


02 03＊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 ＊上記公演の問い合わせは、高崎芸術劇場チケットセンター（ 027-321-3900）へ＝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＊

スタジオシアター

11/13（日）18:00開演（17:15開場）

SOIL＆"PIMP"SESSIONS

ハードでダンサブルな音楽を鳴らし続け
る“ソイル”が、最新アルバムを携えて高
崎のステージに回帰！

［出演］社長（アジテーター）、タブゾンビ
（トランペット）、丈青（ピアノ）、秋田ゴー
ルドマン（ベース）、みどりん（ドラムス）、
サポートメンバー：栗原健（サックス）
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,500円）
［チケット］発売中

スタジオシアター

11/6（日）17:30開演（16:45開場）

菊地成孔クインテット

日本ジャズ界を担うメンバーたちが魅せ
るモダンジャズ・オリエンテッドな世界。

［出演］菊地成孔（サックス、ヴォーカル）、
林正樹（ピアノ）、宮嶋洋輔（ギター）、小西
佑果（ベース）、秋元修（ドラムス）
［料金］全席指定 4,000円（Ｕ-25 2,000円）
［チケット］発売中

スタジオシアター

12/4（日）14:00開演（13:00開場）

カンテレ（フィンランドの民族弦楽器）と
美しい歌声が織り成すハーモニー。北欧
のクリスマス音楽をお届けします。

［出演］カルデミンミット
［料金］全席指定 3,000円（U-25 1,000円）
＊ご来場者全員に公演当日ロビーにて開
催のクリスマスマーケットで使える500
円分のクーポン券をプレゼント！
●チケット発売
　Web先行：9/30（金）10:00
　電話発売 ：10/4（火）10:00
　窓口発売 ：10/5（水）10:00

カルデミンミットのクリスマス

フィンランドの
kawaiiフォークミュージック

11月下旬の音楽ホールは、
注目のピアノリサイタルが目白押しです。

往年の映画の名曲をセレクトし、オーケ
ストラの演奏とともにオードリー・ヘプ
バーン作品の映像もお楽しみいただける
公演です。

［出演］竹本泰蔵（指揮）、笠井信輔（案内
役）、群馬交響楽団
［曲目］《ベン・ハー》組曲、《太陽がいっぱ
い》、《ウェスト・サイド・ストーリー》から
「シンフォニック・ダンス」、《ムーン・リ
バー》、《シャレード》、《ローマの休日》 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）
［チケット］発売中

大劇場

11/11（金）14:00開演（13:00開場）

BUS

群馬交響楽団×高崎芸術劇場

『映画音楽名作選2』 
ＧＴシンフォニック・コンサート vol.4

～スクリーンでよみがえる名画選～

フランス作品において優雅で美しく絶妙なフレージングで絶賛
を博すパスカル・ロジェがお贈りするオール・ドビュッシー・プ
ログラム。

［出演］パスカル・ロジェ（ピアノ）
［曲目］ドビュッシー／前奏曲第1集、版画、水の反映（映像 第1集よ
り）、映像 第2集、喜びの島
［料金］全席指定 6,000円（U-25 3,000円）
［チケット］発売中 ©Akira Muto           

パスカル・ロジェ　ピアノ・リサイタル

11/27（日）14:00開演（13:15開場）

ミュージカル
『DOROTHY
～オズの魔法使い～』

ライマン・フランク・ボーム作の「オズの
魔法使い」が新作ミュージカルとして生
まれ変わりました。

［出演］桜井玲香、鈴木勝吾、凰稀かなめ、
鈴木壮麻 ほか
［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］発売中

大劇場

10/12（水）18:00開演（17:00開場）

BUS

©Valter Berecz  Hungarian State Opera

大劇場

ハプスブルク帝国の二大王立劇場とし
て、ウィーン国立歌劇場と並び称された
名門歌劇場が贈るモーツァルトの大傑
作。

［出演］シャームエル・チャバ・トート（指
揮）、ハンガリー国立歌劇場管弦楽団／合
唱団 ほか
［料金］全席指定 SS席 19,000円 完売御礼

S席 15,000円　A席 12,000円
B席 9,000円
C席 6,000円（U-25 3,000円）完売御礼
［チケット］発売中
※全2幕 原語（ドイツ語）上演、日本語字
幕付き

11/4（金）18:30開演（17:30開場）

ハンガリー国立歌劇場
『魔笛』

BUS

『ODSシアター』
モンク・イン・ヨーロッパ

スタジオシアター

11/5（土）14:00開演（13:15開場）

伝説のジャズ・ミュージシャンに迫
るドキュメンタリー映画「MONK IN 
EUROPE」。没後40年、セロニアス・モン
クの世界をお楽しみください。
※菊地成孔とオノセイゲンによるアフ
タートークショーがあります

［料金］全席自由 1,000円
※11/6（日）開催「菊地成孔クインテット」
のチケット購入者は入場無料
［チケット］発売中

［チケット］　Web先行：発売中　電話発売 ：9/27（火）10:00　窓口発売 ：9/28（水）10:00

【出演】アッラ・クルババ（指揮）、 ウクライナ国立歌劇場管弦楽団、ウクライナ国立歌劇場合唱団、ウクライナ国立バレエ

全席指定 S席 15,000円　A席 12,000円　B席 9,000円　C席 6,000円（U-25 2,000円）

2023年1月14日（土）15:00開演（14:15開場）　大劇場

G.ビゼー作曲　原語（フランス語）上演 ／ 日本語字幕付き

 全3幕（約3時間）
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©Shigeto Imura

T-Shotシリーズ vol.9
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

東亮汰
ヴァイオリン・リサイタル

音楽ホール

小学生の頃からコンクールで優勝、入賞
を果たしている最も若い世代を代表する
ヴァイオリ二スト。高度なテクニックと
繊細かつ豊かな音色が魅力的です。

［出演］東亮汰（ヴァイオリン）、尼子裕貴
（ピアノ）
［曲目］クライスラー／プニャーニの様
式による前奏曲とアレグロ、R.シュト
ラウス／ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長
調 Op.18、サン=サーンス／死の舞踏 
Op.40、フランク／ヴァイオリン・ソナタ 
イ長調 M.8
［料金］全席指定 2,000円
［チケット］発売中

12/24（土）13:30開演（12:45開場）

クリストフ・トラックスラー　ピアノコンサート

世界で活躍するウィーンの若手ピアニスト、クリストフ・トラック
スラーの待望の来日公演です。

［出演］クリストフ・トラックスラー（ピアノ）
［曲目］シューベルト／楽興の時（全曲）、 シューベルト（リスト
編）／糸を紡ぐグレートヒェン、セレナーデ、アベ・マリア、 リスト
／ダンテを読んでーソナタ風幻想曲 ほか
［料金］全席自由 4,500円（当日 5,000円） ※1人5枚まで
［チケット］発売中

11/20（日）13:30開演（13:00開場）

T-Mastersシリーズ vol.5高崎芸術劇場 大友直人Presents 

小山実稚恵　ピアノ・リサイタル

圧倒的存在感をもつ日本を代表するピアニスト。重厚かつ情熱
溢れる、充実した演奏をお楽しみに。

［出演］小山実稚恵（ピアノ）
［曲目］シューベルト／即興曲 Op.90 D899 より、即興曲 Op.142 
D935 より、ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 
Op.110、シューベルト／ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D960
［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

11/29（火）15:00開演（14:15開場）

©Hideki Otsuka      

＜あらすじ＞
スペインのセビリア。純朴で真面目な衛兵伍長のホセは、タバコ工場でもめ事を

起こしたカルメンを捕らえる。ホセは葛藤しながらも自由奔放で情熱的なカルメン
の魅力に抗えず彼女を逃がしてしまう。ホセは、婚約者のミカエラも職務も全てを
投げ打って、カルメンのためにジプシーの密輸団にまで身を落とす。しかし次第に
カルメンはホセに興味を無くし、花形闘牛士のエスカミーリョに夢中になる。華や
かな闘牛の日に現れた嫉妬に狂うホセは、カルメンにやり直そうと迫るが ...。
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それいけ！アンパンマン  
ミュージカル「おもちゃの国と 
みんなのたからもの」
日 11/3（木・祝）①10:45開演（10:00開場）
　　　　　　　②13:30開演（12:45開場）
　　　　　　　③16:15開演（15:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 3,900円
問 キョードー東京 0570-550-799

佐藤美代　ピアノリサイタル
日 11/3（木・祝）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,500円　学生 1,500円
問 吉田ピアノ調律 080-4406-6060

爆笑！ものまね紅白歌合戦ライブ
日 11/3（木・祝）①14:30開演（14:00開場）
　　　　　　   ②18:30開演（18:00開場）
会 高崎市文化会館
￥ 全席指定 4,000円 
問 坂本エンターテインメント
　 027-252-5085

第33回高崎音楽祭 
谷村新司トーク＆ライブ 
キャラバン ココロの学校
日 10/8（土）15:00開演（14:15開場）
￥ 全席指定 6,000円
問 高崎音楽祭事務局 027-322-9195 

NO UKULELE，NO LIFE 
～こんなに大きくなりました～ 
世界大会優勝の中高生ウクレレ弾き2組に
よる感謝祭ライブ 
日 10/10（月・祝）13:30開演／15:00終演
￥ 全席自由 無料
問 みちくさや 0270-65-0900

創作琉球太鼓群天星5周年記念公演 
ニライカナイ延期ライブ 
創作エイサー公演 
日 10/15（土）15:00開演／18:00終演 
￥ 全席自由 1,500円（当日 2,000円）
問 創作琉球太鼓群天星 080-2253-1700

第54回邦楽と舞踊の会
群馬三曲協会と高崎邦楽舞踊協会共同主催
による発表会 
日 10/16（日）11:30開演／17:45終演
￥ 全席自由 無料
問 群馬三曲協会 080-8723-5354

山内惠介　コンサートツアー2022 
～歌のまごころ、あなたに届け！～
日 11/19（土）14:00開演（13:15開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,200円（当日7,700円）
問 桐生音協 0277-53-3133

群馬交響楽団　室内楽演奏会Vol.7
日 11/19（土）15:00開演（14:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 3,000円
問 群馬交響楽団事務局
 027-322-4944（平日10:00~18:00）

英国女王陛下の近衛軍楽隊
日 11/30（水）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席自由 一般 6,500円 
     高校生以下 3,000円
問 株式会社 空間あい 090-1815-4608

楊雪（ヤンユキ）二胡コンサート 
2022 in 群馬
日 12/1（木）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 SS席 7,700円　S席 6,600円
問 楊雪音楽事務所 03-6427-5402

ディズニー・オン・クラシック 
～まほうの夜の音楽会2022
日 12/2（金）19:00開演（18:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 SS席 12,000円
 　S席 8,900円　A席 7,600円
　 学生席 2,000円
問 Zen-A（ゼンエイ）
　 03-3538-2300（平日11:00～19:00）

京芸REUNION 
管楽アンサンブル大演奏会 Fest 
共鳴の時！
日 11/5（土）15:00開演（14:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　学生 1,000円
問 アンジェミュジーク 070-8337-3437

純烈コンサート2022 
心・技・体～体の巻～
日 11/7（月）①14:00開演（13:30開場）
　　　　　   ②18:00開演（17:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,000円
問 アイエス 03-3355-3553

第36回　たかさき能
日 11/13（日）15:00開演（14:00開場）
会 群馬音楽センター
￥ 指定席 一般 4,000円（当日 4,500円）
　 ペア券 7,000円
　 自由席 一般 2,000円（当日 2,500円）　
　 大学生 1,000円
　 ※高校生以下は自由席無料
問 たかさき能（薪能）実行委員会
　  090-9378-8224 

林家つる子落語会 其の拾壱
日 11/19（土）13:30開演（12:30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 2,500円（当日3,000円）
問 林家つる子後援会 080-5910-5507

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）

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〉無休（10:00～18:00）
■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
※U-25料金は公演当日25歳以下の人が対象です　※車椅子席・介助席を希望する人は各問い合わせ先へ

第33回高崎音楽祭協賛 
LE DIVE in Takasaki 
～3人の歌姫～ 
日 10/10（月・祝）15:00開演（14:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 3,000円
問 ピアノプラザ群馬 027-363-1262

岡本 知高 
Concerto del Sopranista 2022

日 10/18（火）18:30開演（17:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 S席 6,000円　A席 5,500円
問 MIN-ONインフォメーションセンター
　 03-3226-9999

歌い続けて50年 
坂田早苗 50th 記念リサイタル 
日 10/30（日）15:00開演（14:30開場）
会 スタジオシアター 
￥ 全席自由 4,500円
問 坂田早苗記念リサイタル実行委員
　 狩野 090-1124-8165
　 舟山 090-3524-3094

阿久澤美和　マリンバリサイタル
日 10/30（日）15:30開演（15:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円
　 小学生～高校生 1,500円　未就学児 無料
問 ピアノプラザ群馬 027-363-1262

 

RYO NISHIKIDO  
LIVE TOUR 2022 "Nocturnal"

日 10/30（日）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 8,800円
問 桐生音協 0277-53-3133

玉置浩二 Concert Tour 2022 
故郷楽団 35th ANNIVERSARY 
～星路（みち）～

日 10/5（水）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 9,900円
　 ※4歳以上は有料。4歳未満入場不可
問 キョードー東京
　 0570-550-799（平日11:00～18:00／
　 土日祝10:00～18:00） 

ずっと真夜中でいいのに。 
GAME CENTER TOUR 
『テクノプア』

日 10/6（木）18:30開演（17:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 プレミアム席 9,000円
　 指定席 8,000円
問 ホットスタッフ・プロモーション
　 03-5720-9999（平日12:00～18:00）

第33回高崎音楽祭協賛 
第48回 
明治大学マンドリンコンサート
日 10/8（土）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 A席 3,000円　 B席 2,700円
問 明治大学校友会高崎支部
　 三喜産業株式会社　林 克典
　 090-3918-4257（平日9：00～16:00）

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

BUS

BUS

BUS

［出演］山下一史（指揮）
　　　小林厚子（ソプラノ）、鳥木弥生（メゾソプラノ）
　　　澤崎一了（テノール）、伊藤貴之（バリトン）
　　　群馬交響楽団合唱団（合唱指揮：阿部純） 
［曲目］ベートーヴェン／荘厳ミサ曲 ニ長調 Op.123
［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

10/23（日） 16:00開演（15:00開場） 大劇場

・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582回定期演奏会群馬交響楽団
TICKETWeb BUS

■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

◎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

展示情報をお届けしています！

10/1（土）～10（月・祝） 第1展示室・予備室
地域文化功労者表彰受賞記念 
島崎庸夫 米寿記念展
画業60余年にわたる作品群の展示 
問 島崎庸夫先生 画集刊行
　米寿記念展実行委員会
 　 090-8056-6460 

10/7（金）～12（水） 第2展示室
三軌会 群馬支部展
絵画・工芸・彫刻・写真の展示
問 三軌会 群馬支部 
　 090-8592-3607

10/7（金）～12（水） 第3展示室
第12回 写団あかつき写真展 
問 写団あかつき 027-322-9382 

10/7（金）～10（月・祝） 第4展示室
趣味の二人展
油彩画・仏画・パッチワークの展示
問 小林 邦雄 
　 kuni1947smtk@abelia.ocn.ne.jp 

10/7（金）～12（水） 第5展示室
第39回 写遊ぶらんこ写真展
問 武井 正雄 027-322-2384 

10/13（木）～19（水） 第2展示室
山岳写真同人 峰 第38回 写真展 
【山・季節の映ろい】
県内外の山岳風景の写真展示
問 山岳写真同人 峰　代表 高橋
　 090-7286-2321

10/14（金） ～19（水） 第3展示室
飽馬倶楽部絵画展 
油絵の展示 
問 飽馬倶楽部美術部 027-372-1401

10/14（金）～19（水） 第4展示室
創立60年新日本婦人の会記念展
新婦人60年の歴史、高崎支部のあゆみ、小
組や会員による作品の展示 
問 新日本婦人の会 高崎支部
　 027-364-3070 

10/14（金）～19（水） 第5展示室
上州アーティスト倶楽部 
第15回作品展
写真・絵・立体の作品展示
問 上州アーティスト倶楽部
　  027-364-3946

10/21（金）～26（水） 第1展示室・予備室
第50回 高崎ユネスコ協会 
国際児童画展
市内小中学生の絵画展示
問 高崎ユネスコ協会（高崎市防犯・青少年課）
　 027-321-1297

10/21（金）～26（水） 第2展示室
スカルプトゥーラ展
絵画・彫刻・写真・インスタレーションなど
さまざまな表現の美術展
問 スカルプトゥーラ 090-3540-2947 

10/21（金）～26（水） 第4展示室
絵画展
絵画・イラスト等の展示 
問 斗南美術協会 027-252-1709 

10/21（金）～25 （火） 第5・6展示室
令和4年度 環境ポスター展 
市内小学校高学年の児童に募集した環境ポ
スターの展示 
問 高崎市環境政策課 027-321-1251

10/27（木）～11/1（火） 第1展示室・予備室
第28回群馬県高等学校総合文化祭
書道専門部大会
県内高校生の書作品の展示
問 群馬県高等学校文化連盟
　 027-221-4188

10/29（土）～11/2（水） 第1・2展示室
第28回群馬県高等学校総合文化祭 
美術・工芸専門部大会
県内高校生による美術・工芸作品の展示
問 群馬県高等学校文化連盟
　 027-221-4188

10/28（金）～11/1（火） 第3・4・5・6展示室
第28回群馬県高等学校総合文化祭 
写真専門部大会
県内高校生の写真作品の展示と上位大会へ
推薦する優秀作品の選考
問 群馬県高等学校文化連盟
　 027-221-4188

TICKETWeb BUS

TICKETWeb BUS

映画「梅切らぬバカ」上映会
日 10/7（金）①10:30開演／12:00終演
　　　　　  ②14:00開演／15:30終演
　　　　　  ③18:30開演／20:00終演
￥ 全席自由 一般 1,000円（当日 1,200円）
　 シニア 1,000円（当日 1,200円）
　 大学 1,000円（当日 1,200円）
　  高校生以下 800円 
問 はるな生活協同組合 027-323-2762 

アトリエ・ガヴォー音楽教室発表会 
第10回記念コンサート
声楽・ヴォーカル・ピアノ発表会
日 10/8 （土）14:00開演／16:30終演
￥ 全席自由 1,500円（当日 2,000円）
問 アトリエ・ガヴォー
　 atelier.gaveau@gmail.com

AUTUMN CONCERT 
ハナミズキ室内合奏団 
室内楽シリーズ Vol. 21 
～小川有紀子とその仲間たち～ 
弦楽三重奏のコンサート 
日 10/10（月・祝）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 3,000円（当日 3,500円）
問 株式会社ハナミズキ音楽事務所
　 090-8047-3757

タレントグループ第2部コンサート
ピアノ発表会 
日 10/15 （土）16:30開演／19:30終演
￥ 全席自由 無料
問 タレントグループ 027-322-5128 

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

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）

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

文化施設イベントスケジュール

10月の公演の
詳細はこちら OCTOBER

202210

鳥木弥生
（メゾソプラノ）

小林厚子
（ソプラノ）

山下一史
（指揮）

伊藤貴之
（バリトン）

澤崎一了
（テノール）

©ai ueda©ai ueda
©Yoshinobu©Yoshinobu
FukayaFukaya

高崎市民演劇第12回公演 
人情旅館 太腕繁盛記 
～そうだ、温泉に行こう！～
公募で選ばれた20歳以上の市民が参加して
行う演劇公演 
日 10/30（日）14:00開演（13:30開場）
会 箕郷文化会館
￥ 全席指定 500円
　※3歳以上は有料。2歳以下は保護者1人に
　　つき1人膝上鑑賞可。ただし席が必要
　　な場合は有料
問 箕郷文化会館 027-371-7211

箕郷文化会館
〒370-3102 高崎市箕郷町生原922-1

027-371-7211
時 8:30～17:15
休 月・火曜日

オカリナプラス発表会 

日 10/29（土）14:00開演/16:00終演
￥ 全席自由 無料
問 小田原 080-6660-0599 

プチコンサート 2022
ピアノ・声楽発表会 
日 10/30（日）14:00開演/16:00終演
￥ 全席自由 無料
問 グループトト
　 natsuko-0705@docomo.ne.jp 

発売中チケット

TICKET

Web
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8/18（木）、高崎芸術劇場 音楽
ホールにて開催された「高崎芸術
劇場 大友直人Presents T-Shotシ
リーズ」の第8弾。注目の若手チェ
リスト・柴田花音さんが、20世紀の
作曲家を中心としたプログラムを披
露しました。このT-Shotシリーズ
では、リサイタルの前後4日間を通
じて、CDレコーディングやミュー
ジックビデオ、インタビューの撮影
を実施。柴田さんにとってデビュー
盤となるCD＆DVDは、12月に発
売予定です。

新しい音楽やアーティストとの出会いに心躍る「高崎音楽祭」。高崎芸術劇場をメイン会場として、10/1（土）～16（日）の16日
間にわたり開催され、高崎の秋を華やかに盛り上げます。　［問い合わせ］高崎音楽祭事務局 027-322-9195

《 は高崎芸術劇場の主催公演・イベント等の様子をお届けするコーナーです》

第33回

演奏会には多くの皆さまが会場に足を運んでくださり、沢山の拍手を送ってくださったの
が本当に嬉しかったです。群馬も高崎も初めてで、緊張と不安もありましたが、今の私にで
きることを出し切れました。初挑戦となったレコーディングは想像以上に大変でしたが、そ
の奥深さを体感でき、今までよりさらに多面的な視点の必要性に気づきました。
また高崎の皆さまに成長した私の演奏を聴いて頂けるよう、頑張ってまいります！これか

らも応援していただけましたら幸いです。

柴田花音さんからのメッセージ

秋の夜風に吹かれながら音楽を楽しむ
ガーデンで「お月見コンサート」を初開催

気鋭のチェリスト 柴田花音さんが熱演
真夏の昼下がり、音楽ホールに華やかな響き

熱帯JAZZ楽団

現代版ジャズ・ロックをコンセ
プトにした情熱的かつクールで新
感覚な3人組バンドが初出演しま
す。

［出演］吉田ゐさお（指揮）、ぴーかぶぅオーケストラ ほか
［料金］全席指定 小学生以上 2,000円　3歳以上の未就学児 1,000円
　　　※2歳以下は保護者1人につき1人膝上鑑賞可。ただし席が必要な場合は有料

10/15（土）①11:30開演（10:45開場）／②15:30開演（14:45開場）大劇場

0 歳から親子で楽しむ初めてのオーケストラ
高崎こどもコンサート

高崎市出身の作曲家・吉田
ゐさおがプロデュースするコ
ンサートです。クラシックの
名曲や映画音楽、童謡などを
演奏。歌や楽しいトークも交
えながらお届けします。吉田ゐさお ②小野あつこ

熱帯JAZZ楽団 with 南
トロピカル

国ディーバ（NORA& 夏川りみ）

［出演］熱帯JAZZ楽団、NORA、夏川りみ
［料金］全席指定 5,500円

10/7（金）19:00開演（18:00開場）大劇場

カルロス菅野率いる高崎音楽祭で生まれたラテンジャズバンド「熱帯
JAZZ楽団」。日本のトップミュージシャンがメンバーに名を連ねます。ゲ
ストボーカルに「オルケスタ・デ・ラ・ルス」のNORAと、「涙そうそう」の
夏川りみを迎え、高崎の夜を熱く盛り上げます。

TICKET BUSWEBTICKETWEB

TICKET BUSWEB

10/9（日）17:30開演（16:45開場）スタジオシアター

fox capture plan

fox capture plan

▲カルロス菅野さんとNORA
さんのメッセージ映像がご覧
いただけます

NORA 夏川りみ

熱帯JAZZ楽団

①ウィンディ

©NHK/
　オトっぺ町役場

「劇場都市」vol.10を発行
カルロス菅野さんとNORAさんの特別対談を掲載しています
高崎市文化事業広報誌「劇場都市」のvol.10で、カルロス菅野さん

とNORAさんの対談を掲載しています。「熱帯JAZZ楽団 with 南国
ディーバ」の見どころ・聴きどころ、“熱帯JAZZ楽団”結成のきっかけ
など内容盛りだくさん。公演前に読めば、公演がより楽しく、公演後
なら余韻に浸れること間違いなし！高崎市内文化施設等で配布して
います。ぜひご一読ください。
※（公財）高崎財団Webサイトからもご覧いただけます

［出演］fox capture plan（岸本亮、 カワイ
ヒデヒロ、井上司）、渡邊恭一（サックス、
クラリネット）、カルテット リシェス（里
見莉衣乃、井上葵、大竹温子、木村珠海）
［料金］全席指定 4,000円

9/14（水）、高崎芸術劇場の屋上広場「ガーデン」を会場とした初のイベント
「お月見コンサート」を開催しました。ギター奏者の草場学さんとフルート奏
者の浅沼春香さんが、エルガー、クライスラー、ピアソラなどの曲を情感たっ
ぷりに演奏。当日は先着100人にお月見団子の無料配布もありました。心地
よい秋風が吹く屋外の開放的な雰囲気の中、ホールとは一味違ったコンサート
をお楽しみいただきました。高崎芸術劇場では、今後も皆さんに楽しんでいた
だけるイベントを企画していきます。

高崎音楽祭 チケット
発売中 その他の公演など

詳細はこちら

10月は19:00以降が見頃です
天候はWebから確認できます

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
■曇りや雨のときはホールで解説を行います

●秋の天体と惑星を見よう ［日時］10/21（金）19:00～
天文教室 無料・事前申し込み不要

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 9/26（月）・10/3（月）・11（火）・17（月）・24（月）・31（月） 

対象は市内在住・在学・在勤の人に限ります。 
メールに右記の必要事項を記入の上、少年科学館へ申し込んでください。 
シニアの人は往復はがきでの応募も受け付けます。 

科学工作／パソコン／シニア教室の申し込み方法

【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応

募
先

必
要
事
項

①希望の教室名　②開催日
③児童生徒名（ふりがな）・学年（シニアは氏名のみ）　 
④保護者名（シニアは不要）
⑤住所　⑥電話番号 

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

夏の大三角や
秋の大四辺形を観よう！

誰でも気軽に星空を楽
しめます。天文台は段差
を無くしたバリアフリー
構造。接眼部を延長して
子どもや車いすの人も観
察しやすくなっていま
す。100台分の駐車場を
完備しています。

その他

10/27（木）～30（日）
第75回全日本新体操選手権大会
新体操の男女個人・団体競技日本一を決める大会です。女子は2023年に開催される

国際大会派遣選手の選考やFISUワールドユニバーシティゲームズの日本代表候補チー
ムの選考も兼ねています。
［チケット］10月上旬発売予定
［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
［問い合わせ］公益財団法人 日本体操協会 
　　　　　　Webサイト内の問い合わせフォームへ　

詳細は　
Webサイトへ

▲

〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18
027-329-5447

JR高崎駅から徒歩8分スポーツ

■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

［日時］11/13（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］11/3（木・祝）

●プログラミング
　「サッカゲームづくり」
プログラミング言語「スクラッチ」を
使って「サッカーゲーム」を作ります。

［日時］10/23（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］10/13（木）

●プログラミング
　「もぐらたたきゲームづくり」
プログラミング言語「スクラッチ」を
使って「もぐらたたきゲーム」を作りま
す。

パソコン教室 要申し込み

●ばねのおもちゃを作ろう

［日時］11/12（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］10/27（木）

ばねを使ったおもちゃを
作ります。

●シニア・プログラミング体験

［日時］11/17（木）9:30～12:00
［会場］パソコン室
［対象］おおむね60歳以上の人
［定員］6人　［費用］無料
［締切］11/3（木・祝）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って
初歩的なをプログラミングを体験します。

●木登りテントウムシを作ろう

［日時］10/22（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］10/6（木）

磁石の力を利用してパイプを
登るテントウムシを作ります。

科学工作教室 要申し込み

●クリスマスキャンドルを作ろう

［日時］11/17（木）9:30～12:00
［会場］創作室
［対象］おおむね60歳以上の人
［定員］18人　［費用］500円
［締切］11/3（木・祝）

ろうを溶かしてカラフルな
キャンドルを作ります。

シニア教室 要申し込み

［日時］10/18（火）～11/9（水）9:00～17:00　［会場］2階展示スペース

私たちの暮らしと、地球の資源や生態系、さまざまな人々の関わりを、「かる
た」の絵札と読札形式のパネルで、楽しくわかりやすくご紹介します。

全国科学館連携協議会　巡回展示
かるたでよみとく　わたしと世界のつながり無料

※10/28（金）は、「群馬県民の日」のためプラネタリウムは無料投映、土・日、祝日と同じ4回投映となります 

プラネタリウム ￥ 一般320円（団体260円（20人以上））
●小・中学生以下、65歳以上　●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人及び付き添いの人1名

※下記の人は無料（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

ムーミンが冬眠から目覚めると、まだ
ムーミン谷は深い雪の中。春を呼び戻す
ことはできるのでしょうか？

子ども向け番組
（秋の星座解説を含む約35分）

ムーミン谷のオーロラ

～11/13（日）期間 

時間 火～金 15:30
土・日、祝日 11:00 14:45 ©日本橋丸玉屋

ハナビリウム
～花火って、なんであるの？～

一般番組
（秋の星座解説を含む約35分）

～11/13（日）期間 

時間 火～金 14:00
土・日、祝日 13:30 16:00

花火の仕組みや歴史とい
った花火の「知」の世界を
実物やパネルで紹介しま
す。花火についてより深く
学べる楽しい展示です。

「ハナビリウム展」
秋の特別展

10/8（土）～11/13（日）期間 

2階展示スペース会場9:00～17:00（無料）時間
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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、体調不良の人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。

映画情報 Film information

※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

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示

アルフォンス・ミュシャ 《夢想 シャンプノア》
1897年 カラーリトグラフ OGATAコレクション

堂本阿岐羅 《緑韻水声》 2000年 日展会館蔵 山田かまち 《月光》 水彩・紙 《鹿角絞り木綿茜染反物》（企画展のみ展示）

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。

ミュージアム

＊（ ）内は20人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人及び付き添いの人1名、65歳以上、中学生以下は無料です
＊10/28（金）群馬県民の日は入館料が無料です

高崎財団では、高崎芸術劇場の公演に出演
する皆さんからのメッセージや本紙Exciting
の特集などを動画で紹介しています。
ぜひご覧ください！

高崎財団YouTubeチャンネル

10/14（金）～終了日未定

一人の人間として生きる道を選んだダイアナの決意の3日間

スペンサー伯爵家に生まれ、20歳でチャールズ皇太子と結婚。世界中で「ダイア
ナ・フィーバー」を巻き起こしたダイアナ元妃。2人の息子に恵まれながらも、自分
らしくいられる場所はどこにもなかった。1991年のクリスマス、精神はすでに限界
に達し、追い詰められたダイアナは、生まれ故郷で、今後の人生を決める一大決心
をする。

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

爆音映画祭IN高崎2022

10/14（金）～16（日） 

音楽ライヴ用の音響セッティングをフルに使った大胆かつ繊細な上映！

音楽ライヴ用の音響セッティングを用い、ザ・ローリング・ストーンズの『ロッ
クン・ロール・サーカス』『チャーリー・イズ・マイ・ダーリン』、『ロッキーVSド
ラゴ :ROCKYⅣ』『クレッシェンド 音楽の架け橋』『アメリカン・ユートピア』『サッ
ド ヴァケイション』『犬王』『回路』などを上映。期間中、『回路』の黒沢清監督による
トークも！

※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

￥ 前売券 1,500円 ※当日券は残席がある場合のみ10:00より販売

映画情報 Film information

©2021 KOMPLIZEN SPENCER GmbH & SPENCER PRODUCTIONS LIMITED/PabloLaraine ©2019 ABKCO Films

2021年
イギリス=ドイツ
1時間57分
監督：パブロ・ラライン
出演：クリステン・スチュワート
　　 ジャック・ファーシング
　　 ティモシー・スポール
　　 サリー・ホーキンス
　　 ショーン・ハリス

1968-1996-2019年
イギリス
66分
監督：マイケル・リンゼイ＝ホッグ
出演：ザ・ローリング・ストーンズ
　　  ジョン・レノン、エリック・クラプトン
　　  ザ・フー

￥ 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

～11/13（日）開催期間

日展の日本画

￥ 一般 600円（500円）
　 大高生 300円（250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（入園は17:30まで） 

＊邸内は会期中10:00～11:00、14:00～16:00で公開
休 9/26（月）・10/3（月）・11（火）・17（月）・24（月）・

31（月）　

〒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 9/26（月）・10/3（月）・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 9/26（月）・10/3（月）・11（火）・17（月）・24（月）・

31（月）　

￥ 一般 500円（400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 9/26（月）・10/3（月）・4（火）・5（水）・6（木）・

11（火）・17（月）・24（月）・31（月）
※10/4（火）～6（木）染色工芸館臨時休館
　（植物園内にはお入りいただけます）
＊植物園内への入場は無料（9:00～16:30）

￥ 一般 100円　大高生 80円

※料金はすべて税込表記です

『スペンサー　ダイアナの決意』

～11/27（日）開催期間

アルフォンス・ミュシャ展
～10/2（日）開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・秋収蔵品展

10/7（金）～11/27（日）開催期間

会場：染色工芸館

COTTON　木綿企画展
ー植物から生まれる糸と色

美しき時代の女神たち
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