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【主催】高崎財団・文楽協会 【後援】文化庁 【助成】芸術文化振興基金・朝日新聞文化財団

人形浄瑠璃

文楽

Takasaki event information

2019年 3 月 14 日（木）
昼の部

13：30 開演

夜の部

18：00 開演

高崎市文化会館 12/14金

チケット発売日

出演

[ 太 夫 ] 豊竹咲太夫
[ 三味線 ] 豊澤富助
[ 人 形 ] 吉田和生 ( 人間国宝 )

演目 【昼の部】

よしつねせんぼんざくら

しい

友の会

インターネット
購入

ほか

き

「義経千本桜」椎の木の段
よしつねせんぼんざくら

「義経千本桜」すしやの段
【夜の部】

よしつねせんぼんざくら

みちゆきはつねのたび

「義経千本桜」道行初音旅
しんぱんうたざいもん

の ざき むら

「新版歌祭文」野崎村の段
全席指定

Ｓ席 4,000 円（友の会 3,700 円）
A 席 3,000 円（友の会 2,700 円、U-25 1,000 円）
昼夜通し券 Ｓ席 6,000 円（友の会 5,500 円）
A 席 4,000 円（友の会 3,700 円）

写真 青木信二

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。
※字幕表示（舞台下手）があります。
席によっては見えにくい場合もありますので、あらかじめご了承ください。

http://takasaki-foundation.or.jp/

EVENT INFORMATION
窓口受付時間
今月の休館日

群馬音楽センター

8：30 –17：15
12/3.10.17.29.30.31 ホール 1,932席

2020 1
・1/2（水）
・1/3（木）利用申込受付は、
年末年始休館日 12/29（土）～12/31（月）
1/4（金）AM9 :00から行います。

年 月分音楽センター、シンフォニーホールの

第 46 回高崎市民吹奏楽団定期演奏会
12/ 18：30-20：30

1
土

500 円
高崎市民吹奏楽団

℡. 090-8511-8108

水

平成 30 年度群馬工業高等専門学校芸術鑑賞会
12/ 13：30-15：10

2
日

関係者
群馬工業高等専門学校

℡. 027-254-9060

平成 30 年度認定こども園東部文化幼稚園
お遊戯・器楽合奏発表会
12/ 10：00-14：00

8
土

無料
認定こども園東部文化幼稚園

℡. 027-361-0740

高崎第九合唱団 45 周年記念演奏会
12/ 18：30-20：30

15
土

指定席 S 席 5,000 円 A 席 4,000 円
自由席 3,000 円
NPO 法人高崎第九合唱団

℡. 080-2563-5611

第 37 回こだまミュージックフェスティバル
12/ 13：00-16：30

16
日

無料
こだま幼稚園

℡. 027-326-3055

℡. 027-323-1483

土

東京農業大学第二高等学校吹奏楽部
第 61 回定期演奏会
12/ 22日（土）①13：00-16：00 ②18：00-21：00
土

日・祝

23日（日・祝） ①13：00-16：00 ②18：00-21：00

指定席 1,500 円 自由席大人 1,000 円
高校生以下 500 円
東京農業大学第二高等学校

℡. 027-323-1483

月・休

土

無料
高崎経済大学マンドリンクラブ

℡. 090-8153-9743

青島広志の第 6 回アットホームコンサート
12/ 18：30-20：30
火

無料（要事前申込）
上毛新聞社高崎支社

℡. 027-362-4341

TAKASAKI

2019

第 544 回定期演奏会

316/ 群馬交響楽団
土

コンサート
2019年 １月１日(火・祝)

13：30開演 群馬音楽センター

第 545 回定期演奏会

18：45開演
指 揮：クリストフ・アルステット
ピアノ：小菅優＊
曲目：シューマン／
序曲、スケルツォと終曲 作品 52
ベートーヴェン／
ピアノ協奏曲 第 4 番 ト長調 作品 58＊
ドヴォルジャーク／
交響曲 第 7 番 ニ短調 作品 70 B.141

友の会

高崎

NEW YEAR CONCERT

12/29（土）～1/3（木）

15：00 開演 デイタイム公演
指揮：大友直人（群響音楽監督）
ヴァイオリン：三浦文彰＊
曲目：ボロディン／
交響詩《中央アジアの草原にて》
プロコフィエフ／
ヴァイオリン協奏曲 第 2 番 ト短調 作品 63＊
チャイコフスキー／
交響曲 第 6 番 ロ短調 作品 74「悲愴」

友の会

「クリスマスの贈り物～華麗なる、バレエとアリアの夕べ～」

25

シンフォニーホール
休館日

216/ 群馬交響楽団

第 51 回高崎経済大学
マンドリンクラブ定期演奏会
12/ 14：00-16：00

24

027-322-4527

126/ 群馬交響楽団

関係者
東京農業大学第二高等学校

友の会

22
23

TEL

群響定期後期シーズン発売中

社会人講演会
12/ 10：00-11：30

19

〒370-0829 高崎市高松町 28 番地 2

第 546 回定期演奏会
18：45開演

協賛：
指揮：大友直人（群響音楽監督）
ヴァイオリン：レジス・パスキエ＊
曲目：ベートーヴェン／
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品 61＊
ベルリオーズ／
幻想交響曲 作品 14
指定／ S 席 4,600円 A 席
B 席 3,600円
自由／ C 席 2,100 円

4,100円

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会
※未就学児の入場はご遠慮ください。

℡ 027-322-4944
出演
曲目
料金

催し物は、主催者の都合により、変更に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。
（11 月 10 日現在）
連絡先が明記されていない催し物については直接会場館に
お問い合わせください。
音楽センターをご利用の場合は、城址地下駐車場（192 台）
、
城址第二地下駐車場（391 台）
、高松地下駐車場（150 台）
の駐車料金が 30 分迄ごとに 80 円（約半額）になります。

鈴木秀美（指揮）/ 中江早希（ソプラノ）/
三浦一馬（バンドネオン）
チケット 友の会
インターネット
群馬交響楽団（管弦楽）
好評発売中 購入
Ａ. ピアソラ / フーガと神秘
Ｊ. シュトラウスⅡ世 / ワルツ「春の声」ほか
全席指定 5,000 円（友の会 4,700 円 U-25 2,000 円）

※未就学児の入場はご遠慮ください。U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

©K.Miura

入場方法
入場料

友の会 友の会ポイント対象

インターネット購入

インターネット購入対象

城 址 地 下 駐 車 場（シティギャラリー地 下）
城 址 第 二 地 下 駐 車 場（ 高 崎 市 役 所 地 下 ）
高 松 地 下 駐 車 場（ 姉 妹 都 市 公 園 地 下 ）
音楽センター・シティギャラリーをご利用の場合
駐車料金は、30分迄ごとに80円です。
催物開催時は混み合います、余裕を持ってご利用ください。

まごころ
ふれあいタクシー

上信ハイヤー

0120-54-8180
☎ 027-322-1212

EVENT INFORMATION
窓口受付時間
今月の休館日

高崎市文化会館

8：30 –17：15
12/3.10.17.25

ホール

〒370-0065 高崎市末広町 23 番地 1

701席

TEL

027-325-0681

年末年始休館日 12/29（土）～1/3（木） 2020 年1月分の利用申込受付は、1/4（金）AM9 :00から行います。

第 19 回北関東ピアノコンクール本選
12/ 9：30-21：00

明徳幼稚園 お遊戯会
12/ 13：00-16：00

1
土

9

関係者
明徳幼稚園

℡. 027-322-6370

日

日

関係者
一般社団法人実践倫理宏正会群馬ブロック

11

℡. 027-321-7392

火

スキー＆スノーボード映画の夕べ
12/ 14：30-16：30

2
日

金

14

高崎市スキー連盟

℡. 050-7114-6121

金

土

℡. 027-243-0045

会員
高崎演劇鑑賞会

℡. 027-323-0955

15
土

関係者
高崎市ＰＴＡ連合会

16
日

関係者
高崎商科大学佐藤幼稚園

22

℡. 027-251-0357

一般500円 中学生以下300円
育英短期大学

℡. 027-352-1981

第 46 回群馬大学
メサイア管弦楽団・合唱団定期演奏会
12/ 13：00-16：00

23

℡. 027-323-9512

大人1,300円 高校生以下600円
群馬音楽藝術学院

第 18 回育英短期大学和太鼓部・ダンス部合同発表会
12/ 17：00-20：00
土

日・祝

高崎経済大学ギタークラブ
第 54 回定期演奏会
12/ 13：30-15：30

第 56 回高崎市ＰＴＡ連合会研究大会
12/ 13：00-16：00

8

5,000円
新日本婦人の会群馬県本部

高崎商科大学佐藤幼稚園 お遊戯会
12/ 10：30-14：00

500円

高崎演劇鑑賞会例会「花いちもんめ」
12/ 18：30-20：30

7

℡. 027-363-6280

いわさきちひろ生誕 100 年前進座公演
「ちひろ－私、絵と結婚するの－」
12/ 14：00-16：45

実践倫理 ファミリー講演会
12/ 10：00-11：45

2

無料
北関東ピアノコンクール実行委員会

群馬音楽藝術学院ウインドオーケストラ
第 28 回定期演奏会
12/ 13：30-16：00

無料
群馬大学メサイア管弦楽団・合唱団

℡. 080-1229-7203

合同クリスマスコンサート
12/ 13：30-16：00

24

無料
高崎経済大学ギタークラブ

℡. 027-322-6347

月・休

無料
高崎市立倉賀野中学校

℡. 027-346-2308

催し物は、主催者の都合により、変更に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。
（11 月 10 日現在）
連絡先が明記されていない催し物については直接会場館にお問い合わせください。

℡. 027-321-1295

入場方法

入場料

友の会 友の会ポイント対象

インターネット購入

インターネット購入対象

EVENT INFORMATION

群馬交響楽団 平日午後公演

《展覧会の絵》
2019年

2月7日（木） 13：30 開演

群馬音楽センター

チケット
好評発売中

出演

大植英次（指揮）
セルゲイ・カスプロフ（ピアノ）
群馬交響楽団（管弦楽）

曲目

ラフマニノフ／
パガニーニの主題による狂詩曲
ムソルグスキー／
Ｒ. コルサコフ編：禿山の一夜
ムソルグスキー／
ラヴェル編：展覧会の絵

圧巻のオーケストラ・サウンドで聴く
ムソルグスキーの最高傑作。

友の会

インターネット
購入

グループ券が
おすすめ

料金 全席指定
Ｓ席 4,000 円（友の会 3,700円、グループ 3,000 円）
A 席 2,500 円（友の会 2,200円、グループ 1,500 円、U-25 1,000円）

※未就学児の入場はご遠慮ください。U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。
※グループ料金は、４枚以上まとめて購入した場合の１枚あたりの特別料金。窓口のみでの取扱いです。

タクシーの
ご利用は

サクラ タクシーまで

©Kana Tarumi

0120-62-8665

EVENT INFORMATION

高崎シティギャラリーコアホール

窓口受付時間

8：30 –17：15

展示室 7室
ホール 324席

〒370-0829 高崎市高松町 35 番地1
TEL

027-328-5050

年末年始休館日 12/29（土）～1/3（木） 2020 年1月分の利用申込受付は、1/4（金）AM9 :00から行います。

フレンズギターコンサート
(VIVA 高崎ギターアンサンブル 10 周年記念 )
12/ 14：00-15：50

1
土

前売 1,000 円 当日 1,500 円
ＶＩＶＡ高崎ギターアンサンブル

日

℡. 080-3456-2274

無料
アンサンブル宇宙（ソラ）シド

℡. 080-5474-2676

オペラプレミアシートシリーズ 10th
山田由紀子ソプラノリサイタル Ｒomance
12/ 19：00-21：00

3
月

指定席 3,000 円
山田由紀子

学生 1,500 円

水

12/

7

℡. 090-4389-1457

4,000 円
（有）オフィスシミズ

12日（水） 9：15-16：40

水

℡. 090-3146-8973

Ｊ－Ｓｑｕａｄ

19：00開演

友の会

チケット
好評
発売中

14
金

15

ラケル・アンドゥエサ＆ラ・ガラニア

14：00開演

出演：ラケル･アンドゥエサ（ソプラノ）
ラ･ガラニア（古楽グループ）
曲目：メールラ ／
聴いてごらん、歌をひとつ
インターネット
アングレジ／
購入
ただ一度の口づけで
チケット
モンテヴェルディ／
好評
これほどにも甘美な苦悩が ほか

16

一般 2,000 円 学生 1,000 円
音楽の小径（こみち）

℡. 080-6786-5458

一般 1,500 円 高校生以下 500 円
高崎演奏家協会

℡. 090-5393-1363

平成 30 年度高崎市立高崎経済大学附属高等学校
芸術コース音楽系(2 学年)校外演奏会
12/ 17：30-20：00

19
水

22

©Michal NOVAK

発売中 全席指定 3,000円（友の会 2,700円 U-25 1,500円）

※未就学児の入場はご遠慮ください。※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

日・祝

無料
アプラウスミュージック

℡. 027-395-7007

無料
上毛写真連盟

℡. 027-254-9955

全席指定 4,000 円
こいのぼり館

℡. 027-352-5170

2018 Christmas Concert

ピアノ発表会
12/ 13：30-16：00

12/ 14：00-16：30

24

無料
羽鳥祐子

℡. 027-327-3361

月・休

無料
pinetop の会

℡. 080-5074-6446

催し物は、主催者の都合により、変更に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。
（11 月 10 日現在）連絡先が明記されていない催し物については会場館にお問い合わせください。
高崎シティギャラリーをご利用の場合は、城址地下駐車場（192 台）
、城址第二地下駐車場（391 台）
、高松地下駐車場（150 台）の
駐車料金が 30 分迄ごとに 80 円（約半額）になります。
入場方法

入場料

友の会 友の会ポイント対象

インターネット購入

25
火

前売 3,000 円 当日 3,500 円
株式会社 STUDIO ﬁato

℡. 0553-34-9161

群馬県立高崎商業高等学校
学校説明会（中学 1・2 年生対象）
12/ 13：30-15：30

26
水

22/
土

関係者
群馬県立高崎商業高等学校

℡. 027-361-7000

日本の話芸の妙を愉しむ

コアホール落語会
14：00開演

出演：入船亭扇遊（落語）
春風亭柳若（落語）
インターネット
購入
やなぎ南玉（曲独楽）
玉川太福（浪曲）
チケット
好評
三遊亭ぐんま（落語）
発売中
全席指定 2,500 円
友の会

（友 の 会 2,200 円 U-25 1,500 円）

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が
対象です。

インターネット購入対象

玉川太福

株式会社ヤマハミュージックリテイリング 高崎店
駐車場完備

TEL. 027- 361- 3777
●毎週水曜定休

https://www.yamahamusic.jp/shop/takasaki.html

春風亭柳若

2/9（土）14：00開演
セルゲイ・カスプロフ

■

残席
わずか

ピアノ・リサイタル

出演：セルゲイ・カスプロフ（ピアノ）
曲目：ラヴェル／
夜のガスパール
ムソルグスキー、フレドイ編／
禿山の一夜
ムソルグスキー／
展覧会の絵 ほか

全席指定 3,000円
（友の会 2,700円

U-25 1,500円）

©Kana Tarumi

チケット

好評
3/9（土）14：00開演
発売中
ソフィー・ダルティガロング

■

ファゴット・リサイタル

出演：ソフィー・ダルティガロング(ファゴット）
沢木良子（ピアノ）
曲目：ヴィヴァルディ／
チェロ・ソナタ第7番 イ短調 RV. 44
J. S. バッハ／
無伴奏フルートのためのパルティータ
イ短調 BWV1013 ほか

全席指定 3,000円
（友の会 2,700円

U-25 1,500円）

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

友の会

インターネット購入

キャンペーン
動画
お店紹介
動画

●営業時間 月～土 10:30～18:45 日・祝 10:30～18:00

やなぎ南玉

コアホール公演 2018年度後期

企業紹介
動画

高崎市飯塚町 413-1

入船亭扇遊

℡. 027-344-1230

新沢としひこ＆よーこママジョイントコンサートvol.3
12/ 17：00-19：30

23

大沢聡×丹内真弓オカリナシリーズコンサート 2018
12/ 14：00-16：00

無料
高崎市立高崎経済大学附属高等学校

第 47 回上毛写真展表彰式
12/ 13：00-14：30
土

土

友の会

日

℡. 027-220-4431

高崎演奏家協会 第 38 回定期演奏会
12/ 14：00-17：00

木

9

無料
NHK「わたしの尾瀬」実行委員会

新島学園弦楽団クリスマスコンサート
12/ 18：00-20：00

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ U-25 料金は公演当日 25 歳以下の方が対象です。

8

℡. 027-346-9640

第 11回音楽の小径～2 台 8 手で奏でる第九の響き～
12/ 14：00-16：00

20
12/

無料 ( 事前予約 )
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門高崎量子応用研究所

第 23 回ＮＨＫ「わたしの尾瀬」フォトコンテスト公開フォーラム
12/ 15：30-16：30

日

出演：黒田卓也（トランペット）、大林武司（ピアノ）
中村恭士（ベース）、小川慶太（ドラムス）
馬場智章（テナーサックス）
インターネット
4,500円（友の会 4,200円 U-25 2,000円）
全席指定
購入
金

11
12

土

葡萄屋寄席 柳家権太楼・柳家三三・柳家ほたる
12/ 18：30-20：45

5

12/ 11日（火）10：30-17：45
火

アンサンブル宇宙(ソラ)シド 5th コンサート
12/ 14：00-16：30

2

QST 高崎サイエンスフェスタ 2018

映像
制作

４K 空撮
動画
ＰＲ
動画

EVENT INFORMATION
窓口受付時間 展示室
展示室 7室7室
窓口受付時間
ホール
ホール
席席
324324

8：30 –17：15
高崎シティギャラリー 展示室 8：30–17：15

高崎市高松町
番地
370-0829高崎市高松町
〒〒
370-0829
3535番地
11
TEL027-328-5050
027-328-5050
TEL

■開館時間は 9：00～19：00
（展示室終了時）展示公開時間は催し物により異なります。 ■水曜日は搬出日、木曜日は搬入日です。
■主催者の都合により、一部変更になる場合もありますので、詳細は各主催者にお問い合せください。
■毎週土曜日 9：15～9：29 日曜日（再）10：30～10：44 に、ラジオ高崎 FM76.2MHz【ギャラリートーク】でシティギャラリー展示室情報をお届けしています。

11/29（木）－12/5 （水）
第 1 展示室
第 2 展示室

第43回群馬県刻字展

（公開11月30 日～5日）

WAKU MATSUMOTO WEALTH ART
<松本和久展>
「変革と成長の41年」

（公開1日～5日）

第 3 展示室

町田譽曽彦

第 4 展示室

写真展

第 6 展示室

日本画府群馬支部展

松本和久 ℡

（公開11月29 日～5日）

絵画教室展

第 1 展示室

第5回
「日展」
群馬会展

（公開7日～12日）

第 2 展示室

パッチワークキルト作品展

（公開7日～12日）

QST高崎サイエンスフェスタ2018

（公開11日～12日）

12/6（木）－12/12（水）

第 3・4・5・6 展示室
予備室

080-5508-4606
027-361-2411

昴 ℡

027-343-8600

日本画府群馬支部 ℡

027-352-1524

佐藤烓陶芸教室 ℡

027-378-4108

写友

（公開11月29 日～5日）

（公開11月30 日～4 日）

027-254-9955

高崎カルチャーセンター油絵パステル教室 ℡

（公開11月30 日～5日）

佐藤 烓
（けい） 陶芸教室展

予備室

㈱上毛新聞社 ℡

日展群馬会 ℡

0279-23-3550

キルトスタジオ ヌー ℡

027-325-5851

国立研究開発法人
℡
量子科学技術研究開発機構

027-346-9640

12/13（木）－ 12/19（水）
第 1 展示室・予備室
第 2 展示室

（公開14 日～19 日）

高崎市小・中学校美術展

第 3 展示室

写友モーニング写真展

第 4 展示室

絵画展

第 5 展示室

菊地 惠子

第 6 展示室

羅漢工房 漆教室

高崎市小中学校図工美術主任会 ℡

（公開14 日～19 日）

第23回ＮＨＫ
「わたしの尾瀬」
写真展

NHK「わたしの尾瀬」実行委員会 ℡

（公開14 日～19 日）

写友モーニング ℡

（公開14 日～19 日）

027-388-3215（岩平小）
027-220-4431
090-6177-8209

斗南美術協会 ℡

027-252-1709

菊地 惠子 ℡

0276-56-0314

（公開13日～19 日）

羅漢工房 漆教室 ℡

0279-25-8730

第47回上毛写真展

（公開21日～26日）

上毛写真連盟 ℡

027-254-9955

アトリエ

（公開21日～26日）

工作舎 ℡

027-324-7299

（公開14 日～19 日）

展
漆工芸展

12/20（木）－12/26 （水）
第 1・2 展示室
予備室
第 6 展示室

工作舎展

☆絵本・紙芝居の読み聞かせ☆
16日
11：00～11：30
●日時：12/15
（土）
（日）

●入場料：無料

アトリエ

●会場：2階アートインフォメーションルーム

●対象：幼児～小学校低学年

12月ハイビジョンギャラリー上映番組 〈いずれも入場無料〉上映時間内に自由に出入りできます。
12/1（土）－12/26（水）

上

映

時

間

プ

ロ

グ

ラ

ム

月・火・水・金
（1日4回）

11：00 12：00 13：00 14：00

「パリで見られる19世紀フランス美術」、「セーヌ河美術紀行」より
ゴーギャン、ピサロ、セザンヌ他

土・日
（1日4回）

11：00 12：00 13：00 14：00

「伊藤若冲と江戸絵画」

※15日(土)、16日
（日）
は、午後のみ上映いたします。

※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。 ※12/29～1/3は年末年始休館のため上映はありません。 ※プログラム等は、都合により変更することがあります。

12/15（土）ー 2019 年 1/20（日）
〒370-0849 高崎市八島町110 番地 27

Tel 027-324-6125

■開館時間は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（入館は16：30まで）
■休館日：12/3 ～14・17・25、12/28 ～2019 年1/4

アナザー・ストーリー /
人の数だけ、物語がある。
観覧料 一般 100
円
（80）

大・高生 80
円
（50）

※
（ ）
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および付き添いの方 1名、
65 歳以上の方、中学生以下は無料となります。
マリー・ローランサン《扇を持つ若い女》1913 年

開催中 ー 2019 年 1/20（日）
〒370-0841 高崎市栄町 3 番 23 号 高崎タワー 21（入口 4 F）

Tel 027-330-3773

■開館時間は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）
■休館日：12/3・10・17・25、12/28～2019 年1/4

企画展 長野県信濃美術館名品展

※期間中、一部展示替えを行います。

観覧料 一般

円 大・高生 300
円
500（400）
（250）

作品解説会

12/8（土）、23（日・祝）14：00～

※
（ ）
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および付き添いの方 1名、
65 歳以上の方、中学生以下は無料となります。

荻原守衛（碌山）
《女》1910 年

EVENT INFORMATION

榛名文化会館
窓口受付時間

8：30 –17：15

EVENT INFORMATION
月・火曜休館
大ホール 505席
小ホール 200席

新町文化ホール
窓口受付時間

EVENT INFORMATION

箕郷文化会館

月・火曜休館
ホール 489席

8：30 –17：15

窓口受付時間

月・火曜休館
ホール 601席

8：30 –17：15

〒370-3345 高崎市上里見町 1072番地1

〒370-1301 高崎市新町 3190 番地1

〒370-3102 高崎市箕郷町生原 922番地1

TEL

TEL

TEL

027-374-5001

高崎経済大学グリークラブ
冬ライブ 2018「グリーチャンネル」
12/ 13：00-15：30

宮富江・近藤陽子Ｄｕｏコンサート
12/ 14：00-16：00

9

一般 2,000 円（当日
学生 1,000 円（当日
宮 富江

日

2,500 円）
1,500 円）

16

℡. 090-4055-5463

1/
26

日

米国空軍のジャズを専門とする、
プロミュージシャンの演奏をお楽しみください

15：00開演

出演：米国空軍太平洋音楽隊
パシフィック・ショーケース
曲目：未定
入場無料（要整理券）

（

お申込方法は 11 月 1 日号の広報高崎をご覧ください。
応募締切 11 月 30 日
※未就学児の入場はご遠慮ください。

無料
高崎経済大学 Glee Club

21
金

）

12/

友の会

EVENT INFORMATION
月・火曜休館
大ホール 507席

8：30 –17：15

027-387-3211

1

第 42 回県民芸術祭参加事業

土

県民音楽のひろば
やさしいクラシック音楽会

指揮：中田延亮
管弦楽：群馬交響楽団
バッハ /
Ｇ線上のアリア
メンデルスゾーン /
序曲《フィンガルの洞窟》
ワーグナー /
ニュルンベルクのマイスタージンガーから
第一幕への前奏曲
モーツァルト /
交響曲 第 41 番「ジュピター」
※未就学児の入場はご遠慮ください。

無料
ねむの木こどもの森

℡. 027-387-7274

櫻丘幼稚園第 47 回生活発表会
12/ 9：00-12：00

14：00開演
一般 1,500 円 学生 1,000 円

8
土

土

チケット
好評
発売中

前売 1,000 円 当日
スタジオバラーレ

1,500 円

℡. 090-9209-0114

バンドの生演奏に合わせ、名曲の数々を、
みんなで楽しく歌いましょう

500円

ゆく年・くる年歌の祭典
12/ 11：00-16：00

23

無料
群馬県歌手協会 森将利

℡. 090-1110-4078

日・祝

224/ 高崎市民演劇第 9 回公演

終活をテーマにした、楽しくかつ
ちょっぴりほろっとするお芝居です

日

友の会

出演：群馬ブラスクインテット
チケット
吉井西中学校吹奏楽部
12月7日金
全席自由 500円
発売

出演：サロンなかのうたごえの会 ほか
曲目：なごり雪、赤いスイートピー、
青春の城下町 ほか

※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

℡. 027-326-2200

14：00開演

14：00開演

全席自由

無料
櫻丘幼稚園

群響「群馬ブラスクインテット」
2/
2 ×吉井西中学校吹奏楽部ジョイントコンサート
友の会

℡. 0274-43-0504

16 箕郷うたごえ広場

℡. 0274-42-1235

吉井文化会館

1,000 円
公益社団法人群馬県隊友会

日

ねむの木こどもの森生活発表会
12/ 9：00-12：00

チケット
11月30日金
発売

2

日

TEL

日

12/ 13：30-16：30

9

整理券
自衛隊新町駐屯地協力会

窓口受付時間

友の会

2018 隊友愛のチャリティー

スタジオバラーレダンスパーティー
12/ 13：00-16：30

〒370-2132 高崎市吉井町吉井285番地2

3/
3

027-371-7211

日

glee.wl2018@gmail.com

第 23 回新町音楽の夕べ
12/ 18：30-20：00

米国空軍太平洋音楽隊－アジア演奏会

土

0274-42-9133

チケット
好評
発売中

今、輝くのよ私たち

～千代ばあちゃんの終活日記Ⅱ～
14：00開演

出演：概ね 60 歳以上の公募市民
全席指定 500円
※3 歳以上有料
（3 歳未満でも席が必要であれば有料）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

Ⓒ深谷義宣 aura.Y2

催し物は、主催者の都合により、変更に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。
（11 月 10 日現在）
連絡先が明記されていない催し物については直接会場館にお問い合わせください。
入場方法

入場料

友の会 友の会ポイント対象

インターネット購入

インターネット購入対象

11/29（木）ー 2019 年 2/11（月・祝）
〒370-0865 高崎市寺尾町 2302 番地 11

Tel 027-328-6808

■開園時間は9：00 ～16：30（入園は16：00まで）
■休園日：12/3・10・17・25・28 ～2019 年1/4
■入園料：無料

収蔵品展「草木染の美・冬」
入館料 一般 100
円
（80）

大高生 80
円
（50）

会場 染色工芸館

※
（ ）
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および付き添いの方 1名、
65 歳以上の方、中学生以下は無料となります。
《王朝の色目・襲の色目・合色目・織色》

〒370-0862 高崎市片岡町 3-23-5

常設
展示

Tel 027-321-0077

■開館時間は10：00 ～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：12/3・10・17・25・28 ～2019 年1/4

観覧料

かまち少年の残した水彩画、デッサン、詩文
の綴られた自筆のノートや手紙、愛用の
遺品など約 120 点を展示し、かまちの青春
の作品群を紹介しています。

一般 200
（160）円

※
（ ）
内は 20 名以上の団体料金

大高生 160（100）
円

※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および付き添いの方 1名、

65 歳以上の方、中学生以下は無料となります。

〈鳥の想い〉水彩・鉛筆・紙

開 館 時 間
今月の休館日

高崎市少年科学館
学習・団体（午前中） 14：00 15：30

火～金

11：00 13：30 14：45 16：00

土・日・祝日
12/26~28

団体

観覧料

個人

一般

310円

250円

小・中学生

150円

120円

（20 人以上）

プラネタリウム
クリスマスファンタジー 2018

今年も「クリスマスファンタジー」
の季節がやってきました。

星と音楽の夕べ

ザ・ファシネイションズ クリスマス JＡZZ コンサート

Jazzとプラネタリウムがコラボレート！
■出演：ザ・ファシネイションズ
■日時：12 月 8 日（土）
インターネット
19：00 開演
好評
■場所：プラネタリウムホール 発売中
■料金：一般 1,500 円
小・中学生 500 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

全席指定 3,500円

チケット発売中

科学工作教室・パソコン教室の申し込み

秋から冬の天体と月を見よう

■日時：12 月14日（金）19：00 ～ ■費用：無料
※季節によって開始時間が変わります。ご注意下さい。
■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。

前橋市Presents 舞台芸術祭2018-19

（観光大使）三遊亭円楽
立川談之助
三遊亭竜楽
（賛助出演）三遊亭好楽

パソコン教室「カレンダーづくり」

■日時：1月20 日（日） 9：30 ～12：00
■内容：パソコンで制御するロボットを作る。
■対象：小・中学生（小学 3 年生以下は保護者同伴）
■定員：10人
■費用：2,000 円
■締切：1月10 日（木）

（土）
■日時：2019年1月26日
19：00～
■費用：1シート500 円
※プラネタリウム窓口のみの取り扱いです。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

大ホール

■日時：12 月22日（土） 9：30 ～12：00
■内容：塩水の補充で繰り返し遊べるミニカーを作る。
■対象：小・中学生（小学 3 年生以下は保護者同伴）
■定員：10人
■費用：500 円（材料費）
■締切：12 月12日（水）

パソコン教室「プログラミングロボットづくり」

アロマを感じながら、素敵な音楽と星空でリラックスしてみませんか？

開演 14:00

■日時：12 月16日（日） 9：30 ～12：00
■内容：手作りのクリスマスキャンドルを作る。
■対象：小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）
■定員：20人
■費用：500 円（材料費）
■締切：12 月6日（木）

■日時：12 月15日（土） 9：30 ～12：00
■内容：オリジナルカレンダーを作る。
■対象：小・中学生（小学 3 年生以下は保護者同伴）
■定員：10人
■費用：無料
■締切：12 月6日（木）

ゆったりアロマプラネタリウム

12/2 日

（午後の投映はありません。）
※12/8（土）イベント準備のため11：00の投映のみ行います。
※12/26（水）
～28（金）
は冬休み期間のため４回投映を行います。
～1/3
（木）
は年末年始のため休館です。
※12/29（土）
※身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者
と介護者1名、
また65歳以上の方及び未就学者は無料となります。

ロボット工作教室「燃料電池で動くミニカーを作ろう」

（金）
投映期間：投映中～12月28日

年忘れ前橋寄席２０１８

027-321-0323

■日時：1月19 日（土） 9：30 ～12：00
■内容：のぞくとダイヤモンドのような形に光る
万華鏡を作る。
■対象：小・中学生（小学 3 年生以下は保護者同伴）
■定員：20人
■費用：300 円（材料費）
■締切：1月10 日（木）

プラネタリウムだからこそできる
夢と温もりに満ちたクリスマスの
ひとときを大人も子どもも一緒に
お楽しみください！

まえばし観光大使落語会

TEL

科学工作教室「ダイヤモンド型万華鏡を作ろう」

星々とクリスマスの音楽、
オリジナルショートストーリーで
お届けする期間限定スペシャル
プログラム、今年のテーマは
『贈りもの』です。

天文
教室

〒370-0065 高崎市末広町 23 番地 1

科学工作教室「クリスマスキャンドルを作ろう」

クリスマス特別番組
（冬の星座解説を含む約40分）

チケット
1月12日土
窓口発売

☆お知らせ☆

プラネタリウム投映時間 ■クリスマス特別番組

9：00 –17：00
12/3.10.17.25.29～1/3

往復はがきに希望の教室名・開催日を明記し、児童生徒名・保護者名・学年・住
所・電話番号を記入の上、少年科学館に応募してください。
〒370-0065 高崎市末広町 23 番地1 少年科学館まで。
お申し込みは締切日必着。応募多数の場合は抽選。
※教室ごとに一人一枚ずつ応募してください。メールでも受け付けます。
tenji@t-kagakukan.or.jp（企画展示）※必ず返信メ－ルをご確認ください。

Maebashi Performing Art Festival 2018-19

ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー

「くるみ割り人形」全三幕 エピローグ付

2019年 2/3 日
開演 16:00

大ホール

世界で一番美しく、可愛く、華やか！
その輝きは他の追随を許さない！
それが「ワガノワのくるみ」

SS席 10,000円 S 席 9,000円 A席 7,000円 B席 6,000円 C席 5,000円 D席 4,000円
E席 3,000円 F 席 2,000円 高校生以下4,500円（対象S,A,B,C）
ペ ア 券 S席 16,000円 A席 12,000円 B席 10,000円 C席 8,000円 D席 6,000円
親子ペア券 S席 12,000円 A席 10,000円 B席 9,000円 C席 8,000円
※親子ペアは一般＋高校生以下、2人目以降の高校生以下料金は3,000円

チケット発売中

チケット電話予約・お問い合わせは：昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）℡. 027-221-4321

SPORTS INFORMATION
〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18

TEL 027-329-5447

12/7（金）～9（日）

12/15（土）
・16（日）

18歳以下の各都道府県大会優勝チームなど男女チームが日本一を競う大会

全国から集結した大学１
３０チームが部門毎の日本一を競う大会

第５回３×３バスケットボール
U18日本選手権大会

中

央

体

育

第３０回全日本学生
チアリーディング選手権大会

館

閉

館

の お 知 ら せ

中央体育館は、平成30年12月28日(金)をもちまして閉館いたします。
利用者の皆様には長年にわたり、ご愛顧賜り誠にありがとうございました。

スポーツ教室
施設名

教室名

武道館 第3期親子仲良し運動教室

期

間

1/22～2/19

曜日

火

コース

午前コース10：00 ～11：30
対象は、市内の2歳以上の未就園児とその保護者

申込方法

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、電話番号を記入のうえ、次のあて先までお申し込みください。（消印有効）
あて先・
問い合わせ先

■浜 川 体 育 館
〒370-0081 高崎市浜川町1487番地 ℡027-344-1551
※武道館で開催の教室は、浜川体育館へ申し込みください。

●第3期親子仲良し運動教室は、市内の2歳以上の未就園児とその保護者を対象としています。
●申し込みは、1教室につき1人1通までとします。
●定員を超えた場合は、抽選となります。

高崎市浜川町1575番地1（浜川運動公園内）

TEL 027-344-5511

年末年始休館日
12/29（土）～1/3（木）

12/28（金）は17：00まで営業
●入場者数が定員を超えますと入場を制限すること
がございます。
●トレーニングルームを初めて利用される場合は、係
員から説明を受けてください。

トレーニングルーム

【開館時間】10：00～21：00（日・祝日は17：00まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日が休館）
健康維持にぜひご利用ください。

温水プール

高崎市浜川プール

参加料

ワンポイント
アドバイス
たのしくエアロ
はじめてのヨガ

定

1,500 円
（計5 回）

サンライフ高崎

高崎市問屋町4-8-8（高崎交通会館横）
TEL 027-361-0098

年末年始休館日
12/29（土）～1/3（木）

員

申込期間

12/1（土）～
12/15（土）

20 組

ご利用案内

【施設】

講習室・会議室・クラブ室・和室・トレーニング室
（トレーニング及び卓球）

【開館時間】

9：00～21：00
（日・祝日は17：00まで）

【トレーニング室利用料金】

12/28（金）は17：00まで営業

6ヶ月利用/2,050円
当日利用/200円

■各室の利用の場合は3ヶ月前から予約できます。 ■トレーニング室は、当日の申込みで利用できます。

12/6、13、20（各木曜日）

15:05～15:55

12/4、11、18（各火曜日）

13:30～14:30

■
「クロールの呼吸がうまくできない」
「平泳ぎのキックができない」
等、水泳や水中ウォーキングの疑問・悩みを
アドバイスし、解決していきます。

■音楽に合わせて基本動作のレベルで身体を動かす有酸素運動です。
運動神経のない初心者から少し体力のある初心者を対象とするプログラムです。

12/6、13、20、27（各木曜日） 13:30～14:30

■ヨガをしたことがないなど、初心者を対象としたヨガ教室です。
誰でも出来るような簡単なポーズをとることにより、身体を整えるとともに心のリフレッシュを行うプログラムです

発行：高崎市・（公財）高崎財団高崎芸術劇場部 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1（市庁舎4階） TEL 027-321-1213

平成30年12月1日発行

