


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＊

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］発売中

©Roselina Garbo©Roselina Garbo

パレルモ・マッシモ劇場
ヴェルディ「椿姫」

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　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

2023年6月3日［土］・4日［日］スタジオシアター
14:00開演（13:15開場） 
チケット coming soon

※詳細は公演ページをご確認ください

©篠山紀信

音楽ホール

BUS

ヴァシリー・ペトレンコ指揮
ロイヤル・フィルハーモニー
管弦楽団
ピアノ：辻井伸行

大劇場

イギリスの名門ロイヤル・フィルが待望
の来日。ピアニスト辻井伸行との共演が
決定！

［出演］ヴァシリー・ペトレンコ（指揮）、ロ
イヤル・フィルハーモニー管弦楽団、辻井
伸行（ピアノ）＊
［曲目］チャイコフスキー／ピアノ協奏曲
第1番＊、ショスタコーヴィチ／交響曲第
8番
［料金］全席指定 SS席 15,000円 完売御礼

S席 12,000円　A席 10,000円　B席 
8,000円（U-25 4,000円）
［チケット］発売中

5/23（火）19:00開演（18:00開場） 

BUS

©Rowland Kirishima

LEGENDARY SYMPHONIC 
CONCERT 2023 “Navigatoria”

billboard classics セキスイハイム presents
玉置浩二

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］完売御礼

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） 6/20（火）18:30開演（17:30開場） 

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］発売中

4/23（日）14:00開演（13:15開場） 

ネマニャ・ラドゥロヴィチ
presents ドゥーブル・サンス

©Yuji_Hori ©Svetlana Tarlova

　　　　　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。

［出演］今野大輝（7 MEN 侍/ジャニーズ
Jr.）、山根良顕（アンガールズ）、鈴木杏樹 
ほか
［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」

前橋汀子カルテット

3/29（水）14:00開演（13:15開場） 

日本のトッププレイヤーによるカルテッ
トが円熟味あふれるオール・ベートー
ヴェン・プログラムをお届けします。

［出演］前橋汀子（ヴァイオリン）、久保田
巧（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、
原田禎夫（チェロ）
［曲目］ベートーヴェン／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
［料金］全席指定 A席 5,000円　B席 4,000
円（U-25 1,500円）
［チケット］発売中

公式YouTube 詳細はこちら

©Hiromichi Nozawa

演 出 夏木マリ

出 演 土屋太鳳 / マメ山田
 Mari Natsuki Terroir（マリナツキテロワール）

山﨑麻衣子 / 小島功義 / 城俊彦 / 牟田のどか / 高橋綾子 / 岩崎未来 / 川崎萌々子 / 国枝昌人

夏木マリ

演出助手 川本裕子　振 付 井手茂太 / 小尻健太

私のクリエーション印象派は、印象派NÉO「ﾋ ﾉ゚ｷｵの偉烈」で30年を迎えます。
1993年にひとり舞台でスタートした印象派は、
東京都現代美術館公演「イントランジット」からNÉOとして再スタートし、
MNTのメンバーと創るダンスシアターに変化して来ました。
作品創りのテーマとして、世界共通である童話をモチーフにし、
その簡素な物語は私に想像力を与え、
原作から離れていけば行く程本当に伝えたい事に近づくことに気づきました。
MNTとのワークショップで身体的な潜在言語を発見し、組織化しています。
今回は土屋太鳳さんをプリンシパルとして迎えての作品創りです。
ご期待ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    演出 夏木マリ

子供ごころを失わずいつも新鮮に生きたいと感じますが子供に読み聞か
せる童話は、大人こそが読まなければいけないバイブル。そんな思いで
【印象派NÉO】では過去「わたしたちの赤ずきん」「灰かぶりのシンデレ
ラ」「不思議の国の白雪姫」と作品を上演してきました。主人公が主役と
は限らない、童話の残酷性と現代社会を演出コンセプトに今作も童話を
題材にした作品を上演します。

土屋太鳳の出演が決定！
今年で30周年を迎える夏木マリの印象派NÉO

夏木マリ 土屋太鳳
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立川志の彦 落語会 in 高崎
日 4/1（土）14:00開演（13:30開場）
会 高崎シティギャラリー コアホール
￥ 全席自由 一般 2,500円
　 U-25 1,000円
問 立川志の彦事務局 080-5032-8059

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

vol.1 ザ・ベートーヴェン1
4/8（土）14:00開演

vol.2 ザ・モーツァルト
7/29（土）14:00開演

vol.3 宮川彬良の
　　　オーケストラ・パントマイム
9/22（金）19:00開演

vol.4 ザ・ベートーヴェン2
11/3（金・祝）14:00開演　
vol.5 オペラ・ガラ・コンサート
12/21（木）18:30開演

vol.6 映画音楽名作選
2024/3/9（土）14:00開演

HATA MOTOHIRO 
CONCERT TOUR2023 
-Paint Like a Child-
日 4/29（土・祝）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,700円
問 SOGO TOKYO  03-3405-9999
　 （月～土12:00～13:00、16:00～19:00 
　 ※日、祝日を除く）

三山ひろしコンサート2023 
15周年記念 
～歌う門には夢来たる!～
日 5/31（水）13:30開演（13:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 S席 6,500円　A席 6,000円
　 ※S席のみ劇場で取扱い
問 カンフェティチケットセンター
　 0120-240-540

喝采をあなたに 
大月みやこ･伍代夏子･香西かおり 
歌謡ビッグ･ステージ2023
日 6/8（木）14:00開演（13:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,000円
問 アイエス 03-3355-3553

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

浦島坂田船  
Spring Tour 2023 彩
日 3/21（火・祝）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,000円
　 ※3歳以上は有料
問 ディスクガレージ
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

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

陸上自衛隊 第12旅団 
第57回定期演奏会

日 3/4（土）13:30開演（12:30開場）
会 大劇場
￥ 無料（要整理券）受付終了
問 第12旅団広報室 0279-54-2011

群馬室内合唱団 
第11回定期演奏会
日 3/12（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 1,000円
問 群馬室内合唱団実行委員会事務局　竹歳
　 080-5420-6476 

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

Web

TICKETWeb

BUS

TICKET

BUS

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
　 ※3歳以上は有料
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

第26回　NTT東日本 群馬支店 
チャリティ 
群響スプリングコンサート
日 3/29（水）15:00開演（14:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 無料（要申し込み）受付終了
問 NTT東日本群馬支店チャリティコン
サート事務局 0800-800-0133（平日
9:00～12:00／13:00～17:00）

TICKETWeb

TICKET発売中チケット
TICKETWeb

BUS

文化施設イベントスケジュール

中島裕康 箏リサイタルツアー 
2022～2023
箏・十七絃の独奏を中心に、古典から現代曲
までを演奏するリサイタルツアー
日 3/4（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

Music Box Concert 
～楽器の好きな仲間たち～
群馬大学音楽専攻生有志による器楽演奏会 
日 3/7（火）18:30開演／21:00終演
￥ 全席自由 無料
問 Music Box
　 musicbox.12colors@gmail.com

神保彰 ワンマンオーケストラ 
GUNMA DE JIMBO 2023
日 3/11（土）16:00開演／18:00終演
￥ 全席指定 一般 5,000円（当日 5,500円）
                  学生 2,000円（当日 2,500円）
問 キョードー東京 0570-550-799

aile 10周年ありがとうコンサート
10周年を迎え、これまでの感謝を込めて思
い出の曲、懐かしい曲、歌い継ぎたい曲を集
めて演奏
日 3/12（日）14:30開演／16:30終演
￥ 全席自由 一般 2,000円
　 中学生以下 1,000円
問 aile t.j.non-mom935@ezweb.ne.jp

ヒビキ piano  
CONCERT TOUR Chime
日 3/17（金）19:30開演／21:30終演
￥ 全席指定 4,500円（当日 5,000円）
問 オデッセー 03-4426-6303

ピアノ発表会
日 3/18（土）13:30開演／16:30終演
￥ 全席自由 無料
問 新井ピアノ教室 027-324-8178

北関東ピアノコンクール 
入賞者記念推薦コンサート 2023
日 3/19（日）13:00開演／16:30終演
￥ 全席自由 一般 1,000円
　 小学生以下 500円
問 北関東ピアノコンクール実行委員会
 　 027-363-6280

ヴォーカルコンサート Vol. 5
声楽発表会
日 3/25（土）13:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 無料
問 田中 由利 090-9817-0609

長江恵佑 & 垂野鮎子 
ピアノリサイタル 
春の夕べ Vol. 1
ソプラノとピアノのコンサート
日 3/27（月）19:30開演／21:00終演
￥ 全席自由 2,000円
問 垂野 鮎子 ayuko.pf@gmail.com

弦楽研究発表会
バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス
によるソロと合奏
日 3/28（火）17:00開演／21:00終演
￥ 全席自由 無料
問 井桁正樹 027-327-1730

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

TICKET

［出演］大植英次（指揮）、小曽根真（ピアノ）＊
［曲目］武満徹／弦楽のためのレクイエム
　　　ガーシュウィン／
　　　ラプソディ・イン・ブルー＊
　　　ベートーヴェン／
　　　交響曲 第3番 変ホ長調 Op.55「英雄」

［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

3/25（土）16:00開演（15:00開場）
高崎芸術劇場 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586回定期演奏会
群馬交響楽団

TICKETWeb BUS

大植英次（指揮）

©飯島隆©飯島隆

小曽根真（ピアノ）

©Kazuyoshi Shimomura
　（AGENCE HIRATA)

令和4年度群馬大学教育学部 
音楽専攻生卒業演奏会

群馬大学卒業生による独唱、独奏、作品発表
など
日 3/12(日)13:00開演／16:15終演
￥ 全席自由 無料
問 群馬大学教育学部音楽専攻
　 gundai.sotsuen.r4@gmail.com

映画「ぼけますから、よろしくお願
いします。～おかえりお母さん～」 
上映会
日 3/16（木）①10:20開演／12:00終演
      　 　　 ②12:30開演／14:10終演
      　 　　 ③14:40開演／16:20終演
￥ 全席自由 一般 1,200円
　 18歳以下 1,000円
問 栃木県映画センター 090-9686-8045

第15回高崎高校和太鼓部漢組 
定期演奏会
日 3/25（土）16:30開演／19:30終演
￥ 全席自由 無料
問 群馬県立高崎高等学校
　 027-324-0074

StudioY 6th Concert
バレエ・フラダンスの発表会
日 3/26（日）15:00開演／17:20終演
￥ 全席自由 無料
問 StudioY 090-3049-7033

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

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～

クラシック初心者でも楽しめる、指揮者に
よる解説付きのコンサート
［出演］茂木大輔（指揮）、群馬交響楽団
日 3/5（日）14:00開演／16:00終演
￥ 全席指定 一般 1,500円　学生 1,000円
問 高崎市文化課 027-321-1203

茂木大輔（指揮）

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

養蚕演劇　蚕影様物語
明治時代、箕郷地域にあった養蚕農家の実
話を元にした、公募市民出演による演劇
日 3/12（日）14:00開演／15:40終演
￥ 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

HEART Global  
ミュージック・アウトリーチツアー 
2023　in高崎

アメリカからやってくる教育団体と1時間
のショーを作るワークショップ
日 3/12（日）17:30開演／19:30終演
￥ 全席自由 1,000円
問 ミュージック・アウトリーチ事務局
　 h-g@jibunmirai.com

高崎高校吹奏楽部 
第63回定期演奏会

2年ぶりに有観客で開催する定期演奏会
日 3/26（日）18:00開演／20:00終演
￥ 全席自由 300円
問 群馬県立高崎高等学校 027-324-0074

第31回高崎女子高校 
吹奏楽部定期演奏会

クラシックやポップスなど多彩なジャンル
を楽しめる定期演奏会
日 3/31（金）16:30開演／19:30終演
￥ 全席自由 500円
問 群馬県立高崎女子高等学校
　 027-362-2585

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）

＊印は小曽根真の演奏曲です

MARCH
2023 33月の公演の

詳細はこちら

GTシンフォニック・コンサート
[会場] 高崎芸術劇場 大劇場LINE UP

TICKETWeb BUS

高崎芸術劇場オープンシアターvol.5
「春休みリレーコンサート
～あなたもアーティスト！～」
憧れの音楽ホールの響きの中で
あなたも演奏してみませんか？
ピアノは、数々の受賞歴のあるピアニスト・仲道
郁代が選定したヤマハCFXをご用意！輝かしさ
と音像の豊かさを持つピアノの響きをお楽しみ
ください。

日 4/4（火） ①10:00～12:50
　　　　　 ②13:40～16:30
　 　　　　③17:20～20:00
会 音楽ホール 詳細はWebへ

GTシンフォニックの全ての回を
大劇場の同じ席で鑑賞できる
6回通し券を発売しています。
1回券を6公演分購入するよりも、
なんと20%もお得！
ぜひお早めにご購入ください。

全席指定（税込） 6回通し券
 S席 30,000円　  S席 24,000円
A席 24,000円　  A席 19,200円
B席 18,000円　  B席 14,400円

【発売期間】～4/8（土）14:00

詳細はこちら

6回通し券
発売中

高崎市文化会館
バックステージツアー

高崎市文化会館では、普段は公開し
ていない音響室や映写室などを職員
の解説付きで見学できるバックス
テージツアーを開催します。貴重な
機会ですので、ぜひご参加ください。

３/21（火・祝）
①10：30～11：30　
②14：30～15：30　
（申し込みの際に
希望の回を選択）  

日 時

市内在住の小学生以上
(小学生は保護者同伴)

対 象 者

各回10人（先着）募 集 人 数

高崎市文化会館問い合わせ先

3/7（火）～14（火）に電話
で下記へ（9:00～17:00 
※月を除く）

申 し 込 み

参加
無料
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トピックス
高崎の春の風物詩である高崎映画祭が、今年も開催されます。高崎芸術劇場をメイン会場とし
て、3月18日（土）から31日（金）までの14日間、選りすぐりの作品たちを上映。大劇場での授賞
式や、スタジオシアターでしか味わえない特別な時間を提供し、高崎の春を盛り上げます。
ぜひ会場に足を運び、お楽しみください。

第34回高崎映画祭で最優秀助演男優賞を受賞した本県出身の俳優・渋川清彦さん。今年の映画祭の
開幕を前に、高崎映画祭などについてお話を伺いました。

3/18（土）開幕。第36回高崎映画祭
珠玉の作品たちに浸る14日間

A pr ize  l is t  o f  Takasaki  Fi lm Fest iva l  36th .

SPECIAL INTERVIEW36
–渋川さんにとって、映画とは何ですか

“芝居をする”という意味では、映画もドラマも
一緒ですが、映画が一番好きなんですよ。ドラマで
は大きな演技、見ている人に分かりやすい演技を求
められることが多いのですが、映画では日常のごく
自然な感じの表現、監督もそういう演技を求めます
し、その雰囲気、映画の現場が一番好きです。
思春期には、映画からパッションだったり、役者

のしぐさだったり、劇中の音楽を探したりもして、
すごく影響を受けましたね。自分にとって映画は
「カッコイイ」ものというのがあるのかもしれません。

–第34回高崎映画祭で最優秀助演男優賞を
　　受賞されていますが、そのときの心境は？ 
賞自体は素直にうれしく思いましたね。地元の映

画祭ということでより喜びを感じました。この高崎
映画祭は、きちんと作品や演者の芝居を観てくれて
いると思います。その面で自分の演技を評価してく
れたこと、純粋に映画が好きな人たちがやっている
映画祭の賞は本当にうれしいです。

高崎映画祭プロデューサーから皆様へのメッセージMESSAGE
映画は時代を移す鏡と言いますが、内容や作り方だけでなく、作り手の世代交代を色濃く感じ、加えて若い人た

ちを支えようとする年配層の動きの変化も感じられる一年でした。日本のマーケットだけを意識した映画づくりか
ら、世界に鑑賞者がいることを意識したものづくりへと変わっています。一方で、時代の流れからすると、映画鑑
賞のスタイルがさらに変わり、スクリーン体験をする観客が減っているという現実もあります。今回選出した受賞
作品と受賞者は、映画が映画として差し出せる最大級のパフォーマンスをしているものばかりです。手のひらでは
なく、ぜひスクリーンをとおして映画の可能性を感じ、体験していただきたいと思っています。

志尾睦子

–第35回では授賞式の司会をされていましたね

司会とか慣れていないけれど、オファーをいただ
いたのでやってみようと。地元から声をかけてもら
えた仕事なので、自分で良ければ、お役に立てれば
と受けました。隣に（ラジオでご一緒しているラジオ
高崎のアナウンサーの）田野内さんがいてくれたので
心強かったですし。

–来場者や市民へのメッセージをお願いします

高崎映画祭は、広く一般に知られている有名人だ
けでなく、新人や映画で頑張っている人にもしっか
りと目を向けて賞を与えています。端的に“渋い”と
感じます。今回の作品賞を受賞した三宅監督もすば
らしい映画を撮っています。授賞式は、こうした一生
懸命映画を作っている人が間近に見られるので来場
してほしいです。そして、作品も楽しんでほしいです。
自分の仕事としては役の幅を広げるためにも、ド

ラマ・舞台とかもやりつつ、映画を軸にやっていき
たいですね。熱のある仕事には自分自身もしっかり
と応えていきたいと思います。

STORY
美術館での仕事を辞め、カフェのアルバ
イトを始めた沙知は常連客から勧められた
アパートで新たな生活を送る。しかし、心
には会うことの叶わないパートナーの姿が
残っていた。歌人、東直子による短歌を基
に映画化。沙知の暮らしの中に潜む、小さ
な煌めきたちが描かれる。 

1974年、群馬県渋川市生まれ。「KEE」の名でモ
デル活動を経て、98年「ポルノスター」で映画デ
ビュー。
映画・ドラマ・舞台などで活躍中。ラジオ高崎「Air 
Place」の第1・3・5火曜のゲストパーソナリティも
務める。

渋川清彦／しぶかわ・きよひこ

©Genuine Light Pictures

『春原さんのうた』
杉田 協士監督

最優秀作品賞

最優秀監督賞 新進監督グランプリ

最優秀主演俳優賞

『ケイコ 目を澄ませて』

岸井 ゆきの

最優秀新人俳優賞

『マイスモールランド』

嵐 莉菜

最優秀助演俳優賞

『LOVE LIFE』

永山 絢斗

最優秀新人俳優賞

『こちらあみ子』

大沢 一菜

最優秀新進俳優賞

『裸足で鳴らしてみせろ』

佐々木 詩音

新進監督グランプリ

『裸足で鳴らしてみせろ』

工藤 梨穂

最優秀新進俳優賞

『裸足で鳴らしてみせろ』

諏訪 珠理

『こちらあみ子』

森井 勇佑

©野村佐紀子『BARFOUT!』

第36回高崎映画祭 授賞式
会場 高崎芸術劇場　大劇場日時 3/19（日）16:00～ 詳細については

高崎映画祭公式サイトへ
▲

第35回の授賞式の様子

STORY
小さなボクシングジムで練習するプロボ
クサーのケイコは、生まれつき両耳とも聞
こえない。母親からはボクシングの継続を
心配され、言葉にできない想いを抱えてい
た。そんなある日、ケイコはジムの閉鎖
を知る。16㎜フィルムから溢れ出す光や匂
い、音までもが心に響く傑作。 

©2022 映画「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会/COMME DES CINEMAS

『ケイコ 目を澄ませて』
三宅 唱監督
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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 2/27（月）・3/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）

サイエンス

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※右記の人は無料（窓口で整理券をお渡しします。）

■火曜日から金曜日（祝日及び春休み期間を除く）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

※2/28（火）～3/3（金）・14（火）～16（木）は、番組入替等のため投映がありません   

天文教室 無料・事前申し込み不要

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
027-386-6837

時 15:00～21:30

冬の大三角や
冬のダイヤモンドを観よう！

その他

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。

3月は
19:00以降が見頃です
天候はフェイスブックで確認できます

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（春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

一般番組（春の星座解説を含む約40分）

3/17（金）～5/28（日）期間 

時間 火～金 14:00
土・日、祝日

春休み期間（3/28（火）～31（金）・4/4（火）～6（木）） 13:30 16:00

期間 

時間

～5/28（日）
火～金 15:30
土・日、祝日

春休み期間（3/28～31・4/4～6） 11:00 14:45

■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

●冬から春の天体を見よう ［日時］3/17（金）19:00

ネイチャーリウム　星の旅 －世界編－

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

3/4（土）～12（日）期間 

時間 火～金 14:00
土・日、祝日 13:30 16:00

パソコン教室 要申し込み

パソコン教室の申し込み方法

●プログラミング
　「ブロックくずしゲームづくり」中高学年向け

［日時］3/19（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］3/9（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って「ブロッ
クくずしゲーム」を作ります。

・ 対象は市内在住・在学の人に限ります 
・ メールに下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 

【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

■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！

3/3（金）～8（水） 第1展示室
田嶋祥行油繪展
問 田嶋 祥行 027-325-0361

3/3（金）～5（日） 第6展示室
第33回 キミ子方式 
三原色のラプソディー展
絵画、書籍の展示
問 キミ子方式を楽しむ会 in 高崎
　  027-361-4012

3/10（金）～22（水） 第4展示室
絵画展
問 斗南美術協会 027-252-1709

3/10（金）～13（月） 第1展示室・予備室
第52回 高崎市華道協会いけばな展 
第25回 高崎市民いけばな展
いけばなの展示やワークショップ等の開催
問 高崎市華道協会
　  027-321-1203（高崎市文化課）

3/10（金）～15（水） 第2展示室
二科群馬支部展
二科展に出品した作品の展示
問 二科群馬支部
　 ishimotokaori@icloud.com

3/31（金）～4/2（日） 第6展示室
桑友会展
書道作品の展示
問 桑友会 027-289-4689

3/31（金）～4/4（火） 第2展示室
アンティーク ローズ 
パッチワークキルト作品展
パッチワーク教室の生徒によるベッドカ
バー、タペストリー、バッグ等の展示
問 アンティーク ローズ 027-323-5315

3/31（金）～4/5（水） 第1展示室
第32回 水墨画振興会
東京・埼玉・群馬の会員と公募による水墨画
作品の展覧会
問 日本水墨画振興会 027-346-2982

3/25（土）～27（月） 第6展示室
第15回 高女書道部展
問 高崎女子高校書道部 027-362-2585

3/24（金）～29（水） 第1・2展示室
多胡碑・第20回記念群馬書作家展
群馬県展委員266人による作品の展示
問 一般社団法人 群馬県書道協会
　 027-395-5961

3/17（金）～22（水） 第3展示室
花の写真展
問 片貝 好昭  080-5186-3322

3/17（金）～20（月） 第2展示室
25th キヤノンフォトクラブ群馬 
写真展
テーマ作品9点、自由作品40点、ミニ個展作
品10点の展示
問 キヤノンフォトクラブ群馬
　  0270-24-7268

3/10（金）～15（水） 第6展示室
2023 アトリエ・テマ展
絵画・デザインの展示と画描実演
問 アトリエ・テマ　勅使川原 正代
　  090-2465-1665

3/3（金）～7（火） 第2展示室
第43回 高崎市小・中学校 
防火ポスター展
高崎市内の小・中学生による火災予防を訴
える防火ポスターの展示
問 高崎市消防協力会（高崎市等広域消防局
　 予防課） 027-324-2214

PICK UP!

3/3（金）～8（水） 第3・4展示室
みんなの作品展
心身障害者とその家族の7団体が生活の中
で作りあげた作品の展示
問 高崎市心身障害者等連絡協議会
　  090-3090-8512

文化施設イベントスケジュール

第43回 高崎市小・中学校防火ポスター展

主催者よりメッセージ

市民の皆さんに防火意識を高めてもらうことを目的に、1980年から開催してい
るポスター展です。今年は、高崎市内75校の小中学校の児童・生徒による407
作品を展示します。親世代の皆さんも、学校の冬休みの課題として取り組んだ思
い出があるのではないでしょうか。
展示は、市長賞や市議会議長賞などの特別賞20作品と、学校ごとのコーナー

に分かれています。作品はどれも色使いや構図が工夫されていて、火災に気を付
けるべき場面など、子どもならではの着眼点もあってハッとさせられます。ポス
ターの制作を通して、「火の怖さ」についてしっかりと感じていることが伝わって
きます。
高崎市等広域消防局管内では昨年1年間で69件の建物火災があり、その原因

で一番多かったのは「コンロの取り扱い不注意」でした。少しの用心が、大切な家
族や財産を守ることにつながります。ぜひ会場に足を運び、子どもたちの力作を
ご覧になってください。そして、友人や家族と火災予防について話すきっかけに
してもらえればと思います。（高崎市等広域消防局予防課 佐藤文男さん）

小学校の部
島貫心花さん（乗附小5年）

高
崎
市
長
賞

中学校の部
中本梨月さん（群馬南中2年）

芸術劇場南駐車場
高崎市北双葉町1-3

P1

アートパーク高崎東
高崎市双葉町1-12

P2

メディアメガ高崎
高崎市下和田町5-3-8

P3

高崎駅東口駐車整理場
高崎市八島町222

P4

●営業時間や料金など詳しくは、各駐車場にお問い
合わせください

●高崎芸術劇場に専用駐車場及び提携駐車場はあり
ません

LABI1立体駐車場
高崎町栄町1-1 

P5

ココパルク800 
高崎町東町5 

P6

ウエストパーク1000
高崎市旭町34-1

P7

高崎芸術劇場 ぜひご利用くださいをシャトル
高崎芸術劇場 ぜひご利用くださいをシャトル

無料・予約不要

シャトルの運行の様子が動画でご覧いただけます

▲

開演2時間前～開演時間〈約5分間隔〉

終演後約1時間

運行時間

駐車場行
劇 場 行

高崎芸術劇場
近隣駐車場

高崎芸術劇場は、「大劇場」での公演日に、劇場とアートパーク高崎東、ウエストパーク
1000をそれぞれ往復する「高崎芸術劇場シャトル」を運行しています。アートパークルート
は、高崎駅東口を経由します。開演前や終演後のご移動に、ぜひご利用ください。
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3/19(日）～21（火・祝）
高松宮記念杯　第5回全日本社会人バスケットボールチャンピオンシップ
アマチュアチームの日本一を決める大会です。国内トップレベルの試合をぜひご覧ください。

［入場料］無料
［主催］公益財団法人 日本バスケットボール協会、一般社団法人 日本社会人バスケットボール連盟
［後援］高崎市、高崎市教育委員会、高崎市バスケットボール協会 ほか
［問い合わせ］一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟
　　　　　　Webサイト内の問い合わせフォームへ

〒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

詳細はWebサイトへ 

▲

スポーツ

［期間］5/8～7/10（計10回）の月曜日
［コース］午後コース14:00～15:00
［参加料］3,000円　［定員］45人

●第1期フィットネスフラ教室

【申し込み先・問い合わせ】
浜川体育館
〒370-0081　高崎市浜川町1487　027-344-1551
 ＊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

■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
■高崎市外在住の人は、「市内在勤」「市内在学」どちらに
　該当するか明記してください

【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
申し込んでください

［期間］5/12～7/28（計12回）の金曜日
［コース］午前コース10：30～11：30
［参加料］3,500円　［定員］50人

●第1期ボクシングフィットネス教室

［期間］4/20～6/29（計10回）の木曜日
［コース］夜間コース19:00～20:30
［参加料］3,000円　［定員］50人

●第1期メタボ・ダイエット教室

［期間］4/18～6/20（計10回）の火曜日
［コース］午前コース10:30～11:40
　　　　夜間コース19:20～20:30
［参加料］3,000円 ［定員］午前120人、夜間50人

●第1期シェイプアップエアロビクス教室

［期間］4/20～6/29（計10回）の木曜日
［コース］午後コース13:30～15:00
［持ち物］ダンベル（500mlペットボトル×2本でも可）
［参加料］3,000円　［定員］150人

●第1期木曜ストレッチ教室

［期間］4/17～6/26（計10回）の月曜日
［コース］午前コース10:00～11:30
　　　　夜間コース19:00～20:30
　　　　※子連れでの参加はできません
［参加料］3,000円　［定員］各150人

●第1期フィットネスヨガ教室

［期間］4/14～8/4（計10回）の金曜日
［コース］午後コース13:30～15:00
［参加料］3,000円　［定員］150人

●第1期金曜ストレッチ教室

至前橋

高崎経済大学
付属高校浜川運動公園

浜川プール
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

寺尾中学校
東京農業大学
第二高校 寺尾町北

71

N

17

城南野球場
高崎アリーナ

上
越
新
幹
線

高
崎
駅

武道館
［住所］高崎市石原町3892-7
［開館・窓口受付時間］8:30～21:00
　　　　　　　　　 （日曜日・祝日は17:00まで）
［休館日］年末年始
［お問い合わせ］ 027-327-3977

浜川体育館
［住所］高崎市浜川町1487（浜川運動公園内）
［開館・窓口受付時間］8:30～21:00
　　　　　　　　　 （土日・祝日は17:00まで）
［休館日］年末年始
［お問い合わせ］ 027-344-1551

武道館Webサイト

▲

浜川体育館Webサイト

▲

メインアリーナはバスケ2面、バレー3面、バドミントン12面のコートを張れる広さ 柔道場

剣道場サブアリーナ

初心者の人も
大歓迎！

浜川体育館
&
武道館

利用案内

※予約方法や料金などの詳細は
　 Webサイトをご確認ください

事前予約を行うことにより、施設を貸切で
使用することができます

当日、大会や専用利用等が入っていない場
合にご利用いただけます。施設の空き状況
をお問い合わせの上、ご来館ください

専用利用

個人利用

武道館
柔道や合気道で使える柔道場と、剣道・空手
など行える剣道場を持つ武道館。試合の大きさ
2面分が取れます。その他にも会議室や更衣室
を備えています。

浜川体育館
浜川運動公園内にある体育館です。メインア
リーナとサブアリーナがあり、通常利用の他、
各種大会も開催されます。卓球で使える多目的
室や更衣室などの設備も整っています。

春が近づき、だんだんと暖かくなってくる3月。高崎市内のスポーツ施設で運動してはいかがでしょうか。今回は
浜川体育館と武道館を紹介。浜川体育館は、さまざまな屋内競技の大会の他、研修や地域の催し物などで利用でき
る施設です。武道館は、柔道・剣道・空手・なぎなたなどの武道で利用できます。また年に数回スポーツ教室も開
催しています（下記「スポーツ教室」参照）。ぜひこの機会に体を動かしてみてください。

※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

【申込期間】3/1（水）～15（水）
浜川体育館

【申込期間】3/15（水）～31（金） 
武道館

スポーツ教室

春に向けて

体を動かそう！
支援から生まれた市民との交流

ウクライナ新体操選手団、2回目の避難受け入れ
高崎市は1月18日から2月15日まで、昨年10月に続き2回目となるウクライナ新体操選手団の避難を受け入れました。電力不足等により日常生活や練習場所の確保

が厳しい状況にあることから、同国の体操連盟から直接高崎市に申し出があり、実現したものです。今回は選手ら29人が滞在。選手は春から始まる新シーズンに向け
て、高崎アリーナなどで練習したり、市内で開催された大会に出場したりしました。

市内中学校の新体操部員約40人と合同練習をした他、
選手団のコーチによるボールの演技指導が行われました。

駐日ウクライナ特命全権大使のコルスンスキー・セルギーさんが、選手団を激励。練習に
勤しむ選手団に励ましの言葉をかけ、活躍を願いました。受け入れた高崎市に対し「高崎市
の皆さまには、選手たちを温かく受け入れていただきありがとうございます」と感謝の意を表
しました。

選手のうち11人が、市内の新体操クラブに所属
する選手8人の家庭にホームステイをし、交流を
図りました。受け入れた小竹沙來さんは「大変な状
況の中、国を背負って頑張っている。笑顔で接し
てもらえてうれしい」と手巻きずしでおもてなし。
オノプリエンコ選手は「日本の家庭はどんな雰囲気
なのか知りたかったので、貴重な経験ができまし
た。温かく素敵なお家で過ごせて楽しかったです」
と笑顔で語り、絆を深めました。

日本全国から約500人が参加する「高崎シルクカップ」。高崎アリーナで開催されたこの
大会に、ウクライナ選手も個人・団体の競技に出場。大会終了後にはエキシビションも行わ
れ、世界トップレベルの選手たちの演技に、客席からは盛大な拍手が送られました。

市内中学校の選手と合同練習

ウクライナ駐日大使が訪問

団らんを楽しむ
市内新体操クラブの選手宅へホームステイ

演技で伝える感謝の想い
世界トップレベルの選手が市内の大会に出場



12 〈編集・発行〉公益財団法人 高崎財団 高崎芸術劇場部　〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1　TEL.027-321-7300（代表）／2023年2月25日発行

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 《桂林山水・霧・水上よりB》 1982年 油彩
南魚沼市トミオカホワイト美術館蔵

田中青坪 《浅間高原（５）》 1980年 アーツ前橋蔵 山田かまち 《無題（黒）》 1977年 水彩・紙 山崎青樹 草木画 《鶯》

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

3/10（金）～17（金）

アジアの町を独自の感性で描いてきたチャン・リュル監督が映し出す
過去と孤独が交錯する人間ドラマ

中国出身でソウルを拠点に活動を続け、カンヌ・ヴェネチア・ベルリンなど国際
映画祭で高く評価され続けている映画監督チャン・リュル。福岡で開催された映画
祭を通じて、繰り返し福岡を訪れるうちに愛着を抱き、映画人たちとの交流を通じ
て生み出された『群山』『福岡』そして最新作『柳川』、3つの“旅する映画”を一挙上映。

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

『虎の尾を踏む男達』（英語字幕版）
3/11（土）・12（日） 両日13:00～上映 ※予告篇の上映はありません

高崎演能の会「安宅」、
市川團十郎襲名披露「勧進帳」と
共にご堪能ください！

能の「安宅」とそれを下敷きにした
歌舞伎「勧進帳」を原案に、源頼朝か
ら追われる身となった義経と弁慶一
行の“安宅の関越え”を描く。義経一
行7人に付き添う軽妙な強

ごうりき
力を新たに

配し、よく知られたこの話を実に軽快
なコメディとし、息詰まる関所での問
答、晴れやかでいて物哀しいエピロー
グなど緩急自在の演出で撮り上げた黒
澤明の傑作を35㎜フィルムで上映。

※ご来館の際はマスクの着用をお願いします
※25歳以下の人は、年齢のわかる身分証明証をご持参ください

￥ 当日券のみ（10:30より販売）  一般 1,000円　25歳以下 800円

映画情報 Film information

©1945 東宝

『柳川』
2021年
中国
1時間52分
監督：チャン・リュル
出演：ニー・ニー
　　 チャン・ルーイー
　　 シン・バイチン
　　 池松壮亮 ほか

1945年　日本　58分
監督：黒澤明
出演：大河内傳次郎、藤田進、榎本健一

￥ 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

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

チャン・リュル監督〈福岡三部作〉

特集展示　中村眞美子

表情豊かな日本の山々

～3/21（火・祝）開催期間～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 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 2/27（月）・3/6（月）・13（月）・20（月）・22（水）

〒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 2/27（月）・3/6（月）・13（月）・20（月）・22（水）・

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 2/27（月）・3/6（月）・13（月）・20（月）・22（水）
～31（金）

〒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 2/27（月）・3/6（月）・13（月）・20（月）・22（水）・

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

￥ 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

～4/23（日）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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