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supported by Blue Note Tokyo

RICHARD BONA
ASANTE TRIO

スタジオシアター

コンテンポラリー・ジャズ界を牽引する
天才ベーシスト、リチャード・ボナによる
超絶的なベース・プレイと美しい歌声で
届ける最新ステージ。

［出演］リチャード・ボナ（ベース、ヴォー
カル）、オスマニー・パレデス（ピアノ）、ヒ
ラリオ・ベル（ドラムス、パーカッション）
［料金］全席指定 5,500円（U-25 2,500
円）
［チケット］発売中

4/23（日）18:00開演（17:30開場） 

こまつ座第146回公演

『きらめく星座 』

スタジオシアター

作家・井上ひさしがこまつ座のために書
き下ろした作品。太平洋戦争前の激動の
時代を懸命に、そして活き活きと生きた
一家の物語です。

［出演］松岡依都美、久保酎吉、村井良大、
粟野史浩、瀬戸さおり、後藤浩明、髙倉直
人、小比類巻諒介、木村靖司、大鷹明良
［料金］全席指定 6,600円（U-30 3,300円
高校生以下 2,200円）
［チケット］発売中

6/9（金）13:00開演（12:30開場） 

大劇場

BUS

「魂のピアニスト」と呼ばれ、愛され続け
るフジコ・ヘミングのソロピアノ公演で
す。

［出演］フジコ・ヘミング
［曲目］シューベルト／即興曲 変ト長調 
D899・Op.90-3、ラヴェル／亡き王女の
ためのパヴァーヌ、リスト／パガニーニ
大練習曲集より《ラ・カンパネラ》 ほか
［料金］全席指定 S席 12,000円　A席 
10,000円　B席 8,000円　C席 6,000円
［チケット］発売中

©中嶌英雄

フジコ・ヘミング
ソロ・コンサート

5/28（日）15:00開演（14:00開場） 

The Miracle of Pinocchio
「ﾋﾟﾉｷｵの偉烈」

スタジオシアター

土屋太鳳をプリンシパルに迎え、「ピノキ
オ」を題材に童話の残酷性と現代社会に
通ずる普遍性を表現します。

［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）
［料金］全席指定 S席 11,000円　A席 
10,000円　B席 9,000円　C席 8,000円
D席 7,000円　E席 6,000円
※特典付きチケット等の購入はオフィ
シャルHPをご確認ください
［チケット］発売中

6/3（土）14:00開演（13:15開場） 
6/4（日）14:00開演（13:15開場） 

印象派 NÉO vol.４

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

5/23（火）19:00開演（18:00開場） 

セキスイハイム presents

©Yuji Hori©Yassine Toumi ©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.）、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］完売御礼

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」

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

©Hiromichi Nozawa

オペラ『椿姫』はオペラ王ヴェルディの代表作だけでなく、
世界中で最も人気のあるオペラの一つです。『椿姫』以前のオペ
ラといえば歴史劇でしたが、この大作曲家は同時代の社会の裏
側を生きる高級娼婦をヒロインに据えた点が革新的で、その新
鮮さは今なお色あせることがありません。
ストーリーや登場人物が分かりやすいのも『椿姫』の特徴

で、「乾杯の歌」など有名なアリアも登場することから、オペラ
初心者にも安心してお勧めできる名作です。

ヒロインのヴィオレッタは華麗かつ情熱的な歌唱や表現が求められる難
役です。欧米の一流歌劇場での喝采を浴びるヤオにはまさに当たり役と言
えるでしょう。さらにアルフレード役のメーリ、ジェルモン役のガザーレ
が共演。すごいステージになること間違いありません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ 2023
らくごDE全国ツアーvol.11

大劇場

©Rowland Kirishima ©Mana Miki

BUS

4/8（土）14:00開演（13:00開場）

クラシックの王道とも言えるベートー
ヴェンプログラムでお贈りする、今年度
のGTシンフォニック・コンサートの幕開
けです。

［出演］大友直人（指揮）、清水和音（ピア
ノ）、群馬交響楽団
［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　
［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

群馬交響楽団×高崎芸術劇場

『ザ・ベートーヴェン1』
ＧＴシンフォニック・コンサート vol.1

スタジオシアター

6/25（日）13:30開演（12:45開場）　

21人抜きで真打ちへと昇進し、笑点メンバー入りも果た
すなど「いま最もチケットの取れない落語家」と言われる
エース、春風亭一之輔による全国ツアーが今年も高崎に登
場。

［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：4/14（金）10:00　電話発売：4/18（火）10:00　窓口発売：4/19（水）10:00

©山田雅子

音楽ホール

8/9（水）13:30開演（12:45開場）　

日本のチェロ界でひときわ存在感のある輝きを放つ逸材。
ヨーロッパで研鑽を積む若きチェリストが奏でる、奥行き
のある音楽をご堪能ください。

［出演］水野優也（チェロ）、吉見友貴（ピアノ）
［曲目］バッハ／無伴奏チェロ組曲 第1番 BWV1007、ブリテン／チェロ・ソナタ ハ長調 
Op.65、ブラームス／チェロ・ソナタ 第2番 へ長調 Op.99、マルティヌー／ロッシーニの主
題による変奏曲 H.290
［料金］全席指定 2,000円
●チケット発売
　Web先行：4/14（金）10:00　電話発売：4/18（火）10:00　窓口発売：4/19（水）10:00

T-Shotシリーズ vol.10
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

水野優也
チェロ・リサイタル

©T.Tairadate

パレルモ・マッシモ劇場

G.ヴェルディ「椿姫」
初めてのオペラにもおすすめの名作

当世トップスターがそろう理想のキャスト

パレルモ・マッシモ劇場はイタリア国内でもトップクラス
の質と内容を誇る公演を重ねる劇場です。映画『ゴッドファー
ザー PARTⅢ』の印象的なシーンはこのシチリア島の劇場で撮
影されました。そんな歴史ある名門劇場の空気を存分に堪能で
きる貴重なステージにご期待ください。

映画『ゴッドファーザー PARTⅢ』にも
登場する劇場

［日時］6月20日（火）18:30開演（17:30開場）
［会場］大劇場
［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

前回公演より（撮影：宮川舞子）

【ヴィオレッタ】
エルモネラ・ヤオ

【アルフレード】
フランチェスコ・メーリ

【ジェルモン】
アルベルト・ガザーレ

舞台写真©rosellina garbo
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TICKETWeb

第49回 狂言を観る会 特別公演
日 5/6（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

TICKET

神村晴子　サクソフォンリサイタル
日 5/7（日）13:30開演（13:00開場）　
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,000円　学生 1,000円
問 神村晴子 080-3711-6470

TICKETWeb

Hiromi Go Concert Tour 2023 
NEW INTENTIONS
日 6/10（土）17:00開演（16:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 10,000円
　 ※3歳以上は有料
問 MASエンターテイメント
　 03-5746-9900

TICKETWeb

高崎パイロットクラブ創立30周年 
永井美加 ハートフルコンサート 
～愛と平和を歌う～
日 6/17（土）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 3,000円
問 永井 027-352-7110

TICKETWeb

リリコ・スピラーレ 
22nd コンサート  
～SANJU 特別公演～
日 6/18（日）14:00開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,000円（当日2,500円）
　 高校生以下 1,000円（当日 1,500円）
問 リリコ・スピラーレ

lirico@lirico-spirare.com

HATA MOTOHIRO 
CONCERT TOUR 2023 
 -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
　 ※小学生以上は有料。未就学児は保護者
　膝上鑑賞可

問 ソーゴー東京  03-3405-9999
　 （月～土12:00～13:00、16:00～19:00 
　 ※日、祝日を除く）

UNISON SQUARE GARDEN 
TOUR2023 "Ninth Peel"

日 4/30（日）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 6,300円
　 ※小学生以上は有料
問 フォールーラー 028-614-4044

TICKET

伊藤 正×石原理恵 
デュオコンサート 
～1900年の音楽～ 
フランス印象派とくるみわり人形
日 5/14（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円
　 高校生以下 1,500円　
問 サロン・エルセフィロ
　 090-4454-9754

TICKET

Appassionata Concert Vol.3 
～群馬県出身の若手音楽家が贈る 
情熱の音楽会～
日 5/27（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 NTM音楽企画 080-4354-1994

TICKETWeb

ニライカナイ　～島ぬ誕生
日 5/28（日）①11:00開演（10:00開場）
　　　　　  ②15:00開演（14:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由
　 S席 3,000円（中学生以下 2,000円）
　 一般席 2,500円（中学生以下 1,500円）
問 創作琉鼓会BREATH　佐藤
　 080-2253-1700

TICKETWeb

白水裕憲 
フルートリサイタル　vol.10 
～群響30年目の挑戦～
日 5/28（日）14:00開演（13:30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 白水裕憲 090-8724-8420

TICKETWeb

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

TICKET

あれやコレ 
おもしろコンサート Part4
日 5/31（水）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円
　 大学生以下 500円
問 あれやコレおもしろコンサート実行委
員会 090-2331-4747

TICKETWeb

東日本大震災復興支援 
『おだわらともお  
オカリナの風コンサート』
日 6/4（日）14:00開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 大人 2,500円
　 高校生以下 500円　
問 小田原 080-6660-0599

TICKETWeb

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

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！～

日 4/4（火）①10:00開演（9:40開場）
　　　　   ②13:40開演（13:20開場）
　　　　   ③17:20開演（17:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 無料
問 高崎芸術劇場 企画調整室
 　 027-321-7302

弦楽合奏団フルッタアウトゥナーレ 
Spring Concert
日 4/8（土）17:30開演（17:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,000円
　 大学生以下 1,000円
問 フルッタアウトゥナーレ
　 090-9858-2762

オペラプレミアシートシリーズ 18th 
山田由紀子＆村上敏明 
オペラデュオリサイタル
日 4/9（日）14:00開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　
　 未就学児 1,500円
問 有限会社プリーマ 027-320-6380

小林洋子　オカリナリサイタル
日 4/1（土）13:30開演（13:00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 小林洋子事務局　丘 090-6568-3841

Natalie Japan Tour 2023 
群馬公演
日 4/1（土）14:00開演（13:30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 6,600円
問 株式会社ヤスダインターナショナル
　 info@yasuda-intl.com（平日10:00
～18:00）

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

BiSH 
PUNK SWiNDLE TOUR

日 4/2（日）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 指定席、着席指定席 8,000円
問 KMミュージック 045-201-9999
　 （平日11:00～13:00／15:00～17:00）

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

BUS

Hideaki Tokunaga  
Concert Tour 2023 
ALL BEST 2

日 4/9（日）16:00開演（15:15開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 SSシート（FC限定） 11,500円
　 指定席 9,500円
問 ディスクガレージ
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

和みコンサート2023 『挨拶』
日 4/14（金）14:00開演（13:15開場）
　 4/15（土）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 無料（要申し込み）
問 小林眼科 027-353-4110

MY FIRST STORY -THE TWO-

日 4/15（土）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 STORYTELLERシート 8,800
円　指定席 5,800円 

　 ※4歳未満は無料。ただし席が必要な場合
　　は有料
問 クリエイティブマン 03-3499-6669

合唱団コール・パーク 
第44回定期演奏会
日 4/16（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 1,000円
　 ※13歳以上は有料
問 合唱団コール・パーク実行委員会事務局
　 塚越 090-8080-9280

SUPER BEAVER 
都会のラクダ HALL TOUR 2023 
～ ラクダ紀行、ロマン飛行 ～

日 4/16（日）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 6,900円
　※3歳以上は有料。2歳以下は無料。ただし
席が必要な場合は有料

問 ディスクガレージ 050-5533-0888
　 （平日12:00～15:00）

田中彩子ソプラノ・リサイタル 
in 高崎芸術劇場 
Presented by WOWOWプラス
日 4/22（土）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 6,000円
問 ハンプトンジャパン株式会社
　 0120-131-213

DISH// 
HALL TOUR 2023  
"TRIANGLE"
日 4/23（日）
　 17:30開演（16:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 指定席、着席指定席、着席皿
　 ファミリー//席 8,500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

　※小学生以下は保護者（高校1年生以上）
　同伴に限り入場可

問 ディスクガレージ 050-5533-0888
　（平日12:00～15:00）

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKET発売中チケット

BUS BUS

BUS

BUS

BUS

［出演］飯森範親（指揮）、三浦文彰（ヴァイオリン）＊
［曲目］モーツァルト／交響曲 第1番 変ホ長調 K.16
　　　ショスタコーヴィチ／ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 Op.77＊
　　　R.シュトラウス／交響詩《英雄の生涯》Op.40, TrV 190（ヴァイオリン・ソロ：伊藤文乃）

・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

＊印は三浦文彰の演奏曲です

Web BUS

APRIL
2023 44月の公演の

詳細はこちら

第587回定期演奏会　常任指揮者就任披露演奏会
4/22（土） 16:00開演（15:00開場）　大劇場 TICKET BUS

飯森範親（指揮）

©山岸伸

三浦文彰（ヴァイオリン）

©Yuji Hori

群馬交響楽団

TICKET TICKET

 [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

［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

▲Webからもご覧いただけます

高崎の文化芸術の“今”をお届
けする広報誌「劇場都市」vol.11
を発行しました。今回号では、群
響常任指揮者に就任する飯森範
親さんを特集しています。
高崎芸術劇場の他、高崎市内
各文化施設等で配布中。ぜひお
手に取ってご覧ください。

飯森さんインタビューも掲載！
「劇場都市」vol.11を発行しました

高崎芸術劇場ライトアップ2023春

日 4/3（月）～6（木）18:00～22:00
　 （ホワイエへの入場は21:00まで）
会 2階 大劇場ホワイエ
￥ 無料 詳細はWebへ

高崎芸術劇場オープンシアターvol.6 
「大劇場のテクニカル・ショー」

日 5/7（日）①10:00開演（9:40開場）
　　　  　②14:00開演（13:40開場）
会 大劇場
定 各100人
￥ 無料（要申し込み） 詳細はWebへ

　繊細な心理描写からド迫力のコンサートまで演出する、
大劇場の設備と機構を劇場スタッフが徹底解説。普段は立
ち入れない舞台裏にもご案内します。

　大劇場ホワイエ内を、桜をイメージした光や映像で彩ります。
フォトスポットの設置の他、ビュッフェでは飲み物等も販売。高崎
芸術劇場で春らしい色鮮やかな空間をお楽しみください。



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 ＊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

川久保博子バレエアカデミー 
Ballet concert 2023
クラシックバレエの発表会
日 4/2（日）16:30開演／18:30終演
￥ 全席自由 無料
問 川久保博子バレエアカデミー
 　 080-1128-3607

第29回邦楽春の祭典2023
三曲（箏・三弦・尺八）によるチャリティー演
奏会
日 4/9（日）13:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 無料
問 邦楽春の祭典2023実行委員会　小林
　 027-344-3378

合唱団さくら 
スプリングコンサート

結成10周年を迎えた、55人の混声ハーモ
ニーとゲストのオカリナオーケストラの演
奏
日 4/15（土）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 500円
問 合唱団さくら　吉田 080-5083-4035

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

中村悦子コンサート　2023

歌謡コンサート
日 4/23（日）14:30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 中村悦子後援会 027-362-5792

群馬県立高崎女子高等学校 
音楽部定期演奏会
合唱とミュージカルの演奏
日 4/29（土・祝）18:00開演／21:00終演
　 4/30（日）13:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 無料
問 群馬県立高崎女子高等学校
　 027-362-2585

立川志の彦落語会 in 高崎
日 4/1（土）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 一般 2,500円（当日 2,800円）
　 学生 1,000円
問 立川志の彦事務局 080-5032-8059

みやけん CONCERT TOUR 2023
ピアノソロコンサート
日 4/14（金）19:30開演／21:30終演
￥ 全席指定 4,000円（当日 4,500円）
問 オデッセー 03-4426-6303

ニュー・ユニゾンハーモニカクラブ 
合同演奏会
日 4/15（土）13:00開演／15:30終演
￥ 全席自由 無料
問 ニュー・ユニゾンハーモニカクラブ連合会
　 090-1555-9137

第26回 アニマート・テューネ  
ピアノコンサート
ピアノ発表会
日 4/16（日）13:00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

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

第17回 全国和紙ちぎり絵 高崎サークル展

4/29（土）～5/8（月） 第6展示室
狩野萌＆登万里子 二人展
群馬県出身の写真家・狩野萌と大阪府出身
の写真家・登万里子による作品展示
問 狩野 萌 080-8888-4025

4/21（金）～26（水） 第6展示室
萌展
絵画等の展示
問 萌展 090-9648-2887

4/21（金）～26（水） 第4展示室
絵画展
問 斗南美術協会 027-252-1709

4/21（金）～26（水） 第5展示室
有馬雅美写真展 
「尾瀬夢幻 ～水が織りなす 
美しき世界～」
風景写真の展示
問 有馬 雅美
　 masami@arima.jp

4/21（金）～26（水） 第3展示室
山崎ちぎり絵教室展
ちぎり絵の展示
問 田島 禮子 090-6137-3138

4/21（金）～26（水） 第2展示室
第17回 全国和紙ちぎり絵 
高崎サークル展
問 全国和紙ちぎり絵 高崎サークル
　 027-388-2017

PICK UP!4/6（木）～12（水） 第2展示室
Gourd展
4つの絵画教室の合同展（油絵、水彩画）
問 笹山 勝雄 080-3967-5085

4/7（金）～12（水） 第6展示室
Photographer's Bond.s 
写真展 2023
問 Photographer's Bond.s
　 090-9377-2341

4/7（金）～10（月） 第1展示室・予備室
第14回 上毛書人会展
問 上毛書人会 金井 如水
　 090-5789-0360

4/21（金）～26（水） 第1展示室・予備室
第20回 曜生水墨画会展
各会員の総合作品 （公募） の展示会
問 曜生水墨画会　代表 千野 曜生
　 027-230-1988

4/14（金）～19（水） 第6展示室
第30回 ぐんま森の会展
油彩画の展示
問 ぐんま森の会 090-4615-1217

4/14（金）～19（水） 第3展示室
うるし工房 木地呂 作品展
漆塗り作品の展示
問 うるし工房 木地呂 080-3592-8480

4/14（金）～19（水） 第1・2展示室・予備室
第48回 群馬芸術文化協会展
油彩、水彩、彫刻、陶芸、書道、写真などの総
合美術展
問 群馬芸術文化協会 027-251-4341

■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！

主催者よりメッセージ

日本を代表するちぎり絵作
家・亀井健三さんの作品に出
会ったことをきっかけに、東
京まで通って和紙ちぎり絵を
学び、講師となりました。地
元の高崎でもその魅力を広め
ようと、1995年にこのサーク
ルを立ち上げ、その翌々年か
ら展示会を開いています。
今回は、会員 20人がお気

に入りの風景や花などをモ
チーフとして手がけた約50点
を展示します。色の使い方や
ちぎり方、重ね方など、それ
ぞれの個性があふれる力作ば
かり。日頃の成果をたくさん
の人に見ていただけたら幸い
です。
和紙ちぎり絵は、ぬくもり

のある独特の風合いが大きな特徴。「ちぎって、貼る」という工程で、幅広い世代
が楽しめるのも魅力です。サークルの皆でおしゃべりしながら、和気あいあいと
制作するのが楽しくて長く続けられています。
今回の展示会では、はがきサイズのちぎり絵を作る体験教室も開催します。短

時間で完成できますので、気軽にご参加ください。皆様のご来場をお待ちしてお
ります。

代表の大井八重子さん

群馬県立中央中等教育学校 
管弦楽部 第32回定期演奏会

幅広い世代になじみのあるプログラムで、生
の音楽をお楽しみください
日 4/9（日）13:30開演／16:30終演
￥ 全席自由 無料
問 群馬県立中央中等教育学校
　 ジェフリー・バドリック
　 027-370-6663

高崎経済大学附属高等学校 
吹奏楽部 第17回定期演奏会

「アルヴァマー序曲」など、吹奏楽の名曲を
盛り込んだプログラムをお届けします
日 4/30（日）18:00開演／20:30終演
￥ 全席自由 大人 500円 　高校生以下 300円
　 ※未就学児入場可（無料）
問 高崎経済大学附属高等学校吹奏楽部
 　江原 027-344-1230

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）

高崎芸術劇場芸術監督・大友直人が推薦する才能あふれる若手演奏家を、幅広
いファンの皆様に紹介する「T-Shotシリーズ」。豊かな響きを誇る音楽ホールで
のリサイタルに加え、ライブ録音とセッション録音、ミュージックビデオやイン
タビューの映像撮影を実施し、CD＆DVDの制作を行う高崎芸術劇場のオリジナ
ル企画です。

Coming
　　Soon！

クラシック界の次代を担う若き逸材が登場

高崎芸術劇場 大友直人Presents T-Shotシリーズ

収録曲などの  　
詳細はWebへ

▲

vol.1 荒井 里桜（ヴァイオリン）

vol.2 亀井 聖矢（ピアノ）

vol.3 岡本 侑也（チェロ）

vol.4 尾城 杏奈（ピアノ）

vol.5 戸澤 采紀（ヴァイオリン）

vol.6 上野 通明（チェロ）

vol.7 谷 昂登（ピアノ）

vol.8 柴田 花音（チェロ）

T-Shotシリーズ CD&DVD好評発売中

vol.1〜vol.7は高崎市中央図書館で貸し出しています

私にとって高崎での初めてのリサイタルなので、と
ても楽しみにしております。ピアニストの吉見友貴さ
んとの共演で、聴衆の皆さまにお届けしたい、そして
CDに残したい、そんな
私の想いの詰まった作品
でプログラムを構成しま
した。当日、会場でお待
ちしております！

T-Shotシリーズ初の管楽器！オーボエの荒木奏
美です。特にオーケストラにおいて多くの作曲家に
愛される独特な音色、なかなか単独で聴かれるこ
とはないでしょうか。名曲を含む緩やかに繋がるプ
ログラム、初めての高崎、
夢膨らませながら大切に準
備して参ります。10月、皆
様とお会いできることを心
より楽しみにしております。

このような素敵な機会をいただけたことに心よ
り感謝しております。作曲家が楽譜に残した世界
と向き合い、今の私が感じる全てを音楽に込めて
皆さまにお届けできればと思います。高崎で初め
ての演奏、秋に皆さまとお会いできることを楽し
みにしております。

水野 優也 チェロ・リサイタル

8/9（水）13:30開演（12:45開場）

チケット発売
Web先行：4/14（金）　電話：4/18（火）　窓口：4/19（水）

　これまでリリースしたCD＆DVDは、高崎芸術劇場2Fチケットカウンターで販売しています。
公演を聴き逃してしまった人も、もう一度聴きたいという人も、ぜひお楽しみください。

戸澤采紀さんが
群響と共演

T-Shotシリーズ vol.5に出演し
たヴァイオリニスト・戸澤采紀さ
んが「GTシンフォ
ニック・コンサート
vol.4 『ザ・ベートー
ヴェン 2』」(11/3開
催 )に出演します。
こちらもぜひ注目く
ださい。

全公演共通
【会場】高崎芸術劇場　音楽ホール
【料金】全席指定 2,000円

©Tomoko Hidaki©T.Tairadate

チケット発売

荒木 奏美 オーボエ・リサイタル

10/26（木）13:30開演（12:45開場）

Web先行：6/9（金）　電話：6/13（火）　窓口：6/14（水）

同シリーズは2020年10月に始動して以来、これまでに9公演を開催。出
演した皆さんは、国内外でさらなる活躍を見せています。シリーズ4年目を迎
える今年も、注目の3人が高崎にやって来ます。公演の聴きどころや意気込み
について、出演者からメッセージをいただきました。これからのクラシック界
を担う新星たちの演奏をぜひご堪能ください。

11/16（木）

北村 明日人 ピアノ・リサイタル

13:30開演（12:45開場）

チケット発売
Web先行：7/14（金） 　電話：7/18（火）　窓口：7/19（水）

vol.10 vol.11 vol.12

関連公演

vol.9 東 亮汰
（ヴァイオリン）も
 今春発売予定！

公演の詳細は　
Webへ

▲

©SmileStyleStudio
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スポーツ

《 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》

豪華な演目と出演者が特別公演を飾る
「高崎演能の会」

2022年度最後のＧＴシンフォニック・コンサート
大劇場に広がった“音楽の贈りもの”

2/23（木・祝）高崎芸術劇場 大劇場で、群馬交響楽団×高崎芸術劇場 GTシンフォニック・コンサート
vol.5「ジブリ＆ミュージカルナンバー～音楽の贈りもの～」が開催されました。
今年度にスタートした新しい演奏会シリーズ「GTシンフォニック・コンサート」。クラシック、ポピュ

ラーどちらのプログラムも好評を博し、2022年度最後の本公演も、幅広い世代の人で会場は満席となり
ました。前半はジブリ作品から「魔女の宅急便」の交響組曲を披露。誰もが一度は耳にしたことのある名
曲が、田中祐子さんの指揮で演奏されました。　　
後半は小野あつこさんがゲストで登場し、名作ミュージカル＆映画作品の曲を歌唱。本公演のために特
別に訳された日本語の歌詞で優しく歌い上げました。小野さんの伸びやかで美しい歌声が会場いっぱいに
響き渡り、群響サウンドと共にご来場の皆様に贈られました。
来年度の本シリーズも、バラエティーあふれるプログラムをご用意。豊かな響きを誇る大劇場で、さま
ざまな音楽をお楽しみください。

高崎市出身の観世流能楽師、下平克宏さん出演の「高崎演能の会 特別
公演」が3/2（木）、高崎芸術劇場スタジオシアターで開催されました。

20回目を迎えた同会は、毎回好評で今回もチケットは完売。満席の会
場で能「安

あた か
宅」が上演されました。歌舞伎「勧進帳」の原案にもなったこ

の演目は、弁慶が機転を利かせて窮地を乗り越える展開が見どころです。
公演にあたって2月には、下平さんが講師を務めるプレ講座を実施
し、実際の上演映像や資料を交えた解説が行われました。来場者が演目
への理解を深め、能をより身近に感じられる機会となりました。
また、特別公演にふさわしく、観世流宗家の観世清和さんが舞囃子

「羽衣」に、人間国宝の野村万作さんが狂言「貰
もらいむこ
聟」に出演し、厳かな公

演となりました。

今回は能の演目の中で、最もダイナミックで壮大な曲である「安
宅」を上演しました。そちらに加え、観世流宗家の観世清和さんと
野村万作さんに華を添えていただいたのは、まさに特別公演にふさ
わしい内容でした。それを郷里で開催できたことは非常にありがた
く、感慨深いものがありました。
日本の舞台芸能のルーツとも言える能は、日本人の感性がつまっ
ています。日本人であれば理屈抜きにして体感してもらえる部分が
たくさんあると思うので、まずはお出かけいただき、本物を生で見
てください。そしてその空気感を役者と共有していただければと思
います。能には正しい見方があるわけではないので、それぞれの感
性で能に触れてみてください。
高崎芸術劇場のスタジオシアターは、県内で唯一の能舞台です。
今後もみなさんに楽しんでもらえる演目をご用意し、この地から能
の魅力を発信していきたいと思います。そして一人でも多くの人に
日本文化のいぶきを体感してもらいたいです。

下平克宏さんからのメッセージ

message

〒370-0864 高崎市石原町3892-7 027-327-3977 
武道館のスポーツ教室

【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

【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］6/1～29（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
【申込期間】 4/15（土）～30（日） 

JD.LEAGUE　レギュラーシーズン

［料金］当日券 全席自由 一般 2,000円　中高生 1,300円　小学生以下 無料
　　　※小学生以下の入場にはこども券が必要です。こども券は当日券販売所でお渡しします
　　　　ので、必ず対象者本人がお越しください
　　　※前売券等の購入は、下記チケット取扱いをご確認ください
［チケット取扱い］ニトリJD.LEAGUEチケットサイト、チケットぴあ
［主催・お問い合わせ］一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構   03-5843-0481

 第1節4/15（土）
13:30　ビックカメラ高崎 BEE QUEEN VS 日立 サンディーバ

5/13（土） 第4節
10:30　太陽誘電ソルフィーユ VS NECプラットフォームズ レッドファルコンズ
13:30　ビックカメラ高崎 BEE QUEEN VS ホンダ リヴェルタ

 第1節4/16（日）
13:30　ビックカメラ高崎 BEE QUEEN VS 大垣ミナモ

 第4節5/14（日）
13:30　ビックカメラ高崎 BEE QUEEN VS 太陽誘電ソルフィーユ

 第4節5/15（月）
18:00　ビックカメラ高崎 BEE QUEEN VS NECプラットフォームズ レッドファルコンズ

能「安宅」

狂言「貰聟」 舞囃子「羽衣」

太陽誘電
ソルフィーユ

10 中溝優生選手

ビックカメラ高崎
BEE QUEEN

23 藤本麗選手

至前橋

高崎経済大学
付属高校

浜川プール

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

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

　2022シーズンでは、ビックカメ
ラ高崎 BEE QUEENと太陽誘電ソ
ルフィーユの試合後、ファンとのふ
れあい活動として、観覧の子どもた
ちを対象としたクリニックを開催。
ソフトボールの普及に努めました。

高崎財団YouTubeから
   ご覧いただけます

選手からの
メッセージ

みんなの応援がチカラになる。
宇津木スタジアムに行こう！
JD.LEAGUE高崎ラウンド開催
日本女子ソフトボールリーグ機構が主催する「JD.LEAGUE」の2023シーズン

が4/15（土）開幕。JD.LEAGUE は16チームを東地区・西地区に分け、年間29
試合を実施。7チームがポストシーズンに進出し、優勝チームを決定する世界最
高レベルのリーグ戦です。
高崎市ソフトボール場「宇津木スタジアム」で4/15（土）の第1節から試合が行

われ、ビックカメラ高崎BEE QUEENが登場。5/14（日）の第4節では、太陽誘
電ソルフィーユとの高崎勢対決が開催されます。高崎市に本拠地を構える両チー
ムの迫力あるプレーをお見逃しなく。ぜひ会場で選手たちを応援してください。

宇津木スタジアム
［住所］〒370-3534 高崎市井出町926-2
［問い合わせ］ 027-393-6571



10 11

P

城南野球場

城南立体駐車場

高崎アリーナ

N
新後閑町

高崎市
美術館

高崎市役所

17

高
崎
駅

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 3/27（月）・4/3（月）・10（月）・17（月）・24（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

天文教室 無料・事前申し込み不要

■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

＊城南立体駐車場は大会・イベントでの利用の場合
　は無料

●春の天体と金星を見よう ［日時］4/21（金）19:00

〒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。

［日時］5/13（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］12人
［費用］300円
［締切］4/27(木)

●スリーミラー型万華鏡を作ろう
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。 ［日時］5/7（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］4/27（木）

●はじめてのプログラミング5月・
　中高学年向け
　プログラミング言語「スクラッチ」を
使って、プログラミングを体験します。　

●はじめてのプログラミング4月・
　低学年向け

［日時］4/23（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］4/13(木)

プログラミング言語「スクラッチ」を
使って、プログラミングを体験します。

プログラミング教室
要申し込み

●くるりん万華鏡を作ろう

［日時］4/22（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］12人
［費用］300円
［締切］4/6(木)

透明な円板に手作りの模
様を付けて、筒をのぞきな
がら模様の変化を楽しむ万
華鏡を作ります。

科学工作教室
要申し込み

4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

春の大三角や春の大曲線を観よう！

シアターカフェ&レストラン
春の限定メニューが登場

2023年度　高崎アリーナで開催する主な大会

TAGO STUDIO TAKASAKIで　　
クレープを作ろう

その他

・ 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/プログラミング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
■定員を超えた場合は抽選となります
■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

シアターカフェ&レストラ
ンは、5/31（水）まで春の限定メ
ニューをご用意しております。
新緑の季節に合わせたシェフこ
だわりの品ばかり。色鮮やかな
食材を使用したメニューをぜひ
お楽しみください。

TAGO STUDIO TAKASAKI
は、2階市民ラウンジで、ク
レープ作り体験を開催します。
クレープ生地を焼いて、トッピ
ングを楽しもう。

トピックス
高崎アリーナでは、4月開催の女子体操「FUTURE STARS 2023」やバレー
ボールVリーグを皮切りに、2023年度もさまざまなスポーツの大会やイベント
が開催されます。全国規模の大会等では、各競技のトップアスリートたちが高
崎に集結。ぜひ会場に足を運び、彼らの熱い戦いを間近でお楽しみください。

～5/28（日）期間 2階展示スペース会場9:00～17:00時間

3/25（土）～5/28（日）期間 

2階展示スペース会場

9:00～17:00時間

目の錯覚を利用したオリジナルの平面や
立体作品等をお楽しみください。

無料春の特別企画

ミニ錯覚展 ～不思議な世界へようこそ～

［期日］4/22（土）・23（日）
［時間］①10:30～12:00　②13:30～15:00　③16:00～17:30
［会場］TAGO STUDIO TAKASAKI 2階市民ラウンジ
［定員］各回12人 ※小学生以下は保護者同伴
［費用］1,000円、小学生以下 800円
［申し込み］4/19（水）までに、電話でTAGO STUDIO TAKASAKI　 027-395-0044
　　　　　（火～日9:00～18:00）へ

［営業時間］カフェ／11:00～18:00
　　　　　レストラン／要予約
※状況に応じて営業時間が変更になる場合があります

4月15日（土）・16日（日） 東日本学生体操競技グループ選手権大会

4月22日（土）・23（日） TOP OF ROC SP SEASON 2022-2023FINAL
（BREAKING 1on1 BATTLE群馬大会）

7月23日（日） 全日本一輪車競技大会ペア、グループ演技部門

7月29日（土）・30日（日） オールジャパン･ジュニアダンススポーツカップ

8月25日（金）～27日（日） 全日本学生新体操選手権大会

9月16日（土）～18日（月） 全日本マスボクシング選手権大会

11月12日（日） 東日本なぎなた選手権大会

11月17日（金）～19日（日） 全日本ジュニア新体操選手権大会

11月24日（金）～26日（日） チアリーディング国際大会
全日本学生チアリーディング選手権大会

12月9日（土）・10日（日） 日本選抜車椅子バスケットボール選手権大会

1月28日（日） カラーガード･マーチング
パーカッション全国大会

3月23日（土）・24日（日） 全国中学選抜卓球大会

高崎アリーナ
［住所］〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18
［開館時間］8:00～21:30（施設の利用時間は8:30～21:00）
［問い合わせ］ 027-329-5447

JR高崎駅から徒歩8分

高崎アリーナ　
Webサイト

▲

2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN
Ｖ・ファイナルステージ in高崎

昨年10月に開幕し、約6か月に
わたる「V・レギュラーラウンド」
を勝ち抜いた上位４チームが女王
の座を争う「Ｖ・ファイナルステー
ジ」の第１戦と第２戦。日本代表
チームでもおなじみのトップ選手
たちが、それぞれの所属チーム
でリーグ制覇を目指して躍動しま
す。パリ五輪に向けたニューヒロ
インの登場にも注目ください。

［チケット］3/26（日）発売
［チケット取り扱い］Vリーグチケット
［主催］一般社団法人 日本バレーボールリーグ機構
［共催］公益財団法人 日本バレーボール協会
［後援］高崎市、公益財団法人 高崎財団
［問い合わせ］一般社団法人 日本バレーボールリーグ機構
　　　　　　Webサイト内の問い合わせフォームへ

鮮魚のグリルとラビゴットソース

小柱とグリーンピースの
クリームスパゲティ

※RR＝Ｖ・レギュラーラウンド

【V・レギュラーラウンド 参加チーム】　　　　
久光スプリングス、JTマーヴェラス、東レアローズ、NECレッドロケッツ、埼玉上尾メディックス、デンソーエアリー
ビーズ、 日立Astemoリヴァーレ、PFUブルーキャッツ、岡山シーガルズ、トヨタ車体クインシーズ、ヴィクトリーナ
姫路、 KUROBEアクアフェアリーズ（計12チーム）

4/8（土）
12:05　第1試合 RR優勝チーム VS RR4位チーム
15:05　第2試合 RR2位チーム VS RR3位チーム

4/9（日）
12:05　第1試合 RR優勝チーム VS RR2位チーム
15:05　第2試合 RR3位チーム VS RR4位チーム

4/4（火）・5（水）
F
フ ュ ー チ ャ ー
UTURE S

ス タ ー ズ
TARS 2023（女子体操競技会）

女子体操界から新たなスター誕生を目指して新設さ
れた競技会の第1回大会。個人総合選手権（ゆか、段
違い平行棒、平均台、跳馬）や、ゲストパフォーマーに
よるエキシビジョンを実施。体操体験コーナーやアス
リートによるトークショー、スポーツ関連企業・団体
による出展ブース、高崎のグルメが楽しめる飲食コー
ナーや物販なども楽しめます。

［料金］無料
［主催］フューチャースターズ実行委員会
［後援］高崎市、高崎市教育委員会、高崎市スポーツ協会
　　　公益財団法人 高崎財団、高崎商工会議所、株式会社 上毛新聞社
　　　群馬テレビ 株式会社
［問い合わせ］フューチャースターズ実行委員会
　　　　　　 Webサイト内の問い合わせフォームへ

詳細はWebサイトへ 

▲

詳細はWebサイトへ 

▲

大会アンバサダー宮川紗江さん

Webサイト

▲

アフタヌーンティーもいかがですか

人気の星空写真家であり、著名なプラネタリウム映像クリエーターでもあるKAGAYA
の作品展を開催します。

無料春の特別展

「星の旅－世界編－」　写真展KAGAYA
プラネタリウム番組関連事業

©V.LEAGUE

©V.LEAGUE

星空を追う世界の旅をドーム映像で再現、旅すると風景が変わっていくように、星空にも
その土地の見え方があります。
南十字星や天の川、ウユニ塩湖の水鏡に映る満天の星。何年もかけて撮影した星空実写

映像いっぱいの作品です。迫力のCGで天の川の正体を探る旅も体験できます。

～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

一般番組（春の星座解説を含む約40分）

－世界編－ネイチャーリウム　星の旅
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！

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

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
ギャラクシーレイルロード

河鉄道
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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

下山直紀 《Atoma / Kenon》 2022年 タブノキ・ガラス・着色 作家蔵 上村松園 《櫻がり図》 1940～45年頃 高崎市タワー美術館寄託 山田かまち 《大きな庭の木》 水彩・鉛筆・紙 岡田教子 《経緯絣吉野格子帯地 沈丁花》 （部分）

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

4/7（金）～27（木）

2022年カンヌ国際映画祭 最高賞パルムドール受賞！世紀の大逆転エンタメ！

人気インフルエンサーのヤヤと、ファッションモデルのカールは、豪華客船ク
ルーズの旅に参加する。リッチでクセモノだらけな乗客がバケーションを満喫。し
かしある夜、船が難破。彼らは無人島に流れ着く。極限状態で、ヒエラルキーの頂
点に立ったのは思わぬ人物だった…。価値観を見事にひっくり返す、ブラックユー
モア満載の大逆転劇！

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

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

※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

￥ 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（60歳以上） 1,100円

映画情報 Film information

フォーエバー・チャップリン
チャールズ・チャップリン映画祭

「いま私たちには
チャップリンが必要だ」

没後45周年、監督・脚本・作曲・プ
ロデューサー・主演をこなす映画史上の
天才、チャールズ・チャップリン。代
表作『キッド』『街の灯』『モダン・タイム
ス』『独裁者』『ライムライト』の他、短編
を含む全17作品を一挙上映！
世界中を笑いと涙の渦に巻き込んだ傑
作をぜひ劇場でご覧ください。Fredrik Wenzel ©Plattform Produktion

2022年
スウェーデン ほか
2時間27分
監督：リューベン・オストルンド　　　　
出演：ハリス・ディキンソン
　　  チャールビ・ディーン
　　  ドリー・デ・レオン
　　  ウディ・ハレルソン ほか

￥ 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
●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

逆転のトライアングル

特集展示　下山直紀
ーAtoma / Kenon　原子 / 空虚

ー生
いのち
命あるものたちの造形

4/15（土）～6/18（日）開催期間4/15（土）～6/11（日）開催期間

比べて見せます！日本画の魅力
動物がつむぐ物語 収蔵作品展 収蔵作品展

同時開催

￥ 一般 300円（200円）
　 大高生 200円（150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 3/27（月）～4/14（金）・17（月）・24（月）
＊GW期間中〈4/29（土・祝）～5/7（日）〉は休
まず開館します

〒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 3/27（月）・4/3（月)・10（月）・17（月）・24
（月）
＊GW期間中〈4/29（土・祝）～5/7（日）〉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（水）～4/14（金）・17（月）・24（月）
＊GW期間中〈4/29（土・祝）～5/7（日）〉は休
まず開館します

〒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 3/27（月）・4/3（月）・10（月）・17（月）・24
（月）・25（火）
＊4/25（火）は、植物園内に入園できます
＊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 200円（160円）
　 大高生 160円（100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

4/26（水）～開催期間

会場：染色工芸館
草木染で彩る花と緑春テーマ展

4/22（土）～5/7（日）※4/25（火）・5/2（火）の上映はありません
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