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日本・ポーランド国交樹立100周年記念

ポーランド国立民族合唱舞踊団

「シロンスク」
東欧が誇る色彩豊かな伝統舞踊と
合唱の豪華なステージ

10/19（土）18:30開演
10/20（日）14:00開演

（17:45開場）
（13:15開場）

高崎芸術劇場 大劇場

【料金】全席指定・税込
【共催】MIN-ON

［出演］ ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」
（総勢53名）

［曲目］ ポロネーズ、
マズル、シュワ・ジェヴェチカ、
クラコヴィアク、
他

［web先行］7/19（金） 高崎芸術劇場メンバーズ限定

［電話先行］7/24（水）
・25（木） 専用ダイヤル 027-321-3900

S席7,500円 A 席6,500円

［窓口一般］7/26（金） 10時～
（電話受付は13時から）

イタリアの名門、
ヴェルディ2作品を初演したゆかりの劇場！

トリエステ・ヴェルディ歌劇場
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

「椿姫」

G.ヴェルディ
全3幕

G.Verdi“La traviata”

【指揮】ファブリツィオ・マリア・カルミナーティ
【演出】ジュリオ・チャバッティ

原語上演・
日本語字幕付き

【演奏】トリエステ・ヴェルディ歌劇場管弦楽団／合唱団

11/3（日・祝）16:00開演

【料金】全席指定・税込

15:15 開場

［アルフレード］

ジュリオ・ペッリグラ

［ヴィオレッタ］

デジレ・ランカトーレ

［ジェルモン］

ドメニコ・バルツァーニ

高崎芸術劇場 大劇場

礼
礼
C席）
（完
S席15,000円 A 席12,000円 B席9,000円 C席完6,000
売御 円 U-25
売御2,000円 チケット好評発売中

■お問合せ

2019.9.20．OPEN 高崎芸術劇場 ～ JR高崎駅 東口から徒歩５分～
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］

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

9/20（金）
OPEN！

～ベートーヴェン交響曲
「第九番」
～

「歓喜の歌」

高崎芸術劇場・大劇場

14:00開演

【公募招待】高崎市在住・在勤・在学の方対象
【お申し込み方法】 通常はがきにて

【出演】 大友直人（指揮）、群馬交響楽団（管弦楽）

〒３７０-８５０１ 高崎市役所内 高崎財団
「第九」
係

クリスティン・ルイス（ソプラノ）、中嶋彰子（メゾ・ソプラノ）
ペーター・ロダール（テノール）、泉良平（バリトン）、高崎第九合唱団（合唱）
【曲目】開館記念委嘱作品（初演）、ベートーヴェン／交響曲第9番「合唱付き」
◆お問合せ

高崎芸術劇場

高崎芸術劇場 開館記念演奏会

2019年

公益財団法人 高崎財団 高崎芸術劇場部

郵便番号・住所・氏名・電話番号・希望人数
（一通につき２名まで）を明記してご応募ください。
＊締切り 7月３１日（水）必着
＊応募者多数の場合は抽選し、
結果は8月下旬に発送します。

TEL 027-321-1213［平日8:30～17:15］

県内初の本格的音楽専用ホールの響きを堪能！！

「歓喜の歌」出演歌手によるリサイタル 2Days
～オーストリア・ウィーンの”ベーゼンドルファー社製ピアノ”お披露目～

6/21［金］
電話 6/26［水］
・27［木］
一般 6/28［金］
web

〜北欧の光〜
ペーター・ロダール＆中嶋彰子 デュオリサイタル

〜ラ・ストゥペンダ〜
クリスティン・ルイス ソプラノリサイタル

音楽ホール

音楽ホール

9/21［土］14:00開演

全席指定 5,000円 U-25 2,000円

9/22［日］14:00開演

全席指定 5,000円 U-25 2,000円

【出演】ペーター・ロダール
（テノール）
、
中嶋彰子
（ソプラノ）
ルイゼッラ・ジェルマーノ
（ピアノ）
【曲目】ロッシーニ／音楽の夜会より 第8曲 踊り
（ナポリのタランテラ）
ヴェルディ／歌劇
「マクベス」
より“ああ、
父の手は” ほか

プレイガイド

web販売 高崎芸術劇場メンバーズ限定（発売日は10:00～） 電話先行
新町文化ホール・榛名文化会館・吉井文化会館
一般電話予約 （窓口販売開始日の13:00～）群馬音楽センター

月・火休
月休

月休 ／高崎シティギャラリー／箕郷文化会館 月・火休

／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

027-322-4527／高崎市文化会館

月休

027-325-0681／高崎シティギャラリー 027-328-5050

音楽ホール

10/19［土］18:30 開演・20［日］14:00 開演
ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」

9/21［土］14:00 開演
ペーター・ロダール＆中嶋彰子デュオリサイタル

全席指定 S席 7,500円 A席 6,500円
web

6/26［水］

web（高崎芸術劇場メンバーズ）

一般窓口

6/28［金］ ★ゴスペラーズのみ

web

一般窓口

共に 8/3［土］

●窓口販売（電話予約不可）
：群馬音楽センター、市文化会館、シティギャラリー、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、
倉渕支所地域振興課、群馬支所地域振興課 ●ローソンチケット、イープラス、チケットぴあ

大劇場

音楽ホール

スタジオシアター

9/22［日］ 15:00 開演
加藤登紀子＆森山良子
シンフォニックコンサートwith 群馬交響楽団

9/29［日］ 17:00 開演
ラルフ・タウナー
アコースティックギターの祭典

9/28 ［土］15:00 開演
小林研一郎指揮
群馬交響楽団特別演奏会
＜コバケンの巨人＞

10/1［火］13:30 開演
仲道郁代 ピアノ・リサイタル

全席指定 7,000円

全席指定 S席 5,500円 A席 4,500円 B席 3,500円

10/5［土］17:30 開演・6［日］16:30 開演
ゴスペラーズ ビッグバンドコンサート
全席指定 7,500円

10/11［金］ 18:30 開演
美輪明宏の世界〜愛の話とシャンソンと〜
全席指定 6,500円

10/14［月・祝］ 14:00 開演
「音楽のある街 高崎」
スペシャル シンフォニックコンサート
全席指定 無料〈公募招待〉

全席指定 6,000円

全席指定 3,000円

10/5 ［土］18:00 開演
PERSONZ
全席指定 6,500円

10/8［火］ 18:30 開演
CRAZY KEN BAND

1階6,000円
（立見のみ）
、
2階6,500円
（全席指定）

10/10［木］ 19:00 開演
渡辺貞夫クインテット2019

〜Time After Time〜

スタジオシアター

9/23［月・祝］ 17:00 開演
松井常松 with no+ subject
全席指定 4,000円

9/26［木］ 19:00 開演
夏木マリ〜マリと高崎の神隠しコンサート〜
全席指定 6,000円

9/28［土］ 17:00 開演
りんけんバンドコンサート
全席指定 4,000円
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全席指定 6,000円

10/12［土］ 17:00 開演
山中千尋
エレクトリック・フィメール・トリオ
全席指定 5,000円

10/14［月・祝］ 14:30開演・18:30開演
el tempo directed by シシド・カフカ／
サンティアゴ・バスケス
全席指定 6,000円

7/24［水］・25

7/19

［金］ 電話

［木］ 一般

＊左ページ参照

7/26［金］

11/3［日・祝］ 16:00 開演
トリエステ・ヴェルディ歌劇場
「椿姫」
全席指定 S席 15,000円 A席 12,000円 B席 9,000円
C席 6,000円 U-25
（C席）2,000円

9/22 ［日］ 14:00 開演
クリスティン・ルイス ソプラノリサイタル

発売中

＊左ページ参照

10/25 ［金］ 19:00 開演
パウル・バドゥラ＝スコダ
ピアノ・リサイタル

C席完売

11/6［水］ 19:00 開演
完売御礼
ケント・ナガノ指揮
ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団
辻井伸行（ピアノ）

11/14［木］14:00 開演
「マリコとオペラ！」
作家・林真理子のトーク・コンサート

11/9［土］18:00 開演
髙橋真梨子 concert vol.43 2019
全席指定 8,800円

8/2［金］

電話

8/7［水］・8［木］

一般

全席指定 5,000円 U-25 2,000円
web

8/9［金］

7/24［水］・25［木］

一般

7/26［金］

全席指定 S席 8,500円 A席 6,900円

7/12［金］＊高崎芸術劇場での取り扱いはwebのみ

全席指定 S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円 U-25
（B席）1,500円
一般

発売中

発売中

12/1［日］ 14:00 開演
エマニュエル・パユ
（フルート）
＆エリック・ル・サージュ
（ピアノ）

第30回高崎元旦コンサート

8/28［水］・29［木］

8/30［金］

全席指定 8,000円 U-25 2,500円

2020 年 1/1［水・祝］ 13:30 開演

電話

一般

11/23［土］14:00 開演
アルディッティ弦楽四重奏団
＆高橋悠治（ピアノ）

ディズニー・オン・クラシック2019

8/23［金］

8/28［水］・29［木］

全席指定 8,000円 U-25 2,500円

12/8［日］ 17:00 開演

web

電話

10/30［水］19:00 開演
イザベル・ファウスト
（ヴァイオリン）
＆アレクサンドル・メルニコフ
（ピアノ）

全席指定 S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円 U-25
（B席）1,500円
電話

8/23［金］

音楽ホール5公演（セット券24,000円発売中）

11/17［日］ 15:00 開演
雅楽 伶楽舎

7/19［金］

発売中

全席指定 5,000円 U-25 2,000円

全席指定 S席 14,000円 A席 10,000円 B席 7,000円 U-25
（B席）3,000円

web

第30回高崎音楽祭チケット発売情報【高崎音楽祭事務局 027-322-9195】http://www.takasakiongakusai.jp

高崎 芸術劇場

大劇場

web

027-321-3900（10:00～18:00）

一般窓口 （8:30～17:15／窓口販売開始日は10:00～）群馬音楽センター・高崎市文化会館

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

［お問い合わせ］高崎財団 027-321-1213

web

【出演】クリスティン・ルイス
（ソプラノ）
、
ルイゼッラ・ジェルマーノ
（ピアノ）
中嶋彰子
（司会）
【曲目】ヴェルディ／歌劇「運命の力」
より“神よ、平和を与えたまえ！”
プレヴィン／
「欲望という名の電車」
より“私が欲しいのは魔法!” ほか

7 8月 チケット発売情報

8/30［金］

発売中

全席指定 6,000円 U-25 2,000円

2020 年 2/8［土］14:00 開演

2020 年 2/7［金］19:00 開演

パーヴォ・ヤルヴィ／NHK交響楽団

イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ・リサイタル
全席指定 10,000円 U-25 3,000円

全席指定 S席 8,000円 A席 6,000円 B席 4,000円 U-25
（B席）2,000円
web

7/5［金］

電話

7/10［水］・11［木］

一般

7/12［金］

web

7/19［金］

電話

7/24［水］・25［木］

一般

7/26［金］

2020 年 3/7［土］13:30 開演

2020 年 3/14［土］ 14:00 開演

小曽根真＆No Name Horses

アマンディーヌ・ベイエ（ヴァイオリン）＆リ・インコーニティ
全席指定 5,000円 U-25 2,000円

全席指定 S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円 U-25
（B席）1,500円
web

8/2［金］

電話

8/7［水］・8［木］

一般

8/9［金］

web

7/19［金］

電話

7/24［水］・25［木］

一般

7/26［金］

＊U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

高崎 芸 術 劇 場
メンバーズ
登録料・年会費 無料

高崎芸術劇場メンバーズは、より便利に、より早くチケットが購入できる無料のサービスです
●
●
●

画面上で座席を選ぶことができます（一部対象外の公演もございます）
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

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

http://takasaki-foundation.or.jp/theatre/membership.php
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スマートフォンからでも
ご登録いただけます
高崎 芸 術劇場メンバーズ

EVENT INFORMATION

7月

［July］

凡例：■会場

◆料金

●問合せ先・電話番号

★備考

EVENT INFORMATION

7日［日］9:25-18:00

13日［土］18:45-21:00

15日［月・祝］ 13:30-16:00

22日［月］17:30-19:30

第52回高崎市吹奏楽祭

群馬交響楽団第550回定期演奏会

タレントグループ第１部コンサート

■ 群馬音楽センター
◆ 全席自由 500 円
● 高崎市吹奏楽連盟
http://takasakisuisougaku.web.fc2.com/

出演：指揮 小林研一郎 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
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● タレントグループ 027-322-5128

群馬県立高崎北高等学校弦楽部
第19回定期演奏会

7日［日］11:00-16:30

■ 群馬音楽センター
◆ 指定席 Ｓ席4,600円 A席4,100円 Ｂ席3,600円

歌の祭典

●（公財）群馬交響楽団 027-322-4316

参議院議員・外務副大臣
佐藤まさひさ
「時局講演会」

■ 高崎市文化会館 ◆ 無料
● 群馬県歌手協会 090-1110-4078

13日［土］18:30-20:30

■ 高崎市文化会館 ◆ 無料
● 佐藤まさひさ後援会群馬支部 090-8036-1177

7日［日］14:30-20:00

2日［火］19:00-21:00

第32回ＪＫＫセミナー
■ シティギャラリーコアホール ◆ 全席自由 1,800 円
● 高崎女性経営者研究会 027-364-2278

2日［火］18:00-19:30

3日［水］10:30-11:30
角笛シルエット劇場
■ 群馬音楽センター ◆ 団体1,200 円（当日1,500 円）
● ㈲劇団角笛 03-3994-7624

3日［水］19:00-21:00
ファンファン新曲発表記念
コンサート
（ジョイントU字工事）
■ 高崎市文化会館 ◆ 全席自由 2,500 円
● ニューサンピア 027-353-1107

3日［水］13:30-16:30
第一回国立のぞみの園
福祉セミナー2019
■ シティギャラリーコアホール
◆ 全席自由 資料代 1,000円（要申込）
● 国立のぞみの園 027-320-1357

5日［金］14:00-16:00
第69回高崎市社会を明るくする
運動市民大会
■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● 高崎市社会を明るくする運動推進委員会 027-321-1243

6日［土］ 14:00-16:00

群馬大学 Flow Orchestra

Summer Concert 2019

■ 高崎市文化会館 ◆ 無料
● 群馬大学 Flow Orchestra 090-2740-6126

6日［土］ 14:00-16:00

長島剛子・梅本実×山崎法子・田中悠一郎
ドイツと日本の歌曲を集めて

■ シティギャラリーコアホール
◆ 全席自由 一般2,500 円 学生1,000円
● 山崎法子 090-7277-7726

藤巻ピアノ音楽教室ピアノ発表会
〜音の展覧会〜
■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● 藤巻ピアノ音楽教室 027-326-3843

7日［日］9:30-21:00
第5回ふたばクラブ
チャリテイー発表会
■ 箕郷文化会館 ◆ 1,000円
● ふたばクラブ
090-2685-0528,090-1699-2656

9日［火］14:00-16:00
高崎演奏家協会
サマーコンサート
■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● 高崎演奏家協会 090-5393-1363

10日［水］10:00-11:30 12:20-16:30
第54回高崎市長寿会福祉大会
及び第44回芸能発表大会
■ 群馬音楽センター ◆ 無料
● 高崎市長寿会連合会 027-381-8003

12日［金］15:15-17:00
高崎市中学生
「国際交流派遣団」結団式
■ シティギャラリーコアホール ◆無料
●高崎市立中学校長会 027-321-1293

13日［土］18:00-20:00
ダンス部 自主公演
■ 高崎市文化会館 ◆ 全席自由 100円
● 高崎経済大学附属高等学校ダンス部
027-344-1230
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自由席 Ｃ席2,100円

Kii ONEMAN LIVE
「Start by Round About」
■ シティギャラリーコアホール
◆ 全席自由 一般2,500円 高校生以下1,500円 小学生以下無料
● Kii 090-5782-0658

14日［日］ 17:30-20:00
群馬県立高崎北高等学校
吹奏楽部第35回定期演奏会
■ 群馬音楽センター ◆ 300 円（当日500 円）
● 群馬県立高崎北高等学校 027-373-1611

14日［日］ 16:30-19:00
第9回和子バレエスタジオ発表会
■ 高崎市文化会館 ◆ 無料
● 和子バレエスタジオ 090-1810-2606

14日［日］14:00-16:00
指方容子 アニバーサリーコンサート
■ シティギャラリーコアホール
◆ 全席自由 1,000円
● アニバーサリーコンサート実行委員会 090-7275-5759

14日［日］14:00-19:00
2019festa

■ 箕郷文化会館 ◆ 前売り3,000円 当日3,500円
● JBDF東部日本ボールルームダンス連盟群馬県
プロフェッショナル選手会 080-6553-1000

15日［月・祝］14:00-16:30
高崎高校マンドリン・オーケストラ
第52回定期演奏会
■ 群馬音楽センター ◆ 全席自由 500円
● 高崎高校マンドリン・オーケストラOB会 090-3246-5772

15日［月・祝］17:30-20:30

群県立高崎東高等学校吹奏楽部
第28回定期演奏会
■ 高崎市文化会館 ◆ 全席自由 300円
● 群馬県立高崎東高等学校吹奏楽部 027-352-1251

■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● 群馬県立高崎北高等学校 027-373-1611

17日［水］13:00-15:30
第6回よりみちふれあいコンサート
■ 高崎市文化会館 ◆ 全席自由 100 円
● 第6回よりみちふれあいコンサート運営委員会 090-1659-5543

19日［金］14:00-16:30

礼

完売御

松竹大歌舞伎
松本幸四郎改め二代目松本白鸚
市川染五郎改め十代目松本幸四郎
襲名披露
出演：松本白鸚、
松本幸四郎、
市川高麗蔵、
大谷廣太郎、
松本錦吾、
市川猿之助
曲目：一、
口上 二、
双蝶々曲輪日記 引窓
三、
色彩間苅豆
■ 群馬音楽センター
●（公財）高崎財団 027-322-4527（群馬音楽センター）

20日［土］15:00-17:00
第54回高崎・安中・玉村
クラシックバレエ研究所バレエ発表会
■ 高崎市文化会館 ◆ 無料
● 高崎・安中・玉村クラシックバレエ研究所
027-215-9559

21日［日］10:50-19:30
第37周年上田裕勇カラオケ教室
「演歌の季節」

26日［金］18:30-20:45

アツまれ！夏休みの子ども達2019！
模擬店や工作など盛りだくさん
・０～4歳親子の表現あそびぐぅちょっぱっ！
劇場（小ホール）10:30
◆ ２～４歳 500円 大人 1,000円
・to R mansionが贈る
「The Show」14:00
◆ 一般 2,000円 ４歳～中学生 1,000円
to R mansion パントタイム＆アクロバット
■ 高崎市文化会館
● NPO法人高崎子ども劇場・高崎財団
027-386-6454

27日［土］09:50-16:30
第11回群馬県西部地区
吹奏楽コンクール
（中学校B組）
■ 群馬音楽センター ◆ 全席自由 800円
● 群馬県西部地区吹奏楽連盟 0274-64-1603

28日［日］14:15-16:30
ピアノ発表会

28日［日］14:00-16:10
たまご合唱団第2回定期演奏会
■ 高崎市文化会館 ◆ 全席自由 500 円
● たまご合唱団 090-2753-5746

21日［日］13:00-16:00

28日［日］14:00

生バンドDe社交ダンス

箕郷中学校
「演劇部」
夏の公演

■ 箕郷文化会館
◆ 無料 ※チャリティーのための募金活動あり
● アフロ・キューバン・ジャズ・オーケストラ 090-3330-9365

■ 箕郷文化会館 ◆ 無料
● 箕郷中学校 027-371-3551

21日［日］14:00-16:15
よしい演芸館【出演】桂夏丸、林家つる子 ほか
■ 吉井文化会館 ◆ 全席自由 1,000円 夏・秋セット券1,500円
● 高崎市 027-387-3211

2日［金］①10:30-12:00②14:00-15:30

ハルメク長期ご愛読者さま
「限定」
プレミアムイベント

2日［金］17:00-21:00

26日［金］10:00-17:00

31日［水］17:00-20:00
ダンス部公演会
■ 高崎市文化会館 ◆ 全席自由 100円
● 高崎健康福祉大学高崎高等学校ダンス部
027-352-3460
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★備考

［August］

■ シティギャラリーコアホール
◆ 全席自由 前売 4,000 円 当日 4,500円
● 東北メディアクリエイション 090-5335-1327（石川）

21日［日］13:00-16:00
◆ 無料

●問合せ先・電話番号

ジムバトラーグループ in TAKASAKI

■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● 山崎ピアノ教室 027-324-3538

■ シティギャラリーコアホール
● 江木ピアノ教室 027-323-5902

◆料金

■ シティギャラリーコアホール
◆ 全席自由 1,000円（要申込）
● 株式会社 ハルメク 0120-861-094

■ 高崎市文化会館 ◆ 無料（整理券）
● 上田裕勇カラオケ教室 080-5052-3594

江木ピアノ教室発表会

8月

凡例：■会場

箕郷ふるさと夏祭歌謡祭
■ 箕郷文化会館 ◆ 無料
● 箕郷ふるさと夏祭実行委員会 027-371-3009

3日［土］13:00-17:00
群馬県少年の主張 西部地区大会
■ 榛名文化会館 ◆ 無料
● 西部教育事務所 027-322-5969

4日［日］10:00-12:30
第３０回高崎市箕郷地区
ふれあい福祉バザー
■ 箕郷文化会館 ◆ 無料
● 高崎市箕郷地区社会福祉協議会 027-371-6868

4日［日］17:00-21:00
箕郷ふるさと夏祭歌謡祭
■ 箕郷文化会館 ◆ 無料
● 箕郷ふるさと夏祭実行委員会 027-371-3009

6日［火］10:30-12:15、14:00-15:45
高崎市立高崎経済大学
附属高校学校説明会
■ 群馬音楽センター ◆ 無料
● 高崎市立高崎経済大学附属高等学校
027-344-1230

10日［土］18:30-21:00
11日［日］13:30-16:00

劇団ろしなんて第48回公演
■ 高崎市文化会館
◆ 前売 大人1,000円／中高生 800円

当日 大人1,200円／中高生1,000円

● 劇団ろしなんて 090-1103-3790

10日［土］14:00-16:00
夏のコンサート
■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● さやけき音楽教室 080-4406-6060

EVENT INFORMATION
10日［土］13:00-15:00

18日［日］11:00-19:00

MAMI音楽教室ピアノとうたの発表会

第29回グレンツェン
ピアノコンクール群馬予選

■ 榛名文化会館 ◆ 無料
● 鎌田真美 080-5434-8305

凡例：■会場

■ 群馬音楽センター ◆ 無料
● グレンツェンピアノ研究会 0995-22-4158

10日［土］10:00-17:00
11日［日］13:00-17:00

20日［火］18:30-20:10

第14回高校生バンドフェスティバル
10日（予選）、11日（本選）

■ 新町文化ホール
◆ 無料 公募による高校生バンド
● 高校生バンドフェスティバル実行委員会 0274-42-9133

高崎演劇鑑賞会 第386回例会
夏の会「夏の雲は忘れない」
■ 高崎市文化会館 ◆ 会員
● 高崎演劇鑑賞会 027-323-0955

11日［日］13:00-16:00

21日［水］❶10:30-12:30 ❷14:00-16:00

ピアノ発表会

群馬県立高崎商業高等学校 学校説明会

■ シティギャラリーコアホール
● 吉田佐智子 027-327-7763

◆ 無料

16日［金］19:00-21:00

24日［土］15:00-17:00

2019群響サマーコンサート

2019群響夏休みコンサート

■ 群馬音楽センター
◆ 全席自由 一般2,500 円・高校生以下1,500 円
●（公財）群馬交響楽団 027-322-4316

16日［金］18:30-21:00

〜群馬県出身の若手音楽家が贈る情熱の夜～

■ シティギャラリーコアホール
◆ 全席自由 1,500 円
● Summer Night Concert実行委員会 080-4354-1994（高木）

17日［土］15:00-17:00

■ 高崎市文化会館 ◆ 全席自由 500円
● 前橋市民吹奏楽団 090-8841-4984

発売日

8/9

［金］

会場：榛名文化会館 主催：高崎市
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）

◆出演：猿谷友規ほか
◆高崎市文化課 027-321-1203

11/10［日］14:00開演

懐かしい日本のしらべ

■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● ピアノレスナー会 090-1444-0781

前市吹と仲間たち サクソフォン・
コンサートwith須川展也

■ 高崎市文化会館
◆ 全席指定 前売4,800 円 当日5,300 円
● 桐生音響 0277-53-3133

童謡コンサート

ピアノレスナー会シニアコンサート

24日［土］13:30-15:30

奥華子コンサートツアー

11/9［土］14:00開演

■ 群馬音楽センター
◆ 全席自由 一般 2,500 円 高校生以下 1,500 円
親子ペア 3,500 円
●（公財）群馬交響楽団 027-322-4316

24日［土］17:30-20:00

Summer Night Concert

8月チケット発売情報

■ 高崎市文化会館 ◆ 無料
● 群馬県立高崎商業高等学校 027-361-7000

会場：新町文化ホール 全席自由:1,000円
◆出演：天田美佐子（メゾソプラノ）田中悠一郎（ピアノ）
◆新町文化ホール 0274-42-9133

◆料金

●問合せ先・電話番号

★備考

25日［日］12:30-15:00
北川大介コンサート
■ 高崎市文化会館 ◆ 4,000円（当日指定）
●（有）禅プランニング 027-251-7861

25日［日］09:30-19:30
真夏の祭典 第３回
Ｋ&Ｋチャリティ－カラオケ大会
■ 箕郷文化会館 ◆ 無料
● K&K 090-8106-3987

25日［日］14:00-15:30
群響「群馬ブラスクインテット」×
倉渕中学校吹奏楽部
ジョイントコンサート
■ くらぶち小栗の里 ◆ 全席自由 500 円
● 高崎市 倉渕支所地域振興課 027-378-4522

27日［火］10:30-20:00

GPSコンテストシリーズ
第2回スネアドラムコンテスト
■ シティギャラリーコアホール ◆ 無料
● 群馬パーカションソサエティ 090-4828-9557

28日［水］18:30-20:30
高山賢人 二胡コンサート
■ シティギャラリーコアホール
◆ 全席自由 前売 2,500 円 当日 3,000円
小・中学生 1,500 円
● 高崎夏の会 090-6490-4336

31日［金］9:50-15:30
琴城流大正琴30周年記念
きんけいのつどい
■ 高崎市文化会館 ◆ 無料
● 琴城流大正琴群馬琴桂会 090-5438-7694

施設の案内
群馬音楽センター

新町文化ホール

窓口受付時間 8:30〜17:15 月曜休館（祝日の場合は翌平日） 窓口受付時間 8:30〜17:15 月・火 休館
〒370-1301 高崎市新町3190番地1
〒370-0829 高崎市高松町28番地2 / TEL 027-322-4527
TEL 0274-42-9133

高崎市文化会館

窓口受付時間 8:30〜17:15 月曜休館（祝日の場合は翌平日）
榛名文化会館
〒370-0065 高崎市末広町23番地1 / TEL 027-325-0681
窓口受付時間 8:30〜17:15 月・火 休館
〒370-3345 高崎市上里見町1072番地1
高崎シティギャラリー

窓口受付時間 8:30〜17:15
〒370-0829 高崎市高松町35番地1 / TEL 027-328-5050

TEL 027-374-5001

箕郷文化会館

窓口受付時間 8:30〜17:15 月・火 休館
〒370-2132 高崎市吉井町吉井285-2
TEL 027-387-3211

窓口受付時間 8:30〜17:15 月・火 休館
〒370-3102 高崎市箕郷町生原922番地1 / TEL 027-371-7211
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吉井文化会館

EVENT INFORMATION

高崎シティギャラリー展示室

展示室 7室7室
展示室
8：30 –17：
ホール
8：30–17：
15 15 ホール
席席
324324
窓口受付時間
窓口受付時間

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、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。

6/27（木）−7/3（水）

群馬二紀展

公開 6月28日〜 7月 3日

群馬二紀会

℡ 0279-54-6271

第2展示室

第28回現代水墨琤墨会水墨画展

公開 6月28日〜 7月 3日

現代水墨琤墨会

℡ 027-323-6199

第6展示室

公文書写合同成果発表会

公開 6月29日〜 7月 1日

公文書写

℡ 080-6565-2527

群馬独立 ℡

第1展示室・予備室

7/4（木）−7/10（水）
第1展示室

第36回群馬独立展

公開

5日〜

10日

第2展示室

日本画院群馬支部展

公開

5日〜

10日

日本画院群馬支部 ℡

第3展示室

第16回写友フォトポエム写真展

公開

5日〜

10日

写友フォトポエム

第4展示室

第19.5回BACKSTAGE展

公開

5日〜

10日

BACKSTAGE

℡ 090-6123-1757

第6展示室

第9回六彩会展

公開

4日〜

7日

六彩会

℡ 090-6167-7204

第37回白玄会書展

公開

12日〜

15日

白玄会 ℡ 027-346-6992

第2展示室

群馬読売写真クラブ写真展

公開

12日〜

17日

群馬読売写真クラブ ℡ 027-232-3483

第3展示室

和紙の会

公開

12日〜

17日

和紙の会 ℡ 027-323-7425（清水）

第4展示室

鉄の文化を支えた鍛冶屋と群馬のお宝

公開

13日〜

15日

岡田雅彦 ℡ 027-324-4321

第5展示室

俺の写真研究室作品展 2019

公開

12日〜

17日

俺の写真研究室 ℡ 090-3083-9695

第6展示室

高崎フォトカルチャー写真展

公開

12日〜

17日

高崎フォトカルチャー ℡ 080-3476-6135

第31回高崎書道会展

公開

19日〜

24日

第2展示室

アートフォーラム高崎作品展

公開

19日〜

24日

アートフォーラム高崎 ℡

027-326-5585

第3展示室

高崎女子高等学校美術部展

公開

20日〜

21日

高崎女子高等学校美術部 ℡

027-362-2585

第4展示室

絵画展

公開

19日〜

24日

第5展示室

山下康一作品展

公開

19日〜

23日

山下康一 ℡

0263-39-0382

第6展示室

萌展

公開

19日〜

24日

萌展 ℡

027-266-1391

090-3905-7150
0284-73-2773

℡ 027-363-3386

7/11（木）−7/17（水）
第1展示室・予備室

ちぎり絵教室作品展

7/18（木）−7/24（水）
第1展示室・予備室

高崎書道会 ℡

斗南美術協会

090-8857-5854

℡ 027-252-1709

7/25（木）−7/31（水）
多摩美術大学校友会群馬支部展第7回トリエンナーレぐんたま 公開

26日〜

31日

多摩美術大学校友会群馬支部 ℡

027-382-7316

第2展示室

第14回国展群馬

公開

26日〜

31日

国展群馬 ℡

027-347-4727

第6展示室

アトリエ・テマ展

公開

26日〜

31日

第1展示室・予備室

アトリエ・テマ

℡ 027-322-3513

8/1（木）−8/7（水）
第2展示室

モダンアート群馬支部展2019

公開

2日〜

7日

モダンアート協会群馬支部 ℡

0276-37-3807

第3展示室

高崎まつり・ひと人展−坂入良喜・似顔絵展− 公開

2日〜

5日

坂入良喜 ℡

027-322-8303

8/8（木）−8/14（水）
第53回群馬平和美術展

公開

9日〜

14日

群馬平和美術展実行委員会 ℡

027-252-4777

書泉会展

公開

9日〜

12日

書泉会 ℡

027-231-9440

第57回妙墨会書展

公開

16日〜

20日

妙墨会 ℡

0270-74-1131

子どもフェスティバル活動展

公開

16日〜

20日 高崎市児童文化スポーツ連合会 ℡ 090-1546-2700（小山）

第51回ぐんま女流美術展

公開

23日〜

28日

ぐんま女流美術協会 ℡

027-323-3541

第4展示室

絵画展

公開

23日〜

28日

斗南美術協会 ℡

027-252-1709

第6展示室

群馬篆刻協会展 併催 関口虚想の自用印

公開

23日〜

26日

群馬篆刻協会

第1展示室・第2展示室・予備室
第3ー6展示室

8/15（木）−8/21（水）
第1展示室
第2展示室・予備室

8/22（木）−8/28（水）
第1、
2展示室
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℡ 0274-22-3602

7・8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。
上 映 時 間
プ
プ ロ
ロ グ
グ ラ
ラ ム
ム
7月
月・火・水・金（1日4回）
土・日（1日4回）

11:00 12:00 13:00 14:00

『セーヌ河美術紀行』から

Tel 027-324-6125

『フォンテンヌブローの森』等６タイトル
開館時間

11:00 12:00 13:00 14:00 「よみがえる金色堂」

8月

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）
（入館は17:30まで）
旧井上邸は10:00〜18:00

夏休み児童向けアニメ上映

休館日

上 映 時 間

８月１日（木）から

８月１５日（木）まで

（1日4回）

〒370-0849 高崎市八島町110番地27

7/1-12・16・22・29
8/5・13・19・26

プ ロ グ ラ ム

『アラジンと魔法のランプ』
11:00 12:00 13:00 14:00 『不思議の国のアリス』
『ジャックと豆の木』
『トムソーヤの冒険』他短編アニメ

８月31日（土）まで

（1日4回）

『シンデレラ』
『王様の耳はロバの耳』
11:00 12:00 13:00 14:00
『あかずきん』
『しらゆきひめ』他短編アニメ
〒370-0841 高崎市栄町3 番23号
高崎タワー21（入口4 F）

※７月の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。８月は連日上映します。
※プログラム等は、都合により変更することがあります。

くらぶちこども天文台

開館時間（曇天・雨天中止：フェイスブックで確認できます）

誰でも気軽に星空を楽しめます。
100台収容の駐車場を完備、
段差を無くしたバリアフリー、接眼部を延長してお子様や

5月1日から8月31日まで

倉渕中

烏川

倉渕
せせらぎ公園

休館日

7/1・8・16・22・29
8/5・13・19・26

Tel 027-328-6808

至松井田

前橋市Presents 舞台芸術祭2019-20

原語上演・日本語字幕付 作曲:W.A.モーツァルト

11/11（月）18：30開演 大ホール
魔法の笛を手に王女救出の旅に出る！
歌と芝居で綴る冒険ファンタジー。

SS席 14,000円
S席 13,000円
A席 11,000円
B席
9,000円
C席
7,000円
D席
5,000円

6／30（日）
発売開始

ペア券
S席 24,000円
A席 20,000円
B席 16,000円
C席 12,000円
D席 8,000円

道の駅
くらぶち小栗の里
〒

倉渕水沼公園内

倉渕
郵便局前

至高崎市街地

7/1・8・16・22・29
8/5・13・19・26
入園料
無料

日時：7月28日（日） ①午前10時30分〜、②午後2時〜

定員：各回10名、費用：100円

申込み方法：6月29日（土）午前10時から電話で受付します【TEL 027-330-3773】

親子作品鑑賞会 7月20日（土） 午前11時〜 ＊申込み不要、要観覧料

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」他

7/ 28

開演 16:00 大ホール
S:2,500円 A:1,500円
C:500円
B:1,000円
ペア券
S:4,000円 A:2,500円

親子ペア券 S:3,000円
A:2,000円 B:1,500円

高校生以下 1,000円
（対象Ｓ、
Ａ、
Ｂ）

歌川国芳

草木染の美・夏
一般 100
（80）円

《みかけハこハゐがとんだいゝ人だ》

8/20（火）ー 10/6（日）
草木染の美・秋

大・高生 80（50）円

※（ ）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

休館 休園日のほか、
7/9.10

会場

染色工芸館

開館時間 9：00〜16：30（入館は16：00まで）

（入園は17:30まで）
7〜8月の土日祝日は18:00まで

引き出しを開けると様々な植物で染められた
絹糸の色が目に飛びこんできます

常設展示

ピアノ
リサイタル

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
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開園時間
9:00 〜16:30（入館は16:00まで）
土日祝日は18:00まで（入園は17:30まで）
休園日

松田華音

チ ケット 発 売 中

ワークショップ 「バルーンアートに挑戦！」
細長い風船をねじって組み合わせ、立体アートを作ってみよう！

入館料

倉渕支所

消防団
第3分団詰所

大・高生 300
（250）円

学芸員による作品解説会 7月7日・27日、8月12日・24日・31日 午後2時〜 ＊申込み不要、要観覧料

〒370-0865 高崎市寺尾町2302 番地11

倉渕福祉センター

ワルシャワ室内歌劇場オペラ
「魔 笛」全２幕

江戸の遊び絵づくし

7/11（木）ー 8/18（日）

406

three《Eat Me》
（部分）2012年
「three is a magic number 4」出品作品

開館時間

至吾妻・北軽井沢

ポーランド国立

1986年福島県生まれの3人が、2009年に結成したアートユニット
three
（スリー｜川崎弘紀、
佐々木周平、
小出喜太郎）
。
魚型醤油差しや
フィギュアなどを大量に組み合わせたインスタレーションや来館者
参加型の作品などポップでカラフルなthreeの世界をご紹介します。

※（ ）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

［午後7時30分から午後10時まで］

相間川温泉
ふれあい館

大・高生 300
（250）円

※（ ）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

Tel 027-330-3773

※受付は閉館の30分前まで

車いすの人も観察しやすくなっています。

観覧料

一般 500（400）円

江戸時代に流行した浮世絵のなかから遊び心と造形性の高い「遊び絵」を展示し、
仕掛けを読み解く模型や資料を使って、
体験しながら江戸のエンタメワールドを
お楽しみいただきます。

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）

027-386-6837

くらぶちこども天文台で星を見よう！

アートユニット3(スリー)とつくる
ポップでカラフルがいっぱいの世界

観覧料 一般 500
（400）円

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
TEL

three is a magic number 14

（日）
6/29（土）ー 9/1

Summer Night Concert

８月１6日（金）から

7/13（土）ー 9/1（日）
3は魔法の数字

〒370-0862 高崎市片岡町 3 -23 -5

Tel 027-321-0077

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。
観覧料

一般 200（160）円

開館時間

10:00 〜18:00（入館は17:30まで）
休館日

7/1・8・16・22・29
8/5・13・19・26

大・高生 160
（100）円

※（ ）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

［絵画解説］
かまちの水彩絵具による自画像には独特の表現が見ら
れます。
《青い自画像》では身体を覆うゆらめきたつ様な
表現によって、若さの持つエネルギーととまどいとを同
時に表しているようです。
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≪青い自画像≫1975年 水彩･紙

高崎市少年科学館
■子ども向け番組

学習・団体（午前中） 14：00 15：30

火〜金
土・日・祝日

7/20〜9/1 の毎日

観覧料

プラネタリウム投映時間 ■一般番組

開 館 時 間 9：00–17：00
7・8月の休館日 7/1,8,16 (8月無休）

11：00 13：30 14：45 16：00

一般 310円

●小中学生以下の方、および65歳以上の方
●身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者
福祉手帳所有者と介護者1名

とができます。
（要予約）

スポーツ教室

※無料の方にも窓口で整理券をお渡しします。
※7/26はイベントのため投映時間及び内容が
変更になります。

■日時：7月13日（土）9：30 〜12：00
■内容：磁石の力を利用したおもちゃを作る。
■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：7月4日（木）

■日時：7月27日（土）9：30 〜12：00
■内容：太陽光発電で動くバッタ型ロボットを作る。
■対象：小・中学生
（小学３年生以下は保護者同伴） ■定員：20人
■費用：1,000 円（材料費） ■締切：7月18 日（木）

上並榎

■日時：8月17日（土）9：30 〜12：00
■内容：ビー玉コロリン、浮沈子、パタリン蝶を作る。
■対象：５歳〜小学生
（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：8月8 日（木）

庭球場

「科学おもちゃを作ろう」

会場名

武道館

「メカホッパーを作ろう」

生命誕生の秘密、七夕伝説の
未 来･･･「 摩 訶 不思 議なプラ
ネタリウム」では、かつて試み
られたことのない驚きの「イ
リュージョン」や 知られざる
プラネタリウムの裏技によっ
て様 々な星 空の「謎」に挑 ん
でいきます。知っていたはず
の 星や宇宙の常 識 が目の前
で 変 わ る か もし れ な い ･･･
世にも珍しい驚異のプラネタリ
ウム体験をお楽しみください！

SPORTS INFORMATION

※団体投映は一般・子ども向け番組から選ぶこ

「くるくるマグネットを作ろう」

「摩訶不思議
プラネタリウム･･･そこは不思
議と新たな発 見 が いっぱ い
（マジカル）
な
詰まったマジカル（摩訶不思
プラネタリウム」 議）な空間。ブラックホール、

特別工作教室

■日時：7月22日（月）❶9：30 〜12：00 ❷13：30 〜16：00
■内容：光センサーで障害物を見つけて、よけながら走るロボットを作る。
■対象：小学３年生〜中学生（小学３年生は保護者同伴） ■定員：各回20人
■費用：500 円（材料費） ■協賛：太陽誘電株式会社 ■締切：7月12日（金）
※午前か午後の希望する時間帯を必ず記載してください。

子ども向け番組
（季節の星座解説を含む約35分）

「プラネタリウム ちびまる子ちゃん

パソコン教室

〜それでも地球はまわっている〜」

「小学１年生から３年生プログラミング体験 7月」

「地球は回っている？それに気づいたのはだれ？」ふと疑問

■日時：7月14日（日）9：30 〜12：00
■内容：文部科学省ウェ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：7月4日（木）

に感じたまる子。昔の人は太陽も星も地球を中心に動くと
信じていたけど、コペルニクスやガリレオといった人たちが
本当は地球の方が太陽のまわりを回っていると発見したら

が考えた不思議な宇宙のすがたとは…！？

投映期間：投映中〜11月17日（日）

「貯金箱作り」

■日時：8月18 日（日）9：30 〜12：00
■内容：筆まめを使って貯金箱をデザインし、
１円玉シューティング装置付
オリジナル貯金箱を作る。
■対象：小・中学生
（小学３年生以下は保護者同伴）■定員：10人
（木）
■費用：無料 ■締切：8月8日

天文教室

「七夕の星を見よう」

※季節によって開始時間が変わります。ご注意下さい。

「中学生プログラミング体験」

「夏の星座と惑星を探そう」

■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。

「夏の特別展」

■日時：8月1日（木）〜25日（日）9：00 〜17：00
■場所：2階展示ホール
■入場：無料

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。

お知らせ
７月２日（火）は、常設展示物（恐竜君のひみつ他８種）の保守点検のため、
ご覧頂くことができません。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。

〒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。
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申
込
方
法

第2期フィットネスヨガ

9/2 〜 11/18

月

第2期シェイプアップエアロビクス

9/10 〜 11/5

第2期木曜ストレッチ

コース

参加料

定 員

午前コース10：00 〜 11：30
夜間コース19：00 〜 20：30

2,500円（計8回）

各コース
190人

7/15（月･祝）〜 7/31（水）

火

午前コース10：30 〜 11：40
夜間コース19：20 〜 20：30

2,500円（計8回）

午前の部 120人
夜間の部 70人

7/15（月･祝）〜 7/31（水）

9/5 〜 11/28

木

午後コース13：30 〜 15：00

2,500円（計8回）

190人

7/15（月･祝）〜 7/31（水）

第2期メタボ・ダイエット

9/5 〜 11/28

木

夜間コース19：00 〜 20：30

2,500円（計8回）

50人

7/15（月･祝）〜 7/31（水）

第2期金曜ストレッチ

9/6 〜 11/22

金

午後コース13：30 〜 15：00

2,500円（計8回）

140人

7/15（月･祝）〜 7/31（水）

第2期ボクシングフィットネス

9/13 〜 11/29

金

午前コース10：30 〜 11：30

3,500円（計12回）

50人

7/1（月）〜 7/15（月・祝）

第2期フィットネスフラ

9/2 〜 12/9

月

午後コース14：00 〜 15：00

3,000円（計10回）

45人

7/1（月）〜 7/15（月・祝）

第2期健美操教室

9/12 〜 11/28

木

午前コース10：30 〜 11：30

3,500円（計12回）

50人

7/1（月）〜 7/15（月・祝）

対象は市内の2歳以上の
未就園児とその保護者

1,500円（計5回）

20組

8/1
（木）〜 8/15（木）

午後コース13：30 〜 15：30

4,000円（計8回）

30人

7/1（月）〜 7/31（水）

各1,500円
（全10回）
※

わかば
10人
初級Ａ
20人
初級Ｂ 各15人
中級
各20人

7/15
（月・祝）
〜7/31
（水）

1,500円
（全8回）
※

初心者A
初心者B
中級者

15人
15人
15人

7/15
（月・祝）
〜 7/31
（水）

第2期親子仲良し運動教室

9/17 〜 10/15

火

初心者テニス教室(硬式）

9/5 〜 10/24

木

火
・
金

9/3 〜 10/11

午前コース10：00 〜 11：30

午前コース
10:15〜11:45
初級Ｂ、
中級
午後 Aコース
12:00〜13:30
初級Ｂ、
中級
午後 Bコース
13:45〜15:15
わかば、
初級Ａ
わかば
（泳げない方）
初級Ａ
（クロールの基本）
初級Ｂ
（クロール・背泳ぎの習得）
中級 （クロール・平泳ぎ・バタフライの習得）
夜間コース 19:00 〜 20:30
初心者 A（泳力 10ｍ未満）
初心者 B（泳力 25ｍ未満）
中級者 （泳力 25ｍ以上）

申込期間

第3期夜間水泳教室

8/30 〜 10/25

金

第2期アクアビクス

9/4 〜 11/20

水

午前コース
午後コース
夜間コース

10:15〜11:15
13:00〜14:00
19:00〜20:00

2,000円 ※
（全12回）

各コース

35人

7/15
（月・祝）
〜 7/31
（水）

第2期水中ウォーキング

9/5 〜 11/28

木

午前コース
午後コース
夜間コース

11:00〜12:00
14:00〜15:00
19:00〜20:00

2,000円 ※
（全12回）

各コース

35人

7/15
（月・祝）
〜 7/31
（水）

■浜川プール
あて先・問い合わせ先

■浜川体育館

〒370-0081 群馬県高崎市浜川町1575-1
〒370-0081 群馬県高崎市浜川町1487

TEL 027-344-5511
TEL 027-344-1551

■上並榎庭球場 〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町1590 TEL 027-327-3828
※武道館で開催の教室は、浜川体育館へ申し込みください。

●市内在住か在勤、
在学の18歳以上の方を対象としています。
※第2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。
●高崎市外の人は、
「市内在勤」
「
、市内在学」
どちらか必ず明記してください。

浜川プール
トレーニングルーム

■日時：8月25日（日）9：30 〜12：00
■内容：スクラッチを使ってプログラミングを体験する。
■対象：中学生 ■定員：10人 ■費用：無料 ■締切：8月15日（木）

※季節によって開始時間が変わります。ご注意下さい。

曜日

※入場料が毎回別途大人410円／1回 必要です

申込方法

■日時：7月28 日（日）9：30 〜12：00
■内容：文部科学省ウェブサイトのプログラミンにも触れながら
スクラッチを中心にプログラミングを体験する。
（木）
■対象：小学４年生〜中学生 ■定員：10人 ■費用：無料 ■締切：7月18日

は科学館へ遊びにいくことに。そこで目にした古代の人たち

開催日

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）

「小学４年生から中学生プログラミング体験 7月」

しい。もっと地球や宇宙の事を知りたいと思ったまる子たち

教室名

第3期水泳教室（昼間）

浜川プール

「光センサーで障害物をよける
ロボを作ろう」

（日）
投映期間：投映中〜9月1日

■参加費：無料

027-321-0323

科学工作教室

一般番組
（夏の星座解説を含む約40分）

8月23日
19：30〜
（金）

TEL

浜川体育館

プラネタリウム

7月7日（日）
19：30〜

☆
お
知
ら
せ
☆

団体（20名以上）250円

以下の方は無料

〒370-0065 高崎市末広町 23 番地 1

〒370-0081 群馬県高崎市浜川町1575-1
（浜川運動公園内）TEL 027-344-5511
【開館時間】10:00〜21:00（日曜・祝日は17:00まで）月曜休館（祝日の場合は翌日が休館）
＊7/17（水）は17:00まで ＊7/18（木）
：全館休館 ＊7/30(火)〜8/2(金)： 温水プールのみ休館
13:30〜14:30

たのしくエアロ

7/2・9・23・30
8/6・20・27

火

はじめてのヨガ

7/4・11・25
8/8・22・29

木

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。
運動経験のない初心者から少し体力のある初級者を対象とするプログラムです。
13:30〜14:30
ヨガをしたことがないなど、初心者を対象にしたヨガ教室です。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なうプログラムです。

※上記プログラムは入場料だけで参加できます。 ※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。
※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。
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7/6（土）・7（日）

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

アジアンダンススポーツゲームズ2019
■主催：公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

■観覧：無料

アジアで初めて開催されるダンスの総合的な大会です。2024年パリオリンピックでの
種目となったブレイクダンスをはじめ、チアリーディングや社交ダンスなどのダンスス
ポーツアスリートが、アジアの各国・地域から出場します。

8/16（金）〜18（日）

第28回 全日本新体操クラブ選手権
■主催：公益社団法人日本新体操連盟 ■観覧：有料

新体操のクラブチーム日本一を決める大会で、
全国から約200のクラブチームが参加し、
各
チームの代表３人の合計得点で競います。
10月に高崎アリーナで開催される
「イオンカップ
2019世界新体操クラブ選手権」
への出場権もかかる国内最高レベルの大会です。

2019 JAPAN CUP 国際女子ソフトボール大会 in 高崎
予選リーグ

8/30（金）・31（土） 順位決定戦 9/1（日）

■会 場 宇津木スタジアム
（高崎市ソフトボール場第１球場）高崎市井出町926-6
■出場国 日本、
アメリカ、
チャイニーズ・タイペイ、
チェコ
■主催：
（公財）
日本ソフトボール協会、
毎日新聞社、
JAPAN CUP 国際女子ソフトボール大会 in 高崎開催実行委員会
■共催：高崎市 ■主管：群馬県ソフトボール協会、
高崎市ソフトボール協会
〈お問合せ〉高崎市スポーツ課 027-321-1296

観音山プール オープン!
開場期間

6/29［土］〜9/16［月･祝］

※9月は土日祝日のみ開場

9/1［日］､7［土］､8［日］､14［土］､15［日］､16［月･祝］

浜川屋外プール・城南プール
オープン!
7/6［土］〜9/1［日］
※7/18（木）浜川プール休館
城南プール
7/13［土］〜9/1［日］

開場期間 浜川屋外プール

開場時間 午前9時〜午後4時30分

※時間中30分に1回、5分休憩を設けています

利用料金 小学生以上100円（小学生未満 無料）

ロッカー100円・リターン式（お金は戻ります）

開場時間 午前9時〜午後5時
利用料金 大人（高校生以上）310円
小人（中学生以下）150円
（ロッカー ５０円）

※小学3年生以下は保護者同伴が必要です ※水遊び用オムツの上に
水着を着用していれば、
オムツがとれていない小さい子も利用できます。

○ じゃぶじゃぶプール 水深：15cm〜60cm 噴水型遊具
○ 幼児プール 水深：30cm〜35cm、すべり台、せせらぎプール
○ 25mプール 全8コース 水深：95cm〜145cm
（うち4コースは、底上げフロア）

○小学３年生までは保護者の方と入場してください。

7/20［土］ くじ引き大会
招待券・お菓子 …

＊２歳以下は無料です。
（オムツが取れていない方のご
利 用 は で きません 。た だし 、
プール用オムツを着用しその
上に水着を着用すれば、幼児
プールのみ遊泳可能です。）

対象：中学生以下

何が当たるかお楽しみに!!

浜川屋外プール・城南プールに遊びにきてね（景品は、なくなり次第終わりです）

9/7［土］ 10時ー15時

大人のカヌー教室

参加料3,000円

《対象者》 高崎市内在住か在勤、
在学の高校生以上の人 《定員》20名（抽選）
《申込方法》往復はがきにて7月15日
（月）
〜８月10日
（土）
までに住所、
氏名、
年齢、
電話番号を
記入の上、次のあて先までお申し込みください。
（消印有効）
〒370-0081 高崎市浜川町１５７５−１ 浜川プール

■お問い合わせ先

観音山公園プール
℡027-386-9005
高崎市石原町2740-2（旧カッパピア跡地）

■お問い合わせ先

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

浜川プール ℡027-344-5511
城南プール ℡027-324-4558
2019年7月1日発行

