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大劇場

BUS

パリ・ウィーンに次ぐヨーロッパ第三の
規模と称される歌劇場の来日公演。

［出演］エルモネラ・ヤオ（ヴィオレッタ）、
フランチェスコ・メーリ（アルフレード）、ア
ルベルト・ガザーレ（ジェルモン）、フラン
チェスコ・イヴァン・チャンパ（指揮） ほか
［料金］全席指定　SS席 27,000円　S席 
23,000円　A席 18,000円　B席 14,000
円　C席 10,000円（U-25 5,000円）　車
椅子席 18,000円
●チケット発売
　Web先行：2/10（金）10:00
　電話発売 ：2/14（火）10:00
　窓口発売 ：2/15（水）10:00

ネマニャ・ラドゥロヴィチ

LEGENDARY SYMPHONIC 
CONCERT 2023 “Navigatoria”

billboard classics

玉置浩二

大劇場

©sajihideyasu
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2/23（木・祝）14:00開演（13:00開場）

親しみのあるスタジオジブリの名曲や、
小野あつこの爽やかな歌声でミュージカ
ルナンバーをお贈りします。誰かを誘っ
て訪れたくなる演奏会です。

［出演］田中祐子（指揮）、小野あつこ（ゲス
ト）、群馬交響楽団
［曲目］久石譲／交響組曲「魔女の宅急
便」、名作ミュージカル作品から「ドレミ
の歌」、「エーデルワイス」 ほか　
［料金］全席指定 S席 5,000円（U-25 
2,500円）完売御礼　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

群馬交響楽団×高崎芸術劇場

『ジブリ＆
ミュージカルナンバー』

ＧＴシンフォニック・コンサート vol.5

©Roselina Garbo©Roselina Garbo

昨年、演奏活動60周年を迎えた前橋汀子。一昨年9月、当劇場音楽ホールのリサイタルで
聴衆を魅了した彼女が、自ら率いるカルテットで来演します。

2014年に結成されたこのカルテットのメンバーは、長きにわたり日本のクラシック界を牽
引する演奏家たち。サイトウ・キネン・オーケストラや水戸室内管で活躍するヴァイオリンの
久保田巧、1992年のジュネーヴ国際コンクール最高位受賞で世界の注目を浴びたヴィオラの
川本嘉子、そしてチェロは、東京クヮルテットの創設メンバーとして30年間にわたり世界各
地で演奏活動を展開した原田禎夫が務めます。
彼らがこだわって選んだ、ベートーヴェンの前期・中期・後期のプログラムで届ける今回の

演奏会は、当劇場での公演を皮切りに、東京、大阪、名古屋のみという稀少公演。音楽ホール
の豊かな響きに包まれながら、円熟味あふれる四重奏をご堪能ください。

ミュージカル
「キング・アーサー」

パレルモ・マッシモ歌劇場
ヴェルディ「椿姫」

多彩な音楽と共に世界中で語り継がれ
る、イギリス・ケルトに伝わる騎士達の物
語が装い新たに描かれます。

［出演］浦井健治、伊礼彼方／加藤和樹
（Wキャスト）、太田基裕／平間壮一（W
キャスト）、小南満佑子／宮澤佐江（W
キャスト）、小林亮太、東山光明、石川禅、
安蘭けい
［料金］全席指定 S席 12,000円 完売御礼

A席 10,000円　B席 8,000円　C席 
5,000円（U-25 2,500円）
［チケット］発売中

大劇場

2/11（土・祝）13:00開演（12:00開場）
2/12（日）13:00開演（12:00開場） 

BUS

太夫の語り、三味線、3人遣いの人形が三
位一体で織りなす伝統芸能の公演。

［出演］竹本千歳太夫（太夫）、竹澤團七（三
味線）、吉田和生（人形、人間国宝） ほか
［演目］〈昼の部〉花競四季寿より万歳・鷺
娘、冥途の飛脚　羽織落としの段・封印切
りの段　〈夜の部〉団子売、菅原伝授手習
鑑　寺入りの段・寺子屋の段
［料金］全席指定 S席 4,000円 昼の部完売

A席 3,000円 （U-25 1,000円）昼の部完売
＜昼夜通し券＞全席指定 S席 7,000円　A
席 4,000円 完売御礼

［チケット］発売中

人形浄瑠璃・文楽

3/13（月）〈昼の部〉14:00開演（13:15開場） 
　　　　　 〈夜の部〉18:00開演（17:15開場） 

©青木信二

スタジオシアター
音楽ホール

ハノーファー国際をはじめとする５つの
コンクールを制覇してきた実力を持つ、
ネマニャの待望の来日公演。

［出演］ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ヴァイ
オリン）、ドゥーブル・サンス（弦楽合奏＋
ピアノ・チェンバロ）
［曲目］ヴィヴァルディ／四季（『和声と創
意の試み』Op.8より） ほか
［料金］全席指定 7,000円（U-25 2,000
円）
●チケット発売
　Web先行：2/10（金）10:00
　電話発売 ：2/14（火）10:00
　窓口発売 ：2/15（水）10:00

～オール・ベートーヴェン・プログラム～
弦楽四重奏曲 第 4 番 ハ短調 Op.18-4
　　　　　　 第11番 ヘ短調 Op.95「セリオーソ」
　　　　　　 第14番 嬰ハ短調 Op.131

前橋汀子カルテット

2023年3月29日（水）14:00開演（13:15開場） 音楽ホール

日本最高峰の名手たちが贈る
円熟のベートーヴェン・プログラム

全席指定 A席 5,000円　B席 4,000円（U-25 1,500円）

©青木信二photo: Sammy Hart

音楽ホール

2010年ショパンコンクール優勝者アヴ
デーエワの、美しく研ぎ澄まされた演奏
をお楽しみください。

［出演］ユリアンナ・アヴデーエワ（ピア
ノ）
［曲目］ショパン／ポロネーズ 第7番 変
イ長調 Op.61「幻想ポロネーズ」、ラフマ
ニノフ／ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 
op.36（アヴデーエワ版）ほか
［料金］全席指定 6,500円（U-25 3,000
円）
［チケット］発売中

ユリアンナ・アヴデーエワ
ピアノ・リサイタル

2/23（木・祝）13:30開演（12:45開場）

大劇場

日本を代表するシンガーソングライター
玉置浩二が、高崎芸術劇場 大友直人芸術
監督の指揮で群馬交響楽団と共演するシ
ンフォニックコンサート。

［出演］玉置浩二、大友直人（指揮）、群馬交
響楽団
［料金］全席指定 13,000円
※特製ブックレット付
※1人2枚まで
［チケット］発売中

4/13（木）18:30開演（17:30開場） 

supported by BLUE NOTE TOKYO

LALAH HATHAWAY

スタジオシアター

“ニュー・ソウルの伝説”ダニー・ハサウェ
イを父に持ち、5回のグラミー賞に輝く
トップ・シンガーが心揺さぶる歌声を届
けるプレミアム・ステージ。

［出演］レイラ・ハサウェイ（ヴォーカル）、
エリック・スミス（ベース）、タバリウス・
ジョンソン（ドラムス）、アリウン・タッ
カー（キーボード）、デニス・クラーク
（バックヴォーカル）、ジェイソン・モラレ
ス（バックヴォーカル）
［料金］全席指定 5,500円（U-25 2,500
円）
［チケット］発売中

3/11（土）18:00開演（17:30開場） 4/23（日）14:00開演（13:15開場） 6/20（火）18:30開演（17:30開場） 

presents ドゥーブル・サンス

ヴァイオリン
久保田 巧
©藤本史昭

チェロ
原田 禎夫
©斎藤清貴

ヴィオラ
川本 嘉子

TEIKO MAEHASHI QUARTET

　　　　　16:30開演（15:45開場
4/9（日）12:00開演（11:15開場） 

第30回山本周五郎賞を受賞した小説の
舞台作品。深夜ラジオ番組「オールナイト
ニッポン」のリスナーたちの交流と、世の
中で彷徨う若者たちの孤独と繋がりを描
きます。

［出演］今野大輝（7 MEN 侍/ジャニーズ
Jr.）、伊東蒼、大久保祥太郎、板橋駿谷、踊
り子あり、富川一人、中薗菜々子、山根良
顕（アンガールズ）、鈴木杏樹
［料金］全席指定 9,500円
●チケット発売
　Web先行：2/25（土）10:00
　電話発売 ：2/28（火）10:00
　窓口発売 ：3/1（水）10:00

スタジオシアター

オールナイトニッポン55周年
記念公演
舞台「明るい夜に出かけて」

©Hiromichi Nozawa
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笑いイチ2023 in 高崎
日 3/26（日）11:30開演（10:30開場）
　　　　　  15:30開演（14:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 S席 4,000円　A席 3,500円
問 サンライズプロモーション北陸
　 025-246-3939（火～金 12:00～16:00 
／土 10:00～15:00）

歌曲の午後12 
～ベル・エポック 
音楽と演劇で綴る愛と祈りの歌～
日 3/26（日）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　小池静香
　 070-4378-6743 

春に寄せて・日本の歌絵巻 
～塚田佳男と仲間たち in 群馬～
日 4/2（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 1,500円
問 コンサート実行委員会　田中
　 090-2414-1928

舟木一夫コンサート2023
日 4/14（金）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

結成30周年記念演奏会 
ロータスカルテット

日 2/26（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 一般 6,000円　U-25 3,000円
問 株式会社 空間あい 090-1815-4608

梅沢富美男劇団特別公演 
梅沢富美男＆研ナオコ 
アッ！とおどろく夢芝居
日 2/2（木）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

台北愛樂コンサート 
時の響き～台湾からの贈り物～
日 2/4（土）16:00開演（15:15開場）
会 大劇場
￥ 全席自由 一般 3,000円
　 高校生以下 1,000円
　 ※小学生以上は有料
問 高崎国際音楽協会 080-6288-3525

ロマン派音楽研究会管弦楽団 
特別演奏会 
～リング・オーケストラルファンタジー
日 2/25（土）13:30開演（12:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 一般 S席 3,000円
　 A席 2,000円　B席 1,500円
　シニア＆学生 S席 2,500円
　 A席 1,500円　B席 1,000円
　 ※シニアは満65歳以上
　 ※学生は小学生～大学院生
問 ロマン派音楽研究会ROMUVE   

0270-40-7817

第24回市民文化フェスティバル
高崎市文化協会に加盟する舞台部門の団体
による合唱・舞踊などの発表
日 2/5（日）10:00開演／16:30終演
￥ 全席自由 無料
問 高崎市文化協会（高崎市文化課）
 　 027-321-1203

高崎和太鼓会 
第三回合同演奏会
同会加盟17団体のうち15団体の個別演奏
と合同演奏を披露
日 2/23（木・祝）12:00開演／17:00終演
￥ 全席自由 300円
問 高崎和太鼓会　齊藤 090-1690-4428

第40回定期演奏会
マンドリン・ギター合奏の演奏会
日 2/25（土）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 500円
問 高崎マンドリン合奏団 027-385-9186

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

TICKETWeb

■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！

TICKETWeb BUS

TICKET BUS

TICKETWeb BUS

第103回 葡萄屋寄席
春風亭一之輔独演会
日 2/6（月）18:30開演／21:00終演
￥ 全席指定 4,000円
問 葡萄屋 090-3146-8973

第6回 新進音楽家支援事業 
「町田慎之介テノールリサイタル」
帝国劇場「レ・ミゼラブル」などに出演して
いる町田慎之介によるリサイタル
日 2/12（日）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 2,000円
問 群馬楽友協会 090-5304-7215

0歳からの親子コンサート 
～子どもたちは 
歩き回っても泣いても大丈夫～
親子で楽しめるファミリーコンサート
日 2/21（火）13:30開演／15:00終演
￥ 全席自由 無料（要申し込み）
問 NPO法人 きびる info@kibiru.org

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）

文化施設イベントスケジュール

養蚕演劇　蚕影様物語
日 3/12（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

2023群馬交響楽団 
春休みコンサート 
0歳からのコンサート 
 ～オーケストラといっしょ！～
日 3/12（日）14:30開演（13:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 S席 3,000円（1階席）
　 A席 2,000円（2階席）
　※0、1歳児は保護者膝上鑑賞可。ただし
　　席が必要な場合は有料
問 群馬交響楽団事務局
　 027-322-4316（平日10:00～18:00）

若手音楽家プロジェクトI 
藝大生による木管五重奏
日 3/21（火・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 コンサート実行委員会 090-4366-2274

からっ風と花の響宴コンサートⅡ 
西田直嗣作品展～豹変する音楽～
日 3/25（土）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　学生 1,000円
問 からっ風と花の響宴コンサート実行委員会
　 karakkazetohana@gmail.com

TICKET発売中チケット

県民音楽のひろば 
やさしいクラシック音楽会 
山・森・嵐 
～自然から生まれた音楽たち～
3/5（日）14:00開演（13:15開場）
会 榛名文化会館
￥ 全席指定 一般 1,500円　学生 1,000円
問 高崎市文化課 027-321-1203

高木直樹ピアノリサイタル 
～Viaje de Ginastera～ 
ヒナステラピアノ作品 
全曲リサイタルシリーズ　Vol.2
日 3/5（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,000円
　 大学生以下 1,500円
問 NTM音楽企画 080-4354-1994

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

［出演］小林研一郎（指揮）、神尾真由子（ヴァイオリン）＊
［曲目］チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35＊
　　　チャイコフスキー／交響曲 第6番 ロ短調 Op.74「悲愴」

［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

2/19（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585回定期演奏会群馬交響楽団

TICKETWeb BUS

小林研一郎（指揮）

神尾真由子（ヴァイオリン）

©山岸伸©山岸伸

©Makoto Kamiya©Makoto Kamiya

＊印は神尾真由子の演奏曲です

高崎経済大学直属吹奏楽部 
第41回定期演奏会

2年ぶりの定期演奏会。感謝の気持ちを込め
て演奏します
日 2/12（日）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 500円
問 第41回定期演奏会実行委員長　青木
　 080-6758-9049

タカサキダンスフェスティバル 
2023（本選）

高崎市のダンスの祭典。オールジャンルの
ダンスイベント
日 2/19（日）13:00開演／18:00終演
￥ 全席自由 無料
問 高崎市文化課 027-321-1203

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）

ピアノ&フルートリサイタル

高崎市出身のピアニスト・須郷愛未さんと
高崎市在住のフルーティスト・越智麻結さ
んによる演奏会
日 2/23（木・祝）14:00開演／16:00終演
￥ 全席指定 無料
　 （要申し込み。2/5（日）まで）
問 高崎市文化課
　 027-321-1203

須郷愛未（ピアノ） 越智麻結（フルート）

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

2/17（金）～ 22（水） 第2展示室
令和4年度 群馬大学教育学部 
美術専攻卒業制作展
卒業制作など卒業研究成果の展示・発表
問 群馬大学共同教育学部 美術教育講座
　 027-220-7313

2/17（金）～22（水） 第3展示室
第23回 写真展 
「サンライフ高崎写真愛好会」
四季の美しい自然やふれあいの写真の展示
問 サンライフ高崎写真愛好会
　 090-4063-1984

2/17（金）～22（水） 第4展示室
絵画展
問 斗南美術協会 027-252-1709

2/17（金）～21（火） 第5展示室
さくらカフェ写真展
前橋市のカフェが主催する写真展
問 さくらカフェ 027-288-5568

2/18（土）～22（水） 第1展示室
群馬県立女子大学実技ゼミ 
卒業修了制作展
問 群馬県立女子大学 実技ゼミ
　 s190316@mail.gpwu.ac.jp

2/10（金）～13（月） 第2展示室
第31回 游墨会書展
学生一般書道作品の展示
問 游墨会　鈴木 龍峰 027-323-4122

2/2（木）～7（火） 第2・3・4・5・6展示室
第24回 市民文化フェスティバル 
 （展示部門）
高崎市文化協会に加盟している団体による
作品の展示
問 高崎市文化協会（高崎市文化課）
　 027-321-1203

2/11（土・祝）～12（日） 第3展示室
こどものアトリエ展
子ども向け絵画造形教室の作品展
問 こどものアトリエ
　 achi-241.chiyotaro@hotmail.co.jp

主催者よりメッセージ

高崎市小・中特別支援学校 ゆうあい教育作品展 

市内の特別支援学級などに通う生徒たちの作品展です｡84校が参加し、クレヨ
ン・絵の具を使った絵画、粘土・木・身の回りにあるものを使用した工作、手芸
作品、書道・文集、観察記録など多様な作品を展示。1人で完成させた物、みん
なで力を合わせて作った力作などさまざまな作品があります。どれもとても個性
的で、一つとして同じ作品はありません。
生徒たちはいろいろなテーマに向かい、のびのびと創作しています。｢考え、表
現する｣を楽しみながら取り組んだ時間は、良い思い出になっていると思います。
毎年、作品展を開催して実感するのは、生徒たちの成長。年々できることが
増えており、その成果が作品にも表れていると思います。生徒一人一人の頑張り
や、作品に込められた想いをぜひご鑑賞ください。（高崎市ゆうあい教育主任会）

1.切り紙絵（小学生作品）
2.紙版画（中学生作品）
3.レリーフ調作品
　（中学生作品） 

FEBRUARY
2023 22月の公演の

詳細はこちら

2/3（金）～8（水） 第1展示室
高崎市小・中・特別支援学校 
ゆうあい教育作品展
市内の特別支援学級・特別支援学校に在籍
する児童生徒の作品及び作業製品の展示
問 高崎市ゆうあい教育主任会（高崎市立倉
　 渕小学校） 027-378-3218

PICK UP!

 [劇場都市AIR]

◎毎週金曜 19:00～19:15（第2・4週は再放送）
　　　水曜 6:30～6:45（再放送）

注目公演の見どころ・聴きどころを
ご紹介しています！

パーソナリティ　田野内 明美

2/10（金）～12（日） 第4・5・6展示室
朝日フォトコン2022・ 
第8回朝日中学生高校生 
フォトコン作品展
問 朝日新聞グループ会 027-221-1435

1

2 3



06 07

トピックス

 高崎から芸術文化を通じたウクライナ支援を

高崎芸術劇場ウクライナウィーク
Charity Concert

Charity Concert

高崎芸術劇場では、1月14日のウクライナ国立歌劇場によるオペラ「カルメン」の上演に併せ、昨年4月以降の主催公演で同歌劇場の活動を支
援する募金を呼びかけてきました。1月9日～15日を高崎から同国の平和を願う「ウクライナウィーク」と位置付け、2つのチャリティーコンサー
トを開催した他、歓迎と支援の意味を込めて、劇場内外での装飾やライトアップなどを行いました。皆さんから寄せられた寄付金は約440万
円となりました。ご支援ありがとうございました。

オペラ「カルメン」上演後、スタジオシアターで歓迎レセプ
ションが開かれ、ウクライナ国立歌劇場の皆さん150人が参加
しました。レセプションでは、富岡賢治高崎市長が同歌劇場首席
舞台監督アナトリー・ソロヴィアネンコさんへ目録を贈呈した
他、1月13日にチャリティーコンサートを行ったカテリーナさん
の記念演奏も行われました。式中にはサプライズで、同歌劇場の
歌手3人がステージに登壇。母国のクリスマスソングを歌い始め
ると、会場内の同歌劇場メンバー全員の合唱になりました。これ
に返礼する形で高崎第九合唱団が「歓喜の歌」を歌い始めると、
同歌劇場メンバーやレセプション参加者も歌の輪に加わり、会場
は大合唱の熱気に包まれました。（1月14日、スタジオシアター）

チャリティーコンサートでは1人1,000円
以上のチャリティー募金のご協力をお願い
しました

地元の城東小学校と
佐野中学校の生徒が
平和への願いを込め
て折った千羽鶴

高崎駅東口と劇場
をつなぐペデスト
リアンデッキに掲
げられたフラッグ
や、劇場内のエン
トランスバナーは
ウクライナ仕様に

大劇場ホワイエはウクライナ
国旗を模して彩ったライト
アップを実施

絵本や花などの展示でウクライナ文化を紹介
（1階カフェレストラン前ガラスシェルフ）

ウクライナメニューや特別仕様
にデコレーションされたスイー
ツ（1階カフェレストラン）

オペラ「カルメン」のカーテンコールで、
割れんばかりの拍手に応えるウクライナ
国立歌劇場の出演者（1月14日、大劇場）

ウクライナ国立歌劇場管弦楽団・合唱団と高崎第九合唱団によるチャリティーコンサートを開催。
今回全国を巡回した同歌劇場の来日公演のうち、地域の音楽団体と共演する唯一のステージで、高崎
芸術劇場の提案により実現したものです。会場では総勢220人の迫力のある演奏が響き渡り、鳴り
やまない拍手と平和を願う来場者の想いがステージに届けられました。（1月15日、大劇場）

ウクライナ国立歌劇場・高崎第九合唱団共演｢第九｣ ウクライナ国立歌劇場歓迎レセプション

ウクライナの豊かな文化と自然を伝える同国の歌手で、バンドゥー
ラ奏者のカテリーナさんによるチャリティーコンサート。バンドゥー
ラの澄んだ音色とカテリーナさんの母国を思う力強い歌声に観客は聴
き入り、多くの人がその歌声に涙しました。曲が終わる度に大きな拍
手が送られていました。（1月13日、音楽ホール）

ウクライナと日本をつなぐ歌声

出演者・関係者から高崎市民へのメッセージ message from UKRAINE

ウクライナ国立歌劇場 首席舞台監督 アナトリー・ソロヴィアネンコさん
今回の日本ツアーの中でも、高崎での公演は私たちにとって特別なものになりました。劇場内外の装飾も感動的で、

これほどまでに温かく迎えていただけるとは想像もしていませんでした。高崎芸術劇場は、素晴らしい機能を備えた
ホールで、皆様のサポートも手厚く、公演としても最高のパフォーマンスを披露できました。高崎の皆様の温かい支援
に、心から感謝しています。そして、現在戦争を経験している国の代表として、全世界の平和を祈っています。

歌手・バンドゥーラ奏者 カテリーナさん
高崎でウクライナウィークを行うと聞いたときは率直に嬉しかったです。ウィークを通じて、音楽はもちろん、文化
や料理などたくさんウクライナを伝えることができていると思います。今日の公演はあっという
間でした。ありがとうございました。皆さんともっとお話したかったし、歌いたかったですね。
昨年から戦争が始まり、家族や友達とも会えない状況が続いています。人生は1回きりなの
で、皆さんにもやりたいことを後回しにせず、ぜひ色々なことに挑戦してもらいたい。そして、
好きな、大切な人にその気持ちを伝えてほしいです。
また劇場で皆さんとお会いしたいです。

ウクライナ国立歌劇場指揮者 ヴィクトル・オリニクさん
高崎第九合唱団とのコラボレーションはとても楽しみにしていましたし、皆さんの演奏に感動しました。今回このよ

うな特別な機会を与えてくださり嬉しく思います。また、高崎芸術劇場に来場されたお客様から寄付をいただいて、そ
の温かい気持ちとサポートに涙が出るくらい感謝しています。劇場内外のウクライナ装飾も素晴らしいですね。今は大
変な時期ですが、また素晴らしいパフォーマンスが披露できるよう、必ず戻ってきたいと思います。
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［曲目］
オール・ベートーヴェン・プログラム
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61＊
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 Op.73「皇帝」＊＊

ザ・ベートーヴェン2

指揮：大友 直人 Naoto Otomo
     （高崎芸術劇場 芸術監督）
ヴァイオリン：戸澤 采紀＊ Saki Tozawa
ピアノ：小林 海都＊＊ Kaito Kobayashi

vol.4
202311/3［金・祝］
14:00開演（13:00開場）

1/1（日・祝）、高崎芸術劇場 大劇場で「第33回高崎元旦コンサート」が開催されました。
群馬交響楽団による同コンサートは、年頭を飾る新春の風物詩として定着し、今年は約1,700

人が来場。指揮者に同劇場芸術監督の大友直人、ソリストにはヴァイオリンの服部百音やピアノ
の金子三勇士、テノール歌手の宮里直樹という国内外で活躍するゲストを迎え、お正月らしい豪
華なステージとなりました。
来場者の中には、演奏はもちろん、指揮者による司会進行とソリストの個性が垣間見えるMC
を毎年楽しみにしている人も。楽団員の衣装やカラフルな照明も演奏会に華やかな彩りを添え、
高崎芸術劇場の2023年公演がスタートしました。

《 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》

高崎芸術劇場での鑑賞時
大きな荷物はぜひクロークへ

華やかな演奏と演出で新春を彩った
恒例の「高崎元旦コンサート」

素敵な音色が響き渡ったクリスマスイブの音楽ホール
ヴァイオリニスト・東亮汰さんが熱演

「高崎芸術劇場 大友直人Presents T-Shotシ
リーズ」の第9弾が、12/24（土）高崎芸術劇場 音
楽ホールで開催されました。ソロやオーケストラ
など多方面で活躍するヴァイオリニスト・東亮汰
さんが、R.シュトラウスとフランクのヴァイオリ
ン・ソナタをメインとしたプログラムを披露。ピ
アノ伴奏を務めた尼子裕貴さんは高校からの同級
生で、息の合った音色を聞かせてくれました。
T-Shotシリーズは、リサイタルの他、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
撮影を実施しています。クリスマスイブに響き
渡った東さんの音色を収めたCD＆DVDは、春
頃に発売予定です。

※貴重品は、お客様ご自身で管理してください
※傘は、エントランス付近の傘立てをご利用ください

高崎芸術劇場では、ご
来場の皆さまが客席で
ゆったりとご鑑賞いただ
けるよう、2階共通ロビー
にクロークを設けていま
す。大きな手荷物やコー
ト等を預けることができます。
クロークの営業日・時間の詳細については当劇場

Webサイトをご確認の上、ぜひご利用ください。

朝にはキラキラと雪が舞ったクリスマスイブ。寒い中、リサイタルにお越しくださった皆さま、
どうもありがとうございました。たくさんのお客様からの温かい拍手は本当に嬉しく、心に残るク
リスマスイブとなりました。リサイタル・レコーディングを含め、高崎芸術劇場での4日間、高校
からの同級生でもあるピアノの尼子君と共に真正面から楽曲と向き合い、密度の濃い時間を過ごし
ました。初めてのCDレコーディングでは、緊張しながらも音楽ホールの素晴らしい響きに耳を傾
け、そこから聴こえてくる音にまた教えられ、自分たちの音楽を作っていきました。今の私たちの
今回のプログラムへの想いが込もった演奏となっているはずですので、CDが
完成しましたら是非お手にとっていただけましたら幸いです。音楽ホールで
また演奏させていただける機会がありますように。今後とも応援よろしくお
願いいたします！

東亮汰さんからのメッセージ

リサイタルにお越し頂きました皆様、また今回のレコーディングでお世話になりました多数のス
タッフの皆様、改めまして有難うございました。東と私の今秘めている情熱を皆様にお届け出来た
と確信しております。

尼子裕貴さんからのメッセージ

高崎芸術劇場Webサイト

▲

リサイタルを終えた東さんとピアノ伴奏を務めた尼子裕貴さんから
メッセージをいただきました。 message

高崎芸術劇場を本拠地に、充実の演奏活動を続けている群馬交響楽団。同楽
団と劇場がタッグを組み、2022年に始動した演奏会シリーズ「GTシンフォニッ
ク・コンサート」は、5公演いずれも大劇場を埋め尽くすお客様を迎え、好評を
博しました。
そんな、“第二の定期演奏会”としてのポジションを築きつつある演奏会シ
リーズの2023年度ラインアップが決定。新年度もクラシックとポピュラーの

2スタイルで、幅広い世代が楽しめるプログラムをお贈りします。
新年度の「クラシック」は、バラエティあふれるゲストを迎えてベートーヴェ
ンやモーツァルト、イタリア・オペラを特集した名曲演奏会など。「ポピュラー」
では、懐かしの映画音楽やおなじみのメロディが迫力のオーケストラで味わえま
す。豊かな響きを誇る音響空間で、多彩に広がる“群響サウンド”をお楽しみく
ださい。

GTシンフォニック・コンサート

※出演者・曲目は変更になる場合があります　

ザ・ベートーヴェン1

［曲目］
オール・ベートーヴェン・プログラム
交響曲 第1番 ハ長調 Op.21
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 Op.37＊
交響曲 第7番 イ長調 Op.92

指揮：大友 直人 Naoto Otomo
     （高崎芸術劇場 芸術監督）
ピアノ：清水 和音＊ Kazune Shimizu

vol.1
20234/8［土］
14:00開演（13:00開場）

大友直人

©Rowland Kirishima

清水和音

©ana Miki

戸澤采紀

©SmileStyleStudio

小林海都

©Tsutomu Yagishita

［曲目］
映画「カサブランカ」（映像付き） ほか

映画音楽名作選

指揮：竹本 泰蔵 Taizo Takemoto

vol.6
20243/9［土］
14:00開演（13:00開場）

竹本泰蔵
［曲目］
メリー・ポピンズ・メドレー、奥様は魔女、コーラスライン、クシコスポスト
ファンタジア・メドレー ほか

宮川彬良の
オーケストラ・パントマイム

指揮・企画：宮川 彬良 Akira Miyagawa
ダンサー：宮川 安利 ほか Ari Miyakawa

vol.3
20239/22［金］
19:00開演（18:00開場）

宮川彬良

©PACO

［曲目］
オール・モーツァルト・プログラム
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」＊
フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299（297c）＊＊
交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」　

ザ・モーツァルト

指揮：飯森 範親 Norichika Iimori
　  （群馬交響楽団常任指揮者）
ヴァイオリン：アイレン・プリッチン＊Aylen Pritchin
フルート：上野 由恵＊＊ Yoshie Ueno
ハープ：吉野 直子＊＊ Naoko Yoshino

vol.2
20237/29［土］
14:00開演（13:00開場）

飯森範親

©山岸伸

アイレン・プリッチン

©Andrej Grilc

沼尻竜典

宮里直樹

©深谷義宣auraY2©深谷義宣auraY2

［曲目］
イタリア・オペラ・ガラ
プッチーニ／歌劇《ラ・ボエーム》から ほか

OPERA GALA CONCERTOPERA GALA CONCERT

指揮：沼尻 竜典 Ryusuke Numajiri
ソリスト：宮里 直樹 ほか Naoki Miyasato
合唱：調整中

vol.5
202312/21［木］
18:30開演（17:30開場）

「群響×劇場」で贈る“第二の定期演奏会” 2023年度ラインアップが決定

※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

●チケット発売

Web先行 電話発売 窓口発売

vol.1 2/17（金）10:00～ 2/21（火）10:00～ 2/22（水）10:00～

vol.2・3 4/7（金）10:00～ 4/8（土）10:00～
※群馬交響楽団での取扱いは4/10（月）10:00～

vol.4・5 8/18（金）10:00～ 8/22（火）10:00～ 8/23（水）10:00～

vol.6 12/8（金）10:00～ 12/12（火）10:00～ 12/13（水）10:00～

【6回通し券】
S席 24,000円　A席 19,200円　B席 14,400円

発売期間　2/3（金）10:00～4/8（土）14:00

※6回通し券は6回全ての回を同じ席で鑑賞できます　※U-25料金の6回通し券はありません
※1～6列目は、販売しない公演もあるため通し券の対象エリア外です
※6回通し券の取扱いは、群馬交響楽団（電話・窓口）、高崎芸術劇場（電話・Web＊）です
　＊高崎芸術劇場での通し券Web購入は、2/16（木）18:00までです。2/17（金）以降の取扱いは電話のみとなります
※未就学児は入場できません
※U-25料金は、公演当日25歳以下の人が対象です。当日年齢の分かる身分証明書をご持参ください
※車椅子・介助席のご購入は、高崎芸術劇場チケットセンターまで電話でお申し込みください

【1回券】
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
●チケット料金（全席指定）
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〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
027-386-6837　 時 15:00～21:30

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。

サイエンス

高崎市少年科学館

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

※1/31（火）、2/28（火）～3/3（金）は、保守点検及び番組入替のため投映がありません   

※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

宮沢賢治の世界を再現したテーマパーク、イーハトーブワールドの銀河鉄
道列車に乗る事になったコナンたち少年探偵団と蘭、園子。 幻想的な星空の
世界を満喫していると突然、キッドからの予告状が届く。 繰り広げられる、
キッドとのお宝争奪戦！しかし、そこには思いもしない罠が仕かけられていた。 
　あの大人気アニメのプラネタリウム版最新作がついに登場！

子ども向け番組（冬の星座解説を含む約35分）

名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道
ギャラクシーレイルロード

©TAJIMA HIDEKI OFFICE Ltd.

一般番組（冬の星座解説を含む約40分）

～2/26（日）期間 

時間 火～金 14:00
土・日、祝日 13:30 16:00

～5/28（日）期間 

時間 火～金 15:30
土・日、祝日 11:00 14:45

［日時］3/11(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］2/23(木・祝)

●ビー玉万華鏡を作ろう
ビー玉を通して見た物がきれい
に見える万華鏡を作ります。

［日時］3/5(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］2/23(木・祝)

●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
コンのキーボードに音階のプログラムを作ります。

●プログラミング
　「幾何学模様づくり」中高学年向け

［日時］2/26(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］無料　［締切］2/16(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。

パソコン教室 要申し込み

［日時］2/25(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］2/9(木)

●ぷるぷるテントウムシを作ろう
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

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

冬の大三角や
冬のダイヤモンドを観よう！

その他

■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
■曇りや雨のときはプラネタリウムホールで解説を行います

●冬の天体と月を見よう ［日時］2/24（金）19:00

天文教室 無料・事前申し込み不要

〒370-0065 高崎市末広町23-1　 027-321-0323　 時 9:00～17:00
休 1/30（月）・2/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）

宇宙サインSP－星占いと12星座－

・ 対象は市内在住・在学の人に限ります 
・ メールに右記の必要事項を記入の上、少年科学館に申し込んでください 

科学工作／パソコン教室の申し込み方法

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

【必要事項】
①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住所　⑥電話番号 

■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

星占い…それは、私たちと宇宙を結ぶSign（サイン）。現代人が忘
れかけている、宇宙という大いなる存在に運命を委

ゆだ
ねていた先人た

ちからの「メッセージ」に耳を傾けてみませんか？
星占いの12星座はもちろん、冬の星座もご堪能ください。

▲

バランスボールやストレッチ
　ポールなども充実

バイクで汗を

▲

　流す利用者

▲講師の声に合わせて動くアクアビクス

▲水深0.5mの幼児プール

▲多くのマシンが並ぶ
　トレーニングルーム▲多種類のトレーニングマシン

▲最大24人が利用
　できる講習室

▲卓球台は
　5台完備

▲高崎環状線に接する好立地

▲和室は2部屋

高崎市内には、皆さんが利用できる文化・スポー
ツ施設がたくさんあります。今回はサンライフ高崎
と浜川プールを紹介。サンライフ高崎は、勤労者の
福祉向上を目的に建てられた施設です。会議室やト
レーニング室などがあります。浜川プールは、屋
内・屋外のプールとトレーニングルームを備えたス
ポーツ施設です。ぜひこの機会にご利用ください。

▲大腿筋を鍛える利用者

至前橋

高崎経済大学
付属高校浜川運動公園

浜川体育館
浜川競技場

大八木町西

清水善造
メモリアル
テニスコート

宇津木スタジアム

高崎北高校

至
市
街
地上越新幹線

北
陸
新
幹
線

県道 柏
木沢・大

八木線

井出

10

123

N

P

P
高崎交通会館

高崎環状線

問屋町球場

N

高
崎
問
屋
町
駅

貝沢町

浜川プール
［住所］高崎市浜川町1575（浜川運動公園内）
［開場時間］温水プール・トレーニングルーム／火曜日～土曜日10:00～21:00（入場は20：30まで）、日曜日・祝日10:00～17:00（入場16：30まで）
　　　　　屋外プール／冬季休業中、（例年7月21日～8月31日営業）
［休館日］温水プール・トレーニングルーム／月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始、保守点検日
［料金］温水プール／3歳～中学生 1回220円、回数券（11回券）2,200円、一般 1回410円、回数券（11回券）4,100円
　　　　　　　　　※2歳以下は無料（ただし、おむつが取れていない場合は入場できません）
　　　トレーニングルーム／一般 1回410円、回数券（11回券）4,100円
　　　　　　　　　　　　　※中学生以下の人は利用・入場できません
［お問い合わせ］ 027-344-5511

ご存知ですか。ご存知ですか。
サンライフ高崎＆浜川プール

軽食やコーヒーなどを楽しめる
喫茶コーナーもあります。人気
メニューはカレーライスです。

ちょっと休憩

サンライフ高崎
［住所］高崎市問屋町4-8-8
［開館時間］9:00～21:00（日曜日・祝日は17:00まで）
［窓口受付時間］火曜日～土曜日9:00～20:20、日曜日・祝日9:00～16:30
［休館日］月曜日、年末年始
［料金］トレーニング室／1回 200円、6か月 2,090円
　　　会議室・和室等は時間帯によって料金が異なりますので
          お問い合わせください 
［対象］高崎市在住・在勤の15歳以上の人
［お問い合わせ］ 027-361-0098

［時間］10:00～15:00
［定休日］月・金曜日

サンライフ高崎
市内で働く人のための施設・サンライフ高崎。講習室や会議室
の他、トレーニング室などを備えています。会社の会議に使った
り、日頃のトレーニングや卓球で健康を維持したりできます。

浜川プール
浜川運動公園内にあるプールで、トレーニングルームもありま
す。屋内は温水プールで25ｍ×7コース。水泳の他、ウオーキ
ングやアクアビクスなどのスポーツ教室も開催されます。夏には
屋外プールも開放され、多くの人でにぎわいます。

Training

Training

Pool

Table   Tennis

サンライフ高崎Webサイト

▲

浜川プールWebサイト

▲

Meeting
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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

富岡惣一郎 《信濃川・卯の木A》 1984年 南魚沼市トミオカホワイト美術館蔵 松本哲男 《富嶽》 1992年 株式会社ヤマタネ蔵 山田かまち 《鳥たち》 鉛筆・紙 牡丹文字散裂（草木染の美・冬に出品）

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

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

2/17（金）～3/9（木）

映画に愛と命を吹き込んだマエストロに感謝を捧げる、愛と幸福に満ちたドキュメンタリー

2020年7月、91歳で逝去した映画音楽の巨匠エンニオ ·モリコーネ。500作品以
上の映画とTVの音楽を手がけ、アカデミー賞では全功績を称える名誉賞にも輝い
た。そんな伝説のマエストロに、弟子であり友でもあるジュゼッペ ·トルナトーレ
監督が密着。幾多の傑作の名場面やワールドコンサートツアーの演奏とともに天才
音楽家の真実を紐解いていく。

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

『ラストエンペラー』
2/18（土）～3/5（日）※2/21（火）・28（火）の上映はありません

鬼才ベルトルッチ監督が清国最後の皇帝·溥儀の生涯を壮大かつ華麗に描く！

1950年、満州国戦犯として中国へ護送された溥儀は手首を切って自殺を図る。
薄れゆく意識の中、半生の記憶がまざまざと蘇る…。清国最後の皇帝 ·愛新覚羅溥
儀の激動の生涯を描いた『ラストエンペラー』。同作には、アカデミー賞日本人初
の作曲賞に輝いた坂本龍一も出演。併せて、坂本龍一 音楽／出演の『戦場のメリー
クリスマス』も上映。

※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

￥ 当日券のみ  1作品につき 一般 1,500円　シニア（60歳以上） 1,100円

映画情報 Film information

©2021 Piano b produzioni, gaga, potemkino, terras ©Recorded Picture Company

2021年
イタリア
2時間37分
監督：ジュゼッペ·トルナトーレ
出演：エンニオ·モリコーネ
　　 クリント·イーストウッド
　　 クエンティン·タランティーノ ほか

1987年
イタリア、イギリス、中国
2時間43分
監督：ベルナルド·ベルトルッチ　　　　
出演：ジョン·ローン
　　 ピーター·オトゥール
　　  ジョアン·チェン
　　  坂本龍一

￥ 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

￥ 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10:00～17:00（入園は16:30まで） 

＊邸内は会期中10:00～11:00、14:00～16:00で公開
休 1/23（月）～2/3（金）・6（月）・13（月）・20
（月）・24（金）・27（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 1/30（月）・2/6（月）・13（月）・20（月)・24
（金）・27（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 1/23（月）～2/3（金）・6（月）・13（月）・20
（月）・24（金）・27（月）

〒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 1/30（月）・2/6（月）・13（月）・20（月)・24
（金）・27（月）
＊植物園内への入園は無料（9:00～16:30）

￥ 一般 100円
　大高生 80円

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。

※料金はすべて税込表記です

『モリコーネ　映画が恋した音楽家』

特集展示　中村眞美子

表情豊かな日本の山々

2/4（土）～3/21（火・祝）開催期間2/4（土）～3/26（日）開催期間

山生誕100年
富岡惣一郎　白に染まる

企画展企画展

同時開催

￥ 一般 500円（400円）
　 大高生 300円（250円） 

＊（ ）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

～2/12（日）開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・冬収蔵品展

2/14（火）～3/31（金）開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・早春収蔵品展
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