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群馬音楽センター
EVENT INFORMATION

窓口受付時間
今月の休館日

8：30–17：15  
3/4.11.18.25 ホール 1,932席

TEL 027-322-4527
高崎市高松町28番地2370-0829〒

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。（2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。
入場方法
入場料

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

友の会

まごころ
　 ふれあいタクシー

0 1 2 0 - 5 4 - 8 1 8 0
0 2 7 - 3 2 2 - 1 2 1 2上信ハイヤー ☎

土

群響第 回定期演奏会547
友の会

13
4/

18：45開演
指揮：小林研一郎
　　　（群響ミュージック・アドバイザー）
ピアノ：清水和音＊

曲目：ベートーヴェン／ピアノ協奏曲　第 5番
　　　変ホ長調　作品 73「皇帝」＊
　　　ベートーヴェン／
　　　交響曲　第 3番　変ホ長調　作品 55「英雄」

土

友の会

25
5/

指揮：高関健（群響名誉指揮者）
曲目： J.S. バッハ・マーラー編曲／
　　　J.S. バッハの管弦楽作品による組曲
　　　マーラー／
　　　交響曲　第 7番　ホ短調「夜の歌」
　　　【マーラー新全集版】

土

友の会

13
7/

　　　指揮：小林研一郎
　　　　　　（群響ミュージック・アドバイザー）
　　　ヴァイオリン：木嶋真優＊
曲目 : チャイコフスキー／
　　　ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　作品 35＊
　　　チャイコフスキー／
　　　交響曲　第 4番　ヘ短調　作品 36

指定／ S席 4,600円　　A席 4,100円
　　　B席 3,600円
自由／C席 2,100円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※U-18（18 歳以下）の方は一回券の料金が半額となります。
　（A,B,C席）

群馬交響楽団
2019前期シーズン定期演奏会

チケット発売中

027-322-4944℡

群響第 回定期演奏会548
18：45開演

群響第 回定期演奏会550
18：45開演

日

友の会

1
9/

指揮：大井剛史
ソプラノ：北原瑠美＊
メゾソプラノ：山下牧子＊ 
テノール：望月哲也＊
バリトン：青山貴＊

曲目 : ドヴォルジャーク／
　　　スターバト・マーテル 作品 58　B.71＊

群響第 回定期演奏会551
18：45開演

土

友の会

22
6/

　　　指揮：円光寺雅彦
　　　フルート：高木綾子＊
曲目： ウェーバー／歌劇「魔弾の射手」J.277序曲
　　　ライネッケ／フルート協奏曲　ニ長調　作品 283＊
　　　メンデルスゾーン／交響曲　第 3番　イ短調
　　　作品 56「スコットランド」

群響第 回定期演奏会549
18：45開演

10
3/

0279-54-2011（内 2213）

14：00-17：00

陸上自衛隊第 12旅団
℡.

陸上自衛隊第12旅団第 55回定期演奏会

日

無料(要整理券)

24
3/

027-388-9649

16：00-18：00

高崎映画祭事務局
℡.

第 33回高崎映画祭授賞式

日

授賞式券 2,500円（当日 3,000円）

26
3/

027-343-5416

10：00-12：30

公立大学法人高崎経済大学
℡.

平成 30年度　高崎経済大学学位記授与式

火

関係者

27
3/

027-324-0074

18：00-20：30

群馬県立高崎高等学校吹奏楽部
℡.

群馬県立高崎高等学校吹奏楽部
第 60回定期演奏会

水

300円（当日 500円）

29
3/

027-362-2585

17：00-19：30

群馬県立高崎女子高等学校吹奏楽部
℡.

群馬県立高崎女子高等学校
吹奏楽部第 27回定期演奏会

金

500円
13
3/

027-364-0627

13：00-14：20

高崎民主商工会
℡.

3.13重税反対全国統一行動
高崎・渋川地区集会

水

無料

17
3/

http://takasakisuisougaku.web.fc2.com/

9：30-17：30

高崎市吹奏楽連盟

第 31回高崎市吹奏楽新人演奏会

日

500円

31
3/

027-370-6663

13：30-16：00

群馬県立中央中等教育学校管弦楽部
℡.

群馬県立中央中等教育学校
管弦楽部第 25回定期演奏会

日

無料

16

土

群馬交響楽団
第 回定期演奏会546

友の会

16
3/

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

027-322-2827

9：30-11：40

高崎商科大学附属高等学校
℡.

高崎商科大学附属高等学校
第 70回卒業式

金

関係者1
3/

027-365-3374

10：30-11：45

学校法人群馬パース学園
℡.

平成 30年度群馬パース大学・
大学院卒業証書・学位記授与式
平成 30年度群馬パース大学
福祉専門学校卒業式

水

関係者6
3/

027-321-1296

14：00-16：00

高崎市スポーツ課
℡.

平成 30年度高崎市
優秀スポーツ賞表彰式

日

関係者3
3/

2
3/

027-326-3055

13：00-16：00

こだま幼稚園
℡.

第 26回子育ての街づくりフォーラム

土

関係者

9
3/

027-226-2593（群馬県生活文化スポーツ部文化振興課）

15：00-17：00

群馬県・群馬県戦略的文化芸術創造事業実行委員会
℡.

平成 30年度 群馬県戦略的文化芸術創造事業
「群響スペシャルコンサート～音楽会で展覧会」

土

5,000円

［全席指定］　　Ｓ席完売
　　　　　　　 A席 3,000 円（友の会 2,700 円、U-25 1,000 円）
［昼夜通し券］　A席 4,000 円（友の会 3,700 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。
※昼夜通し券は窓口のみでの取扱いです。（電話予約・郵送可）
※字幕付き（席によっては字幕が見づらい場合があります。） 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。

城 址 地 下 駐 車 場
城址第二地下駐車場
高 松 地 下 駐 車 場

（シティギャラリー地下）
（ 高 崎 市 役 所 地 下 ）
（姉妹都市公園地下）

027-322-4944℡

指定／ S席 4,600円　　A席 4,100円
　　　B席 3,600円
自由／C席 2,100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。

友の会チケット
好評発売中 インターネット

購入
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群馬音楽センター
EVENT INFORMATION

窓口受付時間
今月の休館日

8：30–17：15  
3/4.11.18.25 ホール 1,932席

TEL 027-322-4527
高崎市高松町28番地2370-0829〒

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。（2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。
入場方法
入場料

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

友の会

まごころ
　 ふれあいタクシー
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土

群響第 回定期演奏会547
友の会

13
4/

18：45開演
指揮：小林研一郎
　　　（群響ミュージック・アドバイザー）
ピアノ：清水和音＊

曲目：ベートーヴェン／ピアノ協奏曲　第 5番
　　　変ホ長調　作品 73「皇帝」＊
　　　ベートーヴェン／
　　　交響曲　第 3番　変ホ長調　作品 55「英雄」

土

友の会

25
5/

指揮：高関健（群響名誉指揮者）
曲目： J.S. バッハ・マーラー編曲／
　　　J.S. バッハの管弦楽作品による組曲
　　　マーラー／
　　　交響曲　第 7番　ホ短調「夜の歌」
　　　【マーラー新全集版】

土

友の会

13
7/

　　　指揮：小林研一郎
　　　　　　（群響ミュージック・アドバイザー）
　　　ヴァイオリン：木嶋真優＊
曲目 : チャイコフスキー／
　　　ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　作品 35＊
　　　チャイコフスキー／
　　　交響曲　第 4番　ヘ短調　作品 36

指定／ S席 4,600円　　A席 4,100円
　　　B席 3,600円
自由／C席 2,100円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※U-18（18 歳以下）の方は一回券の料金が半額となります。
　（A,B,C席）

群馬交響楽団
2019前期シーズン定期演奏会

チケット発売中

027-322-4944℡

群響第 回定期演奏会548
18：45開演

群響第 回定期演奏会550
18：45開演

日

友の会

1
9/

指揮：大井剛史
ソプラノ：北原瑠美＊
メゾソプラノ：山下牧子＊ 
テノール：望月哲也＊
バリトン：青山貴＊

曲目 : ドヴォルジャーク／
　　　スターバト・マーテル 作品 58　B.71＊

群響第 回定期演奏会551
18：45開演

土

友の会

22
6/

　　　指揮：円光寺雅彦
　　　フルート：高木綾子＊
曲目： ウェーバー／歌劇「魔弾の射手」J.277序曲
　　　ライネッケ／フルート協奏曲　ニ長調　作品 283＊
　　　メンデルスゾーン／交響曲　第 3番　イ短調
　　　作品 56「スコットランド」

群響第 回定期演奏会549
18：45開演

10
3/

0279-54-2011（内 2213）

14：00-17：00

陸上自衛隊第 12旅団
℡.

陸上自衛隊第12旅団第 55回定期演奏会

日

無料(要整理券)

24
3/

027-388-9649

16：00-18：00

高崎映画祭事務局
℡.

第 33回高崎映画祭授賞式

日

授賞式券 2,500円（当日 3,000円）

26
3/

027-343-5416

10：00-12：30

公立大学法人高崎経済大学
℡.

平成 30年度　高崎経済大学学位記授与式

火

関係者

27
3/

027-324-0074

18：00-20：30

群馬県立高崎高等学校吹奏楽部
℡.

群馬県立高崎高等学校吹奏楽部
第 60回定期演奏会

水

300円（当日 500円）

29
3/

027-362-2585

17：00-19：30

群馬県立高崎女子高等学校吹奏楽部
℡.

群馬県立高崎女子高等学校
吹奏楽部第 27回定期演奏会

金

500円
13
3/

027-364-0627

13：00-14：20

高崎民主商工会
℡.

3.13重税反対全国統一行動
高崎・渋川地区集会

水

無料

17
3/

http://takasakisuisougaku.web.fc2.com/

9：30-17：30

高崎市吹奏楽連盟

第 31回高崎市吹奏楽新人演奏会

日

500円

31
3/

027-370-6663

13：30-16：00

群馬県立中央中等教育学校管弦楽部
℡.

群馬県立中央中等教育学校
管弦楽部第 25回定期演奏会

日

無料

16

土

群馬交響楽団
第 回定期演奏会546

友の会

16
3/

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

027-322-2827

9：30-11：40

高崎商科大学附属高等学校
℡.

高崎商科大学附属高等学校
第 70回卒業式

金

関係者1
3/

027-365-3374

10：30-11：45

学校法人群馬パース学園
℡.

平成 30年度群馬パース大学・
大学院卒業証書・学位記授与式
平成 30年度群馬パース大学
福祉専門学校卒業式

水

関係者6
3/

027-321-1296

14：00-16：00

高崎市スポーツ課
℡.

平成 30年度高崎市
優秀スポーツ賞表彰式

日

関係者3
3/

2
3/

027-326-3055

13：00-16：00

こだま幼稚園
℡.

第 26回子育ての街づくりフォーラム

土

関係者

9
3/

027-226-2593（群馬県生活文化スポーツ部文化振興課）

15：00-17：00

群馬県・群馬県戦略的文化芸術創造事業実行委員会
℡.

平成 30年度 群馬県戦略的文化芸術創造事業
「群響スペシャルコンサート～音楽会で展覧会」

土

5,000円

［全席指定］　　Ｓ席完売
　　　　　　　 A席 3,000 円（友の会 2,700 円、U-25 1,000 円）
［昼夜通し券］　A席 4,000 円（友の会 3,700 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。
※昼夜通し券は窓口のみでの取扱いです。（電話予約・郵送可）
※字幕付き（席によっては字幕が見づらい場合があります。） 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。

城 址 地 下 駐 車 場
城址第二地下駐車場
高 松 地 下 駐 車 場

（シティギャラリー地下）
（ 高 崎 市 役 所 地 下 ）
（姉妹都市公園地下）

027-322-4944℡

指定／ S席 4,600円　　A席 4,100円
　　　B席 3,600円
自由／C席 2,100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。

友の会チケット
好評発売中 インターネット

購入
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高崎市文化会館
EVENT INFORMATION

ホール 701席
TEL 027-325-0681

高崎市末広町23番地1370-0065〒窓口受付時間
今月の休館日 3/4.11.18.25

8：30–17：15

〒370-0846　高崎市下和田町4-1-18　TEL 027-329-5447

※上記プログラムは、入場料だけで参加できます。
※やむを得ず、日程を変更する場合がございます。予めご了承ください。

高崎市浜川町1575番地1（浜川運動公園内）
TEL  027-344-5511

高崎市浜川プール

●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。

高崎市問屋町4-8-8（高崎交通会館横）
TEL  027-361-0098

サンライフ高崎

■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。

【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】
6ヶ月利用/2,050円
当日利用/200円

ご利用案内

たのしく
エアロ

3月5日、12日、19日、26日（各火曜日）13:30～14:30
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。

はじめての
ヨガ

3月7日、14日（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

ワンポイント
アドバイス

3月7日、14日（各木曜日）15:05～15:55
「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。

温
水
プ
ー
ル

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。

3/28（木）～30（土）
第50回全国ミニバスケットボール大会
全国の各都道府県予選を勝ち
抜いた男女各48チームが参加し、
リーグ戦を行う。
主催：公益財団法人
　　　日本バスケットボール協会
　　　朝日新聞社
入場無料

演奏曲目　サウンド・オブ・ミュージック　
　　　　　ラジオ体操第一　他
　　　　　親しみのある曲をセレクトして贈ります。
※曲目は変更される場合があります。予めご了承ください。

「昼のミニコンサート」
～浜川プールで音を楽しむ～

主催 : 公益財団法人　高崎財団（高崎市浜川プール　℡０２７－３４４－５５１１）

日　時　２０１９年３月３日（日）
　　　　１３：００～１４：００
会　場　高崎市浜川プール１階ロビー
観覧料　無　料

みかぼ室内管弦楽団による
　　　　　　アンサンブルコンサート

ⓒJBAⓒJBAⓒJBAⓒJBA

3/23
（土）

3/24
（日）

3/25
（月）

3/26
（火）

3/27
（水）

3/28
（木）

3/29
（金）

会場 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2221

10：00 ～11：54
沖縄スパイ戦史

12：30 ～15：39
菊とギロチン

16：10 ～18：59
花筐／HANAGATAMI

19：30 ～21：27
暁に祈れ

19：00 ～20：37
クリスマスの夜に

10：00～
泣くな赤鬼

12：20 ～14：09
生きてるだけで、愛。

14：45 ～15：15
バックステージツアー

15：30 ～17：20
志乃ちゃんは自分の名前が言えない

17：45 ～19：58
鈴木家の嘘

10：10～12：59
花筐／HANAGATAMI

13：30 ～16：39
菊とギロチン

17：25～19：19
沖縄スパイ戦史

20：30 ～22：27
かぞくへ

10：00 ～11：59
寝ても覚めても

12：30 ～14：43
鈴木家の嘘

10：10 ～12：07
かぞくへ

12：40 ～14：00
斬、

文化会館

シネマテーク

文化会館

シネマテーク

19：30 ～21：01
きみへの距離、1万キロ

19：30 ～20：50
斬、

10：30 ～11：51
アメリカン・ヴァルハラ

電気館

シネマテーク 15：00 ～16：37
クリスマスの夜に

12：45 ～14：29
木洩れ日の家で

17：00 ～17：53
ピウスツキ・ブロニスワフ

19：00 ～20：32
顔

10：30 ～12：15
あのバスを止めろ

12：50 ～14：04
ゲンボとタシの夢見るブータン

14：40 ～16：59
ポルトの恋人たち～時の記憶

17：40 ～19：19
十年

19：45 ～21：31
性別が、ない！

12：30 ～14：40
息衝く

15：10 ～16：26
つかのまの愛人

19：15 ～21：00
風たちの午後

17：00 ～18：47
STILL LIFE OF MEMORIES

13：30 ～15：12
無限ファンデーション

16：20 ～18：19
止められるか、俺たちを

19：00 ～21：00
空の瞳とカタツムリ

文化会館

電気館

シネマテーク

13：00 ～14：37
クリスマスの夜に

17：00 ～18：44
木洩れ日の家で

19：30 ～21：00
メモリーズ･オブ･サマー

文化会館

電気館

シネマテーク

14：00 ～15：32
顔

18：10 ～19：40
メモリーズ･オブ･サマー

16：05 ～16：58
ピウスツキ・ブロニスワフ

文化会館

電気館

シネマテーク

文化会館

電気館

シネマテーク

19：30 ～21：11
スカブロ

10：30 ～12：17
STILL LIFE OF MEMORIES

13：00 ～14：45

風たちの午後
15：30 ～16：51
アメリカン・ヴァルハラ

17：30 ～19：40
息衝く

20：00 ～21：16
つかのまの愛人

13：30 ～15：29
止められるか、俺たちを

16：15 ～18：19
ハード・コア

19：00 ～20：42
無限ファンデーション

群馬音楽センターにて
授賞式

日時 2019年3月23日（土）
14:30・大ホールロビー集合
14:45・スタート（所要時間約30分）

参加費 無料
＊事前のお申し込みが必要です

申し込み 高崎市文化会館

TEL 027-325-0681
受付時間 9:00～17:00（月曜休館）

申込期間 2019年3月8日(金)～ 3月17日(日)

参加資格 小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 20名＊定員に達し次第締め切り

■ 主催 (公財)高崎財団(高崎市文化会館)
■ 協力 高崎映画祭／シネマテークたかさき

バックステージツアー
高崎市文化会館

普段は足を踏み入れることのないホールの裏側をめぐるバックステージツアー
を開催いたします。舞台袖、音響室、映写室等を周り、機材や機械の仕組みなど
も知ることができます。ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。

3/31
（日）

3/30
（土）

文化会館

シネマテーク 10：30 ～11：53
あなたはわたしじゃない

12：30 ～15：03
ひかりの歌

15：40 ～17：37
ゾンからのメッセージ

18：30 ～20：01
旅するダンボール

文化会館

電気館

シネマテーク

12：00 ～13：36
カメラを止めるな！　

14：00 ～15：00
トークイベント

15：30 ～17：16
きみの鳥はうたえる

12：40 ～14：59

ポルトの恋人たち～時の記憶
10：30 ～12：09

十年
15：30 ～17：15
あのバスを止めろ

17：45 ～19：31
性別が、ない！

20：30 ～21：44
ゲンボとタシの夢みるブータン

10：00 ～11：20
長靴をはいた猫

10：00 ～12：04
ニュー・シネマ・パラダイス

12：40 ～14：22
かもめ食堂

15：00 ～16：52
アンフェア the movie

17：20 ～19：20
踊る大捜査線 THE MOVIE

19：20 ～20：20
スペシャルトーク

35ミリ

35ミリ 35ミリ 35ミリ 35ミリ

データ提供：高崎映画祭事務局

SPORTS INFORMATION

卒業証書・学位記授与式

027-326-1155
15
3/ 10：30-13：00

関係者
新島学園短期大学　

金 ℡.

高崎市消防表彰式

027-324-2216
3
3/ 9：30-11：30

関係者
高崎市等広域消防局

日 ℡.

高崎市医師会看護専門学校卒業式

027-360-3300
7
3/ 13：30-16：00

関係者
高崎市医師会看護専門学校

木 ℡.

学校法人MGL学園卒業式

027-321-0411
12
3/ 13：00-16：00

関係者
学校法人ＭＧＬ学園　

火 ℡.

第11回群馬県立高崎高等学校
和太鼓部漢組定期演奏会

おとこぐみ

じゅうよんだいめおとこぐみ

027-324-0074
16
3/ 17：00-19：30

無料
群馬県立高崎高等学校和太鼓部拾肆代目漢組　

土 ℡.

平成 30年度
SGH事業・体験活動成果発表会

027-344-1230
19
3/ 9：30-13：30

関係者
高崎市立高崎経済大学附属高等学校　

火 ℡.

高崎コスモス合唱団 第11回定期演奏会

090-2636-9763（竹内）
21

3/ 14：00-16：00
全席自由 1,000円
高崎コスモス合唱団

木・祝 ℡.

入場方法 入場料 インターネット購入対象インターネット購入友の会ポイント対象友の会

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。（2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。

STUDIO Y 4th CONCERT

027-221-9084
10
3/ 13：30-16：20

無料
Studio Y 

日 ℡.

人形浄瑠璃　文楽
昼の部　義経千本桜　「椎の木の段」
　　　　　　　　　　「すしやの段」
夜の部　義経千本桜　「道行初音旅」
　　　　新版歌祭文　「野崎村の段」

※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。
※昼夜通し券は窓口のみでの取扱いです。（電話予約・郵送可）
※字幕付き（席によっては字幕が見づらい場合があります。）

※詳しくは表紙をご覧ください。

 ①昼の部13：30開演②夜の部18：00開演

友の会
インターネット
購入
チケット
好評
発売中

木
14
3/

第33回 高崎映画祭
高崎映画祭事務局 Tel.027-388-9649 takasakifilmfes.jp

2019.3.23㈯▶▶▶ 4.7㈰



■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。

窓口受付時間
8：30–17：15 

展示室　 7室
ホール 324席 TEL 027-328-5050

高崎市高松町35番地1370-0829〒

■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10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：3/4・11・18・22・25

〒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）
■休館日：3/4・11・18・25~31

〒370-0841 高崎市栄町3番23号 高崎タワー21（入口4F）
Tel 027-330-3773

高崎シティギャラリーコアホール
EVENT INFORMATION

TEL 027-328-5050
高崎市高松町35番地1370-0829〒展示室　 7室

ホール 324席
窓口受付時間
8：30–17：15 高崎シティギャラリー 展示室

EVENT INFORMATIONEVENT INFORMATION
窓口受付時間
8：30–17：15 

展示室　 7室
ホール 324席 TEL 027-328-5050

高崎市高松町35番地1370-0829〒

※（　）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。

観覧料　一般 600（500）円　大・高生 300（250）円

モダンデザインが結ぶ暮らしの夢
生活デザインの原点をめぐる5つの可能性

高崎市美術館シリーズ講座てつがく堂「竹皮編をしる×さわる×つくる」
日時：3/24(日 ) 14：00～
講師：前島美江(西上州竹皮編でんえもん)　
場所：高崎市南公民館 5階調理室　＊参加無料
＊定員 20名
＊お申込：2/2( 土 )午前 10時より高崎市美術館にて電話受付します(027-324-6125）。
＊トーク終了後、美術館敷地内旧井上房一郎邸で、講師と参加者の交流イベント「茶話」があります。
　(展覧会観覧+茶話は要観覧料 )

観覧料　一般 500（400）円　 大・高生 300（250）円

作品解説会　 3/17（日）、23（土）14：00～

スペシャルギャラリートーク
日時：3/3(日 ) 14：00～
講師：那波多目功一（日本画家）・松尾由佳（松尾敏男長女）　

※（　）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。

松尾敏男 展

3/14 4/10－ （水）（木）

3/7 3/13－ （水）（木）

『家族のレシピ』公開記念　～映画のまち高崎展～
℡ 027-321-1213高崎財団

（公開17日～4月7日）
全展示室

※2/28（木）～3/6（水）は保守点検のため、催し物はありません。

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。（2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

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

友の会

高木 直樹ピアノリサイタル

16
3/ 14：00-16：00

一般 1,500円 学生 1,000円
高木直樹ピアノリサイタル実行委員会

土 naokitakagipiano@gmail.com

日本栄養改善学会 
関東・甲信越支部 第6回学術総会

10
3/ 12：30-17：00

正会員 2,000円　一般非会員 3,000円
学生会員　無料　学生非会員 1,000円
日本栄養改善学会関東甲信越支部日

027-352-1290℡.

北関東ピアノコンクール入賞者記念
推薦コンサート 2019

21
3/ 13：30-16：30

一般 1,000円 小学生以下 500円
北関東ピアノコンクール実行委員会

木・祝 027-363-6280℡.

19th Concert

17
3/ 14：00-16：00

無料
リリコ・スピラーレ

日 027-363-5264℡.

ブルーノ・タウト　卓上ランプデッサン（1935年）
ブルーノ・タウトの会蔵

横綱・白鵬関化粧まわし「白牡丹」2013年

第50回高崎市華道協会いけばな展
第23回高崎市民いけばな展

℡ 027-322-1314
℡ 027-321-1203

高崎市華道協会
高崎市文化課

（公開8日～11日）

ー3/31（日）

ー3/24（日）

3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。

※3/1（金）～7（木）、14（木）は機器メンテナンス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。　

11：00　12：00　13：00　14：00 　　　『上村松園の世界』3/8 3/20－ （水）（金）

3/21 4/7－ （日）（木・祝）

◎春休みアニメ上映

◎通常上映
NEW

上　映　時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

『草原の子テングリ』、『母をたずねて』、『小公女』、他短編アニメ11：00　12：00　13：00

ＫＡＧＡＹＡ『銀河鉄道の夜』（小学校高学年向け）14：00

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

土
9
3/

残席
わずか

ソフィー・ダルティガロング
   ファゴット・リサイタル
14：00-16：00土

11
3/

027-310-2240

10：00-12：00

学芸館高等学校
℡.

第十五回卒業式

月

関係者

明徳幼稚園
バレエ教室発表会＆Ｓｐｒｉｎｇ ｃｏｎｃｅｒｔ 2019

24
3/ 13：45-15：30

無料
内山悦子

日 090-9384-7524℡.

第2回合唱ジョイントコンサート

31
3/ 14：00-16：30

無料
少年少女合唱 Bambi

日 027-326-2907℡.

28
3/

027-327-1730

17：30-21：00

井桁正樹
℡.

弦楽研究発表会

木

関係者

無伴奏ヴァイオリンの夕べ（7夜）

26
3/ 19：00-21：00

一般 2,200円 
学生・シルバー（65歳以上）・お体の不自由な方 1,500円
古橋綾子火

027-322-4316（群響事務局）℡.

新井晶子・朝倉美幸
ソプラノデュオリサイタル

30
3/ 14：00-16：00

2,500円 
新井晶子

土 080-5187-4559℡.

第39回高崎市小・中学校防火ポスター展 ℡ 027-324-2214高崎市消防協力会（公開8日～12日）第 2展示室

みんなの作品展 ℡ 027-352-7529高崎市心身障害者等連絡協議会（公開8日～13日）第 3・4展示室

第１展示室
予備室

絵画展 ℡ 027-252-1709斗南美術協会（公開8日～13日）第 5展示室

全日本美術協会第36回群馬支部展 ℡ 027-371-2260全日本美術協会群馬支部（公開7日～13日）第 6展示室

開催中

開催中

メンバーズ
公演チケットをより便利に購入していただくための
新しいインターネットサービスが始まります。

＊画面上で座席を選ぶことができます。
＊受取方法は、お近くのセブン - イレブンでの受け取りか郵送が選べます。 
＊有効期限はありません。
問合せ先　公益財団法人高崎財団 高崎芸術劇場部
　　　　　TEL：027-321-1213【平日 8:30 ～17:15】

3 月１日より登録受付を開始いたします。 
高崎芸術劇場ホームページからご登録をお願いいたします。 
●スマートフォンからでもご登録いただけます。

高崎芸術劇場

特典１

チケット先行販売
特典 2 特典3

＊財団主催事業のチケットを
電話・窓口販売に先駆けて
いち早くお求めいただけます。

インターネットから
座席を選んで

チケットが購入できる
＊24 時間いつでもチケットが　
購入できます！
（システムメンテナンス時を除く）

メールマガジン
＊メールで最新の公演情報や
先行販売の情報が届きます！

3月1日より受付開始！

登録料・年会費 無料 !

24h

映画「家族のレシピ」（３月９日公開）の公開に伴い、映画をとおして高崎を世界に発
信しているパフォーマンスと「高崎映画祭」や「高崎フィルムコミッション」など、高崎
市の強い市民力によって、高崎独自の映画文化を育んできた歴史をご紹介します。



■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。

窓口受付時間
8：30–17：15 

展示室　 7室
ホール 324席 TEL 027-328-5050

高崎市高松町35番地1370-0829〒

■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10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：3/4・11・18・22・25

〒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）
■休館日：3/4・11・18・25~31

〒370-0841 高崎市栄町3番23号 高崎タワー21（入口4F）
Tel 027-330-3773

高崎シティギャラリーコアホール
EVENT INFORMATION

TEL 027-328-5050
高崎市高松町35番地1370-0829〒展示室　 7室

ホール 324席
窓口受付時間
8：30–17：15 高崎シティギャラリー 展示室

EVENT INFORMATIONEVENT INFORMATION
窓口受付時間
8：30–17：15 

展示室　 7室
ホール 324席 TEL 027-328-5050

高崎市高松町35番地1370-0829〒

※（　）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。

観覧料　一般 600（500）円　大・高生 300（250）円

モダンデザインが結ぶ暮らしの夢
生活デザインの原点をめぐる5つの可能性

高崎市美術館シリーズ講座てつがく堂「竹皮編をしる×さわる×つくる」
日時：3/24(日 ) 14：00～
講師：前島美江(西上州竹皮編でんえもん)　
場所：高崎市南公民館 5階調理室　＊参加無料
＊定員 20名
＊お申込：2/2( 土 )午前 10時より高崎市美術館にて電話受付します(027-324-6125）。
＊トーク終了後、美術館敷地内旧井上房一郎邸で、講師と参加者の交流イベント「茶話」があります。
　(展覧会観覧+茶話は要観覧料 )

観覧料　一般 500（400）円　 大・高生 300（250）円

作品解説会　 3/17（日）、23（土）14：00～

スペシャルギャラリートーク
日時：3/3(日 ) 14：00～
講師：那波多目功一（日本画家）・松尾由佳（松尾敏男長女）　

※（　）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。

松尾敏男 展

3/14 4/10－ （水）（木）

3/7 3/13－ （水）（木）

『家族のレシピ』公開記念　～映画のまち高崎展～
℡ 027-321-1213高崎財団

（公開17日～4月7日）
全展示室

※2/28（木）～3/6（水）は保守点検のため、催し物はありません。

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。（2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

友の会ポイント対象
インターネット購入対象インターネット購入

友の会

高木 直樹ピアノリサイタル

16
3/ 14：00-16：00

一般 1,500円 学生 1,000円
高木直樹ピアノリサイタル実行委員会

土 naokitakagipiano@gmail.com

日本栄養改善学会 
関東・甲信越支部 第6回学術総会

10
3/ 12：30-17：00

正会員 2,000円　一般非会員 3,000円
学生会員　無料　学生非会員 1,000円
日本栄養改善学会関東甲信越支部日

027-352-1290℡.

北関東ピアノコンクール入賞者記念
推薦コンサート 2019

21
3/ 13：30-16：30

一般 1,000円 小学生以下 500円
北関東ピアノコンクール実行委員会

木・祝 027-363-6280℡.

19th Concert

17
3/ 14：00-16：00

無料
リリコ・スピラーレ

日 027-363-5264℡.

ブルーノ・タウト　卓上ランプデッサン（1935年）
ブルーノ・タウトの会蔵

横綱・白鵬関化粧まわし「白牡丹」2013年

第50回高崎市華道協会いけばな展
第23回高崎市民いけばな展

℡ 027-322-1314
℡ 027-321-1203

高崎市華道協会
高崎市文化課

（公開8日～11日）

ー3/31（日）

ー3/24（日）

3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。

※3/1（金）～7（木）、14（木）は機器メンテナンス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。　

11：00　12：00　13：00　14：00 　　　『上村松園の世界』3/8 3/20－ （水）（金）

3/21 4/7－ （日）（木・祝）

◎春休みアニメ上映

◎通常上映
NEW

上　映　時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

『草原の子テングリ』、『母をたずねて』、『小公女』、他短編アニメ11：00　12：00　13：00

ＫＡＧＡＹＡ『銀河鉄道の夜』（小学校高学年向け）14：00

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

土
9
3/

残席
わずか

ソフィー・ダルティガロング
   ファゴット・リサイタル
14：00-16：00土

11
3/

027-310-2240

10：00-12：00

学芸館高等学校
℡.

第十五回卒業式

月

関係者

明徳幼稚園
バレエ教室発表会＆Ｓｐｒｉｎｇ ｃｏｎｃｅｒｔ 2019

24
3/ 13：45-15：30

無料
内山悦子

日 090-9384-7524℡.

第2回合唱ジョイントコンサート

31
3/ 14：00-16：30

無料
少年少女合唱 Bambi

日 027-326-2907℡.

28
3/

027-327-1730

17：30-21：00

井桁正樹
℡.

弦楽研究発表会

木

関係者

無伴奏ヴァイオリンの夕べ（7夜）

26
3/ 19：00-21：00

一般 2,200円 
学生・シルバー（65歳以上）・お体の不自由な方 1,500円
古橋綾子火

027-322-4316（群響事務局）℡.

新井晶子・朝倉美幸
ソプラノデュオリサイタル

30
3/ 14：00-16：00

2,500円 
新井晶子

土 080-5187-4559℡.

第39回高崎市小・中学校防火ポスター展 ℡ 027-324-2214高崎市消防協力会（公開8日～12日）第 2展示室

みんなの作品展 ℡ 027-352-7529高崎市心身障害者等連絡協議会（公開8日～13日）第 3・4展示室

第１展示室
予備室

絵画展 ℡ 027-252-1709斗南美術協会（公開8日～13日）第 5展示室

全日本美術協会第36回群馬支部展 ℡ 027-371-2260全日本美術協会群馬支部（公開7日～13日）第 6展示室

開催中

開催中

メンバーズ
公演チケットをより便利に購入していただくための
新しいインターネットサービスが始まります。

＊画面上で座席を選ぶことができます。
＊受取方法は、お近くのセブン - イレブンでの受け取りか郵送が選べます。 
＊有効期限はありません。
問合せ先　公益財団法人高崎財団 高崎芸術劇場部
　　　　　TEL：027-321-1213【平日 8:30 ～17:15】

3 月１日より登録受付を開始いたします。 
高崎芸術劇場ホームページからご登録をお願いいたします。 
●スマートフォンからでもご登録いただけます。

高崎芸術劇場

特典１

チケット先行販売
特典 2 特典3

＊財団主催事業のチケットを
電話・窓口販売に先駆けて
いち早くお求めいただけます。

インターネットから
座席を選んで

チケットが購入できる
＊24 時間いつでもチケットが　
購入できます！
（システムメンテナンス時を除く）

メールマガジン
＊メールで最新の公演情報や
先行販売の情報が届きます！

3月1日より受付開始！

登録料・年会費 無料 !

24h

映画「家族のレシピ」（３月９日公開）の公開に伴い、映画をとおして高崎を世界に発
信しているパフォーマンスと「高崎映画祭」や「高崎フィルムコミッション」など、高崎
市の強い市民力によって、高崎独自の映画文化を育んできた歴史をご紹介します。



プラネタリウム

天 文
教 室

「冬から春の天体を見よう」
■日時：3月8日（金） 19：00～
■参加費：無料　
■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。

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）

前橋市Presents 舞台芸術祭2019　Maebashi  Performing  Art  Festival  2019

027-221-4321℡.

高崎市少年科学館 TEL 027-321-0323
高崎市末広町23番地1370-0065〒開  館  時  間

今月の休館日
9：00–17：00
3/4,11,18,25

科学工作教室「プロペラカーを作ろう」
■日時：4月13日（土）　9：30～12：00
■内容：ゴムで動くプロペラカーを作る。
■対象：小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：20人
■費用：500円（材料費）
■締切：4月4日（木）

プラネタリウム投映時間 個人

一般
小・中学生

団体
（20人以上）

火～金
土・日・祝日

3/27～4/7の毎日 150円
310円

120円
250円

☆
お
知
ら
せ
☆

※団体投映は、一般・子ども向け番組から選ぶことができます。（要予約）
※2/26～3/1は番組入れ替えのため投映がありません。
※3/27～ 4/7は春休み期間のため毎日4回投映を行います。
※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。

観覧料

一般番組（春の星座解説を含む約40分）

投映期間：3月2日（土）～6月2日（日）

子ども向け番組（春の星座解説を含む約35分）

投映期間：投映中～6月2日（日）

科学工作教室・パソコン教室の申し込み
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。

春の特別展
「めざせ！こびと博士！ こびとづかん」
　　　　　　　　　ＩＮ 高崎市少年科学館
■日時：3月9日（土）～4月7日（日）
　　　9：00～17：00
■内容：さまざまなコビトの生態や
　　　　特徴を体験しながら学び
　　　　こびと博士を目指す
　　　　体験型展示会。
■対象：どなたでも
■入場：無料
■場所：2階展示ホール ©TN

パソコン教室「小学１年生から３年生プログラミング体験 ４月」
■日時：4月14日（日）　9：30～12：00
■内容：文部科学省ウェイブサイトのプログラミンを中心にスクラッチも加えて
　　　初歩的なプログラミングを体験する。
■対象：小学1年生～3年生（保護者同伴）
■定員：10人
■費用：無料
■締切：4月4日（木）

■一般番組 ■子ども向け番組

平原綾香　いのちの星の詩
SPECIAL EDITION

秘密結社鷹の爪  THE  PLANETARIUM
～ブラブラ！ブラックホールのナゾ～

宇宙に地球が誕生し、
やがていのちが生まれ、
育まれてきた。
数え切れない偶然と
絶妙なバランスによって
守られた地球。

はるかな時を越えて今、この星に生まれ、大切な人と出会えた
奇跡。その奇跡のストーリーを平原綾香さんの深みのある歌や
優しい語りとともにお届けします。
クライマックスは名曲『Jupiter』とともに人類の探究心を翼に
壮大な宇宙への旅へ。きらめく星空とともに、
いのちのストーリーをお楽しみください。

（午前中）学習・団体 14：00 

13：30 16：00 11：00 14：45 

15：30 

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：3/4・11・18・22・25

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

《若草色の裸婦》 水彩・紙

観覧料　一般200（160）円　　大高生160（100）円
※（　）内は20名以上の団体料金
※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。

常設
展示

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。

Tel 027-321-0077

筒描染子供着物　木賊に兎
江戸～明治時代

■開園時間は9：00～16：30（入園は16：00まで）
■休園日：3/4・11・18・22・25
■入園料：無料

〒370-0865 高崎市寺尾町2302番地11
Tel 027-328-6808

※（　）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。

入館料　一般 100（80）円　大高生80（50）円　　　　会場　染色工芸館

榛名文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-374-5001
高崎市上里見町1072番地1370-3345〒

窓口受付時間 8：30–17：15 

月・火曜休館
大ホール 505席
小ホール 200席

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。（2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 友の会ポイント対象

インターネット購入対象インターネット購入
友の会

4/21（日）ー

吉井文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-387-3211
高崎市吉井町吉井285番地2370-2132〒

月・火曜休館
大ホール 507席

窓口受付時間 8：30–17：15 

チケット
好評
発売中

青春時代を再び！懐かしい歌をみんなで歌おう
吉井うたごえ広場
出演者：サロンなかのうたごえの会　ほか
曲目：早春賦　オーシャンレリゼ
　　　銀座の恋の物語　他
全席自由 500円

14：00開演 
友の会

12
5/
日

箕郷文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-371-7211
高崎市箕郷町生原922番地1370-3102〒

月・火曜休館
ホール601席

窓口受付時間 8：30–17：15 

群響「群馬ブラスクインテット」
×箕郷・群馬地域合同バンド
「Happiness」ジョイントコンサート
　　

心揺さぶる、熱い演奏をあなたに

出演：群馬ブラスクインテット
　　　市立箕郷中学校吹奏楽部
　　　市立群馬中央中学校吹奏楽部
　　　市立群馬南中学校吹奏楽部
曲目：欅坂 46メドレー /金山徹編曲
　　　ミッキーマウス・マーチ /Ｊ・ドッド作曲
　　　管楽器と打楽器のためのセレブレーション /
　　　J・スウェアリンジェン　ほか
全席指定 1,000円 学生 500円
※未就学児の入場はご遠慮下さい

14：00開演 

8
6/
土

チケット
3月8日金
発売

3
3/

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。

14：00開演 
日

第42回県民芸術祭参加事業
県民音楽のひろば
やさしいクラシック音楽会

友の会

残席
わずか 全席指定

一般 1,500円　学生 1,000円

Ⓒ深谷義宣 aura.Y2

開催中

Ⓒ蛙男商会 DEL

すずらん開店23周年記念カラオケ発表会

31
3/ 9：30-18：30

無料
スナックすずらん 山口芳雄

日 027-371-5826℡.

ＴＡＫＡＳＡＫＩ ＣＩＴＹ
第28回はるな梅マラソン

10
3/ 9：00開会

エコール前庭

日
027-374-6715℡.

ＴＡＫＡＳＡＫＩ ＣＩＴＹはるな梅マラソン
実行委員会・榛名支所地域振興課

あなたにもできることがある
～みんなでつなごう！支え合いの輪！フォーラム～

21
3/ 13：30-16：30

無料
高崎市福祉部長寿社会課

木・祝 027-321-1319℡.

第28回榛名の梅祭り

17
3/ 9：30開会

エコール前庭・小ホール（無料）
榛名の梅祭り実行委員会・榛名支所産業観光課

日 027-374-5111℡.

第 8回シノエダンスアート発表会

31
3/ 13：00-16：30

無料
NPO 法人シノエダンスアート

日 090-8788-0057℡.

｢瀕死の白鳥」
　　「ライモンダ」
　　　　「カラヴァッジオ」 ほか

SS席 10,000円~F席 2,000円
ペア・親子ペア券あり

世界征服を企む秘密結社 鷹の爪。
その秘密基地で、戦闘主任・吉
田くんは、うっかり「ブラック
ホール」を作ってしまいます。
これをきっかけにブラックホー
ルに興味を持ち、その謎を解い
ていく鷹の爪団。ついに、本物
のブラックホールを「見に」宇
宙へと向かうー同。そこで待ち
受けていたものとは！？

チケット販売中

開演 16:00
大ホール

日7/28

S席 2,500円 A席 1,500円
B席 1,000円 C席 500円
高校生以下 1,000円
ペア・親子ペア券あり 

 松田華音 ピアノ
リサイタル

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」他

3月23日（土）発売開始

小山流津軽三味線貢津慶会
定期演奏会

10
3/ 12：00-16：00

前売 2,000円 当日 3,000円
貢津慶会

日 090-2670-5890℡.

中村悦子 みんなで歌おう会

24
3/ 10：30-16：30

無料
中村悦子後援会

日 027-362-5792℡.

新町文化ホール
EVENT INFORMATION

TEL 0274-42-9133
高崎市新町3190番地1370-1301〒

月・火曜休館
ホール489席

窓口受付時間 8：30–17：15 

収蔵品展「草木染の美・春」

開演 18:00　大ホール
6/9日

ザハーロワ＆レーピン
トランス＝シベリア芸術祭in Japan2019

パ・ド・ドゥ ｆｏｒ Toes and Fingers
バレエ＆クラシック

ザハーロワ＆レーピン
トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 2019

パ・ド・ドゥ ｆｏｒ Toes and Fingers
バレエ＆クラシック

ＴheパーティーＰaｒｔｙ

10
3/ 13：00-16：30

前売 3,000円 当日 3,500円

日
027-372-0855℡.

ダンスアカデミーイチオカ
ソシアルダンススタジオクロスロード



プラネタリウム

天 文
教 室

「冬から春の天体を見よう」
■日時：3月8日（金） 19：00～
■参加費：無料　
■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。

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）

前橋市Presents 舞台芸術祭2019　Maebashi  Performing  Art  Festival  2019

027-221-4321℡.

高崎市少年科学館 TEL 027-321-0323
高崎市末広町23番地1370-0065〒開  館  時  間

今月の休館日
9：00–17：00
3/4,11,18,25

科学工作教室「プロペラカーを作ろう」
■日時：4月13日（土）　9：30～12：00
■内容：ゴムで動くプロペラカーを作る。
■対象：小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
■定員：20人
■費用：500円（材料費）
■締切：4月4日（木）

プラネタリウム投映時間 個人

一般
小・中学生

団体
（20人以上）

火～金
土・日・祝日

3/27～4/7の毎日 150円
310円

120円
250円

☆
お
知
ら
せ
☆

※団体投映は、一般・子ども向け番組から選ぶことができます。（要予約）
※2/26～3/1は番組入れ替えのため投映がありません。
※3/27～ 4/7は春休み期間のため毎日4回投映を行います。
※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。

観覧料

一般番組（春の星座解説を含む約40分）

投映期間：3月2日（土）～6月2日（日）

子ども向け番組（春の星座解説を含む約35分）

投映期間：投映中～6月2日（日）

科学工作教室・パソコン教室の申し込み
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。

春の特別展
「めざせ！こびと博士！ こびとづかん」
　　　　　　　　　ＩＮ 高崎市少年科学館
■日時：3月9日（土）～4月7日（日）
　　　9：00～17：00
■内容：さまざまなコビトの生態や
　　　　特徴を体験しながら学び
　　　　こびと博士を目指す
　　　　体験型展示会。
■対象：どなたでも
■入場：無料
■場所：2階展示ホール ©TN

パソコン教室「小学１年生から３年生プログラミング体験 ４月」
■日時：4月14日（日）　9：30～12：00
■内容：文部科学省ウェイブサイトのプログラミンを中心にスクラッチも加えて
　　　初歩的なプログラミングを体験する。
■対象：小学1年生～3年生（保護者同伴）
■定員：10人
■費用：無料
■締切：4月4日（木）

■一般番組 ■子ども向け番組

平原綾香　いのちの星の詩
SPECIAL EDITION

秘密結社鷹の爪  THE  PLANETARIUM
～ブラブラ！ブラックホールのナゾ～

宇宙に地球が誕生し、
やがていのちが生まれ、
育まれてきた。
数え切れない偶然と
絶妙なバランスによって
守られた地球。

はるかな時を越えて今、この星に生まれ、大切な人と出会えた
奇跡。その奇跡のストーリーを平原綾香さんの深みのある歌や
優しい語りとともにお届けします。
クライマックスは名曲『Jupiter』とともに人類の探究心を翼に
壮大な宇宙への旅へ。きらめく星空とともに、
いのちのストーリーをお楽しみください。

（午前中）学習・団体 14：00 

13：30 16：00 11：00 14：45 

15：30 

■開館時間は10：00～18：00（入館は17：30まで）
■休館日：3/4・11・18・22・25

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

《若草色の裸婦》 水彩・紙

観覧料　一般200（160）円　　大高生160（100）円
※（　）内は20名以上の団体料金
※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。

常設
展示

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。

Tel 027-321-0077

筒描染子供着物　木賊に兎
江戸～明治時代

■開園時間は9：00～16：30（入園は16：00まで）
■休園日：3/4・11・18・22・25
■入園料：無料

〒370-0865 高崎市寺尾町2302番地11
Tel 027-328-6808

※（　）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。

入館料　一般 100（80）円　大高生80（50）円　　　　会場　染色工芸館

榛名文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-374-5001
高崎市上里見町1072番地1370-3345〒

窓口受付時間 8：30–17：15 

月・火曜休館
大ホール 505席
小ホール 200席

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。（2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 友の会ポイント対象

インターネット購入対象インターネット購入
友の会

4/21（日）ー

吉井文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-387-3211
高崎市吉井町吉井285番地2370-2132〒

月・火曜休館
大ホール 507席

窓口受付時間 8：30–17：15 

チケット
好評
発売中

青春時代を再び！懐かしい歌をみんなで歌おう
吉井うたごえ広場
出演者：サロンなかのうたごえの会　ほか
曲目：早春賦　オーシャンレリゼ
　　　銀座の恋の物語　他
全席自由 500円

14：00開演 
友の会

12
5/
日

箕郷文化会館
EVENT INFORMATION

TEL 027-371-7211
高崎市箕郷町生原922番地1370-3102〒

月・火曜休館
ホール601席

窓口受付時間 8：30–17：15 

群響「群馬ブラスクインテット」
×箕郷・群馬地域合同バンド
「Happiness」ジョイントコンサート
　　

心揺さぶる、熱い演奏をあなたに

出演：群馬ブラスクインテット
　　　市立箕郷中学校吹奏楽部
　　　市立群馬中央中学校吹奏楽部
　　　市立群馬南中学校吹奏楽部
曲目：欅坂 46メドレー /金山徹編曲
　　　ミッキーマウス・マーチ /Ｊ・ドッド作曲
　　　管楽器と打楽器のためのセレブレーション /
　　　J・スウェアリンジェン　ほか
全席指定 1,000円 学生 500円
※未就学児の入場はご遠慮下さい

14：00開演 

8
6/
土

チケット
3月8日金
発売

3
3/

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。

14：00開演 
日

第42回県民芸術祭参加事業
県民音楽のひろば
やさしいクラシック音楽会

友の会

残席
わずか 全席指定

一般 1,500円　学生 1,000円

Ⓒ深谷義宣 aura.Y2

開催中

Ⓒ蛙男商会 DEL

すずらん開店23周年記念カラオケ発表会

31
3/ 9：30-18：30

無料
スナックすずらん 山口芳雄

日 027-371-5826℡.

ＴＡＫＡＳＡＫＩ ＣＩＴＹ
第28回はるな梅マラソン

10
3/ 9：00開会

エコール前庭

日
027-374-6715℡.

ＴＡＫＡＳＡＫＩ ＣＩＴＹはるな梅マラソン
実行委員会・榛名支所地域振興課

あなたにもできることがある
～みんなでつなごう！支え合いの輪！フォーラム～

21
3/ 13：30-16：30

無料
高崎市福祉部長寿社会課

木・祝 027-321-1319℡.

第28回榛名の梅祭り

17
3/ 9：30開会

エコール前庭・小ホール（無料）
榛名の梅祭り実行委員会・榛名支所産業観光課

日 027-374-5111℡.

第 8回シノエダンスアート発表会

31
3/ 13：00-16：30

無料
NPO 法人シノエダンスアート

日 090-8788-0057℡.

｢瀕死の白鳥」
　　「ライモンダ」
　　　　「カラヴァッジオ」 ほか

SS席 10,000円~F席 2,000円
ペア・親子ペア券あり

世界征服を企む秘密結社 鷹の爪。
その秘密基地で、戦闘主任・吉
田くんは、うっかり「ブラック
ホール」を作ってしまいます。
これをきっかけにブラックホー
ルに興味を持ち、その謎を解い
ていく鷹の爪団。ついに、本物
のブラックホールを「見に」宇
宙へと向かうー同。そこで待ち
受けていたものとは！？

チケット販売中

開演 16:00
大ホール

日7/28

S席 2,500円 A席 1,500円
B席 1,000円 C席 500円
高校生以下 1,000円
ペア・親子ペア券あり 

 松田華音 ピアノ
リサイタル

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」他

3月23日（土）発売開始

小山流津軽三味線貢津慶会
定期演奏会

10
3/ 12：00-16：00

前売 2,000円 当日 3,000円
貢津慶会

日 090-2670-5890℡.

中村悦子 みんなで歌おう会

24
3/ 10：30-16：30

無料
中村悦子後援会

日 027-362-5792℡.

新町文化ホール
EVENT INFORMATION

TEL 0274-42-9133
高崎市新町3190番地1370-1301〒

月・火曜休館
ホール489席

窓口受付時間 8：30–17：15 

収蔵品展「草木染の美・春」

開演 18:00　大ホール
6/9日

ザハーロワ＆レーピン
トランス＝シベリア芸術祭in Japan2019

パ・ド・ドゥ ｆｏｒ Toes and Fingers
バレエ＆クラシック

ザハーロワ＆レーピン
トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 2019

パ・ド・ドゥ ｆｏｒ Toes and Fingers
バレエ＆クラシック

ＴheパーティーＰaｒｔｙ

10
3/ 13：00-16：30

前売 3,000円 当日 3,500円

日
027-372-0855℡.

ダンスアカデミーイチオカ
ソシアルダンススタジオクロスロード



タクシーの
　ご利用は 0120-62-8665サクラタクシーまで

平成31年3月1日発行発行：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

高崎市文化会館
EVENT INFORMATION

ホール 701席
TEL 027-325-0681

高崎市末広町23番地1370-0065〒窓口受付時間
今月の休館日 3/4.11.18.25

8：30–17：15

〒370-0846　高崎市下和田町4-1-18　TEL 027-329-5447

※上記プログラムは、入場料だけで参加できます。
※やむを得ず、日程を変更する場合がございます。予めご了承ください。

高崎市浜川町1575番地1（浜川運動公園内）
TEL  027-344-5511

高崎市浜川プール

●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。

高崎市問屋町4-8-8（高崎交通会館横）
TEL  027-361-0098

サンライフ高崎

■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。

【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】
6ヶ月利用/2,050円
当日利用/200円

ご利用案内

たのしく
エアロ

3月5日、12日、19日、26日（各火曜日）13:30～14:30
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。

はじめての
ヨガ

3月7日、14日（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

ワンポイント
アドバイス

3月7日、14日（各木曜日）15:05～15:55
「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。

温
水
プ
ー
ル

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。

3/28（木）～30（土）
第50回全国ミニバスケットボール大会
全国の各都道府県予選を勝ち
抜いた男女各48チームが参加し、
リーグ戦を行う。
主催：公益財団法人
　　　日本バスケットボール協会
　　　朝日新聞社
入場無料

演奏曲目　サウンド・オブ・ミュージック　
　　　　　ラジオ体操第一　他
　　　　　親しみのある曲をセレクトして贈ります。
※曲目は変更される場合があります。予めご了承ください。

「昼のミニコンサート」
～浜川プールで音を楽しむ～

主催 : 公益財団法人　高崎財団（高崎市浜川プール　℡０２７－３４４－５５１１）

日　時　２０１９年３月３日（日）
　　　　１３：００～１４：００
会　場　高崎市浜川プール１階ロビー
観覧料　無　料

みかぼ室内管弦楽団による
　　　　　　アンサンブルコンサート

ⓒJBAⓒJBAⓒJBAⓒJBA

3/23
（土）

3/24
（日）

3/25
（月）

3/26
（火）

3/27
（水）

3/28
（木）

3/29
（金）

会場 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2221

10：00 ～11：54
沖縄スパイ戦史

12：30 ～15：39
菊とギロチン

16：10 ～18：59
花筐／HANAGATAMI

19：30 ～21：27
暁に祈れ

19：00 ～20：37
クリスマスの夜に

10：00～
泣くな赤鬼

12：20 ～14：09
生きてるだけで、愛。

14：45 ～15：15
バックステージツアー

15：30 ～17：20
志乃ちゃんは自分の名前が言えない

17：45 ～19：58
鈴木家の嘘

10：10～12：59
花筐／HANAGATAMI

13：30 ～16：39
菊とギロチン

17：25～19：19
沖縄スパイ戦史

20：30 ～22：27
かぞくへ

10：00 ～11：59
寝ても覚めても

12：30 ～14：43
鈴木家の嘘

10：10 ～12：07
かぞくへ

12：40 ～14：00
斬、

文化会館

シネマテーク

文化会館

シネマテーク

19：30 ～21：01
きみへの距離、1万キロ

19：30 ～20：50
斬、

10：30 ～11：51
アメリカン・ヴァルハラ

電気館

シネマテーク 15：00 ～16：37
クリスマスの夜に

12：45 ～14：29
木洩れ日の家で

17：00 ～17：53
ピウスツキ・ブロニスワフ

19：00 ～20：32
顔

10：30 ～12：15
あのバスを止めろ

12：50 ～14：04
ゲンボとタシの夢見るブータン

14：40 ～16：59
ポルトの恋人たち～時の記憶

17：40 ～19：19
十年

19：45 ～21：31
性別が、ない！

12：30 ～14：40
息衝く

15：10 ～16：26
つかのまの愛人

19：15 ～21：00
風たちの午後

17：00 ～18：47
STILL LIFE OF MEMORIES

13：30 ～15：12
無限ファンデーション

16：20 ～18：19
止められるか、俺たちを

19：00 ～21：00
空の瞳とカタツムリ

文化会館

電気館

シネマテーク

13：00 ～14：37
クリスマスの夜に

17：00 ～18：44
木洩れ日の家で

19：30 ～21：00
メモリーズ･オブ･サマー

文化会館

電気館

シネマテーク

14：00 ～15：32
顔

18：10 ～19：40
メモリーズ･オブ･サマー

16：05 ～16：58
ピウスツキ・ブロニスワフ

文化会館

電気館

シネマテーク

文化会館

電気館

シネマテーク

19：30 ～21：11
スカブロ

10：30 ～12：17
STILL LIFE OF MEMORIES

13：00 ～14：45

風たちの午後
15：30 ～16：51
アメリカン・ヴァルハラ

17：30 ～19：40
息衝く

20：00 ～21：16
つかのまの愛人

13：30 ～15：29
止められるか、俺たちを

16：15 ～18：19
ハード・コア

19：00 ～20：42
無限ファンデーション

群馬音楽センターにて
授賞式

日時 2019年3月23日（土）
14:30・大ホールロビー集合
14:45・スタート（所要時間約30分）

参加費 無料
＊事前のお申し込みが必要です

申し込み 高崎市文化会館

TEL 027-325-0681
受付時間 9:00～17:00（月曜休館）

申込期間 2019年3月8日(金)～ 3月17日(日)

参加資格 小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 20名＊定員に達し次第締め切り

■ 主催 (公財)高崎財団(高崎市文化会館)
■ 協力 高崎映画祭／シネマテークたかさき

バックステージツアー
高崎市文化会館

普段は足を踏み入れることのないホールの裏側をめぐるバックステージツアー
を開催いたします。舞台袖、音響室、映写室等を周り、機材や機械の仕組みなど
も知ることができます。ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。

3/31
（日）

3/30
（土）

文化会館

シネマテーク 10：30 ～11：53
あなたはわたしじゃない

12：30 ～15：03
ひかりの歌

15：40 ～17：37
ゾンからのメッセージ

18：30 ～20：01
旅するダンボール

文化会館

電気館

シネマテーク

12：00 ～13：36
カメラを止めるな！　

14：00 ～15：00
トークイベント

15：30 ～17：16
きみの鳥はうたえる

12：40 ～14：59

ポルトの恋人たち～時の記憶
10：30 ～12：09

十年
15：30 ～17：15
あのバスを止めろ

17：45 ～19：31
性別が、ない！

20：30 ～21：44
ゲンボとタシの夢みるブータン

10：00 ～11：20
長靴をはいた猫

10：00 ～12：04
ニュー・シネマ・パラダイス

12：40 ～14：22
かもめ食堂

15：00 ～16：52
アンフェア the movie

17：20 ～19：20
踊る大捜査線 THE MOVIE

19：20 ～20：20
スペシャルトーク

35ミリ

35ミリ 35ミリ 35ミリ 35ミリ

データ提供：高崎映画祭事務局

SPORTS INFORMATION

卒業証書・学位記授与式

027-326-1155
15
3/ 10：30-13：00

関係者
新島学園短期大学　

金 ℡.

高崎市消防表彰式

027-324-2216
3
3/ 9：30-11：30

関係者
高崎市等広域消防局

日 ℡.

高崎市医師会看護専門学校卒業式

027-360-3300
7
3/ 13：30-16：00

関係者
高崎市医師会看護専門学校

木 ℡.

学校法人MGL学園卒業式

027-321-0411
12
3/ 13：00-16：00

関係者
学校法人ＭＧＬ学園　

火 ℡.

第11回群馬県立高崎高等学校
和太鼓部漢組定期演奏会

おとこぐみ

じゅうよんだいめおとこぐみ

027-324-0074
16
3/ 17：00-19：30

無料
群馬県立高崎高等学校和太鼓部拾肆代目漢組　

土 ℡.

平成 30年度
SGH事業・体験活動成果発表会

027-344-1230
19
3/ 9：30-13：30

関係者
高崎市立高崎経済大学附属高等学校　

火 ℡.

高崎コスモス合唱団 第11回定期演奏会

090-2636-9763（竹内）
21

3/ 14：00-16：00
全席自由 1,000円
高崎コスモス合唱団

木・祝 ℡.

入場方法 入場料 インターネット購入対象インターネット購入友の会ポイント対象友の会

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。（2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。

STUDIO Y 4th CONCERT

027-221-9084
10
3/ 13：30-16：20

無料
Studio Y 

日 ℡.

人形浄瑠璃　文楽
昼の部　義経千本桜　「椎の木の段」
　　　　　　　　　　「すしやの段」
夜の部　義経千本桜　「道行初音旅」
　　　　新版歌祭文　「野崎村の段」

※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。
※昼夜通し券は窓口のみでの取扱いです。（電話予約・郵送可）
※字幕付き（席によっては字幕が見づらい場合があります。）

※詳しくは表紙をご覧ください。

 ①昼の部13：30開演②夜の部18：00開演

友の会
インターネット
購入
チケット
好評
発売中

木
14
3/

第33回 高崎映画祭
高崎映画祭事務局 Tel.027-388-9649 takasakifilmfes.jp

2019.3.23㈯▶▶▶ 4.7㈰


