星座解説を含む約40分）

I
イ ン ヘ リ ッ ト
NHERIT ーはやぶさ2・宙

そら
への夢と挑戦をのせてー

日本科学未来館との共同制作番組

第1節　高崎大会

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（春の星座解説を含む約35分）

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

～6/5（日）期間 

【火～金】15:30
【土・日・祝日】①11:00 ②14:45 

時間

4/16（土）・17（日）
2022新体操日本代表選考会

FISUワールドユニバシティゲームズ（2021/成
都）、ワールドゲームズ2022 、アジア競技大会 、第
18回アジアジュニア新体操選手権大会の４大会の日
本代表選考大会です。
［チケット］調整中
［主催］公益財団法人 日本体操協会
［後援］高崎市、公益財団法人 高崎財団

〒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

4/2（土）
11:00　戸田中央メディックス埼玉 VS 大垣ミナモ
14:00　ビックカメラ高崎 BEE QUEEN 
　　　   VS Honda Reverta

4/3（日）
11:00　大垣ミナモ VS  Honda Reverta
14:00　ビックカメラ高崎 BEE QUEEN
      　　VS 戸田中央メディックス埼玉

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 3/28（月）、4/4（月）・11（月）・18（月）・25（月）

サイエンス

■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。

●春の天体を見よう［日時］4/22（金）19：00～

天文教室 無料・事前申し込み不要

※3/30（水）～4/3（日）・5（火）・6（水）は春休み期間のため4回投映を行います。　※3/29（火）はイベント開催のため、 投映時間と内容を変更します。

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。）

トピックス 3月12日、13日、高崎市営のレコーディングスタジオ・TAGO STUDIO 
TAKASAKI主催の全国アマチュアオーディション「TAGO STUDIO 
TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2022」が高崎芸術劇場で開催されました。バ
ンド、シンガーソングライター、カラオケの3部門に全国から約600組の応募
があり、事前審査を通過した20組が12日のスタジオシアターでの予選に出
場。各部門を勝ち抜いた3組が、翌13日に大劇場で決勝ライブを行い、高校
生4人組バンドのマグロニカン（左ページ写真）が最優秀賞に輝きました。
マグロニカンのボーカル&ギター・ゆーゆさんは「高崎の皆さんは本当に温
かい。『マグロニカンを2,000席で聴くなんて贅沢だよね』と言われるくらい
ビッグになって、またこのステージに戻ってきます」と語ってくれました。
各部門の優秀者にはTAGO STUDIO TAKASAKIでのレコーディング権が
贈られ、同スタジオのサポートのもと、世界へはばたくミュージシャンの誕生
が期待されます。

オーディション決勝＆布袋寅泰スペシャルライブ（3/13）

夢追うミュージシャンたちが渾身のステージ
布袋寅泰さん スペシャルライブでエール

オーディション予選（3/12）

3月12日のオーディション予選に出場した20組

1.シンガーソングライター部門・優秀賞の松尾
竜平さん。独特の世界観で会場を包み込んだ
2.カラオケ部門・優秀賞の塘

ともうち
内エリカさん。

MISIAの「Everything」を熱唱し、ヤガミトール
さんに「本家より色気がある」とまで言わしめた
3.（左から）MC、受賞者、高崎市長、審査員によ
るフォトセッション31 2

03/14

オープニングアクトで演奏を披露したKIE 
Andersonさん。2019年の同フェスティ
バルで最優秀賞に輝き、2021年10月に
TAGO STUDIO RECORDS TAKASAKIか
らデビュー

スペシャルゲストとして登場した高崎出
身のギタリスト・布袋寅泰さん。曲作りを
TAGO STUDIOで行った「Still Dreamin’」
など11曲を披露し会場を沸かせた

©山本倫子
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示4/16（土）～6/26（日）開催期間

田中朝庸 《ヴェニス風景》 1985年 油彩・キャンバス 神戸智行 《彩れる水面 桜色のソナタ》（部分） 2003年
高崎市タワー美術館寄託

山田かまち 《だいじゃ》 1969年 水彩・紙 山崎青樹 草木画帯「百舌」（部分）※企画展出品予定

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

4/22（金）～5/5（木）
『ザ・ユナイテッド・ステイツvs.ビリー・ホリデイ』
不世出の天才シンガー、ビリー・ホリデイと
アメリカ合衆国の知られざる対決の行方

1940年代、人種差別の撤廃を求める公民権運動の
黎明期。反乱の芽を叩き潰つぶすためにFBIは黒人
ジャズ・シンガー、ビリー・ホリデイにターゲットを
絞る。大ヒット曲「奇妙な果実」が運動を先導すると危
惧視し、おとり捜査を送り込む。だが、逆境に立てば
立つほど、ビリーのステージは輝きを増すのだった。
圧巻のパフォーマンスで綴る社会派サスペンス。

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

JAZZ　FILM　FESTIVAL
4/3（日）～4/10（日） ※4/5（火）の上映はありません。

アーティストの素顔やレーベルの真実に迫る
ドキュメンタリー3作品を上映！
ジャズ史上最大のカリスマの短くも求道的な人生を描く

『ジョン・コルトレーン　チェイシング・トレーン』。ジャズ
の歴史を更新する決定的名盤を生み出した天才の素顔とは
…？『マイルス・デイヴィス　クールの誕生』。ジャズをリー
ドし続ける革新的レーベルの真実に迫る『ブルーノート・レ
コード　ジャズを超えて』、の3作品を上映いたします。

※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。
※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）
　 ジョン・コルトレーン：一般1,800円　シニア1,100円
　 他2作品：一般1,500円　シニア1,100円

『ジョン・コルトレーン
チェイシング・トレーン』
2016年／アメリカ／1時間39分
監督：ジョン・シャインフェルド
出演：ジョン・コルトレーン／
　　 ソニー・ロリンズ／
　　 コルトレーンの声：
        デンゼル・ワシントン

詳細はこちら

▲

映画情報

前橋情報

Film information

Maebashi Concert information

4/30（土）～6/19（日）開催期間

～ヨーロッパ・アメリカ・アジア…
　絵画旅日和～

辻彩奈＆阪田知樹 デュオ・リサイタル 
7/7（木） 19:00開演 大ホール

全席指定 2,500円　ペア券 4,000円　U-18 1,000円 料金

シュニトケ／ロンド 
シューベルト／ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調 
ストラヴィンスキー／イタリア組曲 
ショスタコーヴィチ／ヴァイオリン・ソナタ Op.134 　 

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 

４/15（金）発売（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。

～4/17（日）開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・春収蔵品展

4/22（金）～開催期間

会場：染色工芸館

色・鳥どり 染織品から
飛び立つ鳥たち

企画展

©2021 Billie Holiday Films, LLC.
All rights reserved.
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©Mosaic Images

2021年／アメリカ／2時間11分／R15+
監督：リー・ダニエルズ
出演：アンドラ・デイ／トレヴァンテ・
　　 ローズ／ギャレット・ヘドランド

＊（ ）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。

※未就学児の入場はご遠慮ください。　 ※U-18料金は公演当日18歳以下が対象です。

©Ayustet

￥ 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 3/28（月）・4/4（月）・11（月）・18（月）・25（月）
　※GW期間中〈4/29（金）～5/5（木）〉は休ま
ず開館します。

￥ 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 3/22（火）～4/15（金）・18（月）・25（月）

￥ 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 3/28（月）・4/4（月）・11（月）・18（月）・25（月）
　※4/19（火）～21（木）は展示替のため染色
工芸館は休館。植物園内はご覧いただけま
す。

＊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10:00～18:00（入館は17:30まで） 

＊邸内は会期中10:00～11:00、14:00～16:00で公開
休 3/28（月）～4/29（金）

描く心、伝える想い
収蔵作品展 

あの風景を探しに美術館へ
収蔵作品展

￥ 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　しょうがい者割引1,000円
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