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2019.9.20 高崎芸術劇場 開館

開館記念演奏会出演ソリストによる
豪華リサイタル 2days

ペーター・ロダール

中嶋彰子

9.21（土）14:00開演
〜北欧の光〜

ペーター・ロダール＆中嶋彰子
デュオリサイタル

【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】
ハイセ／ロッギアの夕べ、森の寂しさ
グリーグ／6つの歌曲Op.48より第6曲 夢、
12の旋律Op.33より第2曲 春
R.シュトラウス／8つの歌曲Op.10より第1曲 献呈、第3曲 夜
シューベルト／至福D433、歓迎と別れD767
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）

クリスティン・ルイス

9.22（日）14:00開演

〜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

【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】
ベートーヴェン／ああ、裏切り者め
R・シュトラウス／明日！、解き放たれて、万霊節
ヴェルディ／神よ、平和を与えたまえ！（歌劇「運命の力」より）
R・シュトラウス／四つの最後の歌より九月、夕映えの中で
プレヴィン／私が欲しいのは魔法!（「欲望という名の電車」より）

ベッリーニ／歌劇「夢遊病の女」より“この指輪を受け取っておくれ”

フロイド／素敵な夜じゃない? （「スザンナ」より）

グノー／歌劇「ファウスト」より“この清らかな住まい”

エドワード・ボートナー／なんてきれいな都だろう

ツェラー／喜歌劇「小鳥売り」より“私は郵便配達のクリステル”
スッペ／喜歌劇「ボッカチオ」
より“恋はやさし野辺の花よ”

モーゼズ・ホーガン／私に下さい、イエスさま
フローレンス・プライス／私の心は神にやすらい

ヴェルディ／歌劇「マクベス」より“ああ、
父の手は”
ヨハン・シュトラウス2世／喜歌劇「ウィーン気質」より“ウィーン気質”

音楽専用ホール お披露目公演

チケット
好評発売中
各日
全席指定 5,000円
U-25 2,000円

高崎芸術劇場 〒370-0841 高崎市栄町9-1 TEL.027-321-7300 http://www.takasaki-foundation.or.jp

高崎財団 9・10月ピックアップ公演

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」
10/19（土）18:30開演（17:45開場）
10/20（日）14:00開演（13:15開場）

東欧ポーランド南部、長閑な田園風景が広がるシロンスク地方から来日。観る者を魅了する世界有数の合唱舞踊団です。

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
♪森へ行きましょう～娘さん～のフレーズで馴

「見せ所、聞かせ所を熟知しているプロ集団。ど

ネーズ」や「マズルカ」など、同国の代表的な舞曲で

染み深いこの歌の原曲は、ポーランドの民謡『シュ

こを切り取っても楽しめます」と語る当劇場の公演

繰り広げられる多彩な舞台。陽気な人々が暮らす

ワ・ジェヴェチカ』。フォークロアと呼ばれる民謡

担当者は、実際、現地で彼らのステージを視察。
「大

ポーランドの農村が目の前にひろがります。歌や踊

が盛んな同国が誇る「シロンスク」が来日、高崎か

迫力の合唱と色鮮やかな衣装、優雅でドラマティッ

りに込められたおとぎ話やファンタジーの世界をぜ

ら全国ツアーをスタートさせます。

クな踊りに圧倒されました」と語気を強めます。

ひお楽しみください。

1953 年、作曲者・教育者・作家でもあったスタ

一方で「ヨーロッパの中心に位置するポーランド

ニスワフ・ハディナによって創立され、伝統舞踊と

は、領土争い・民族争いが絶えなかった地域。そん

現代文化を融合したパフォーマンスで観る者を魅了

な歴史の中で風雪に耐え、継承されてきたと思うと

する「シロンスク」。広大な庭園を擁する宮殿を本

彼らの芯の強さや健気さも感じられ感慨深いです

拠に、恵まれた環境で研鑽を重ねるスペシャリスト

ね」と話します。

集団から総勢 53 名の合唱舞踊団が来日します。

S席 7,500円 A席 6,500円
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、
シュワ・ジェヴェチカ、
クラコヴィアク ほか
料金
出演

共催：MIN-ON

さて、ショパン好きの方ならよくご存知の「ポロ

高崎芸術劇場オープン記念

第30回高崎音楽祭

酒井茜＆マルタ・アルゲリッチ ピアノ・デュオ・リサイタル
9/29（日）17:00開演（16:30開場）

現役最高峰のピアニスト登場！
世界最高峰の現役ピアニスト、マルタ・アルゲ
©Adriano Heitman

再現するのか、今から期待がふくらみます。

リッチが高崎音楽祭に登場します。実力、人気とも

いずれにせよ、開館記念に相応しい、後世に語り

に兼ね備えたアルゲリッチは近年、ソロ活動はなく

継がれる公演になるにちがいありません。どうぞこ

室内楽やオーケストラとの共演が中心です。そんな

の機会をお聴き逃しなく。

中、今回は愛弟子、酒井茜とのデュオ。愛知芸術劇

料金

場とサントリーホール、高崎芸術劇場の 3 会場のみ
の希少公演です。

曲目

演 奏 曲 の「 春 の 祭 典 」
（ ス トラ ヴ ィ ン ス キ ー 作
曲）、
「シンデレラ」
（プロコフィエフ作曲）は、共に
オーケストラが原曲という興味深いプログラム。シ

S席 12,000円 A席 9,000円 B席 6,000円
モーツァルト／
4手のためのピアノ・ソナタ ニ長調K.381/123a
プロコフィエフ（プレトニョフ編曲）／
組曲《シンデレラ》Op.87
ストラヴィンスキー（自身による編曲：2台ピアノ）／
春の祭典
マルタ・アルゲリッチ提供・協力：KAJIMOTO

ンフォニックな響きを大劇場の２台のピアノでどう

国内最大級の舞台面を誇る臨場感あふれる高機能ホール
幅広い演出に対応できる舞台機構を備えた高機能な多目的ホール。国内最大級の舞台
間口の広さは、臨場感を増大させ観客と舞台の一体感を生み出します。客席形状は舞台

・客席 2,026席（1階席、2階席、バルコニー席）
・車椅子 4席

【大劇場】9・10月公演情報
9/20（金）14:00開演
9/22（日）15:00開演
9/28（土）15:00開演
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との一体感を尊重した緩やかに広がる扇形です。

チケット発売中

高崎芸術劇場 開館記念演奏会「歓喜の歌」

10/5（土）17:30開演
10/6（日）16:30開演

公募招待（無料）※公募は締切りました。

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
全席指定 7,000円

音楽祭

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＞
S席 5,500円

A席 4,500円

B席 3,500円

音楽祭

10/11（金）18:30開演
10/14（月・祝）14:00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

美輪明宏の世界
全席指定 6,500円

完売御礼

～愛の話とシャンソンと～

「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
公募招待（無料）※公募は締切りました。

音楽祭
音楽祭
音楽祭

高崎財団 9・10月ピックアップ公演

高崎芸術劇場開館記念演奏会「歓喜の歌」出演ソリストによる豪華リサイタル 2days

～北欧の光～

～ラ・ストゥペンダ～

9/21（土）14:00開演（13:30開場）

9/22（日）14:00開演（13:30開場）

ペーター・ロダール＆中嶋彰子デュオリサイタル クリスティン・ルイス ソプラノリサイタル

ピアノ：ルイゼッラ・ジェルマーノ

県内初の音楽専用ホールお披露目公演
ヨーロッパの名門歌劇場で活躍するペーター・ロ
ダールは、コペンハーゲン・オペラ・フェスティバ
ルやコペンハーゲン・フィルの芸術監督を務め、音

人の歌声が溶け合い、どんな光を放つのか―音楽専
用ホールの響きにご期待ください。

翌、22 日「ラ・ストゥペンダ（「最高に素晴らし

ペラ座等々、ヨーロッパにおける現代最高峰の歌劇
場に出演しています。2019 年にはメトロポリタン歌

劇場でも「アイーダ」の同役でデビュー。今回、オ

楽祭を創設するなど、デンマークきっての音楽家

い！」の意のイタリア語）」に登場するアメリカ出身

ペラの名曲とアメリカのミュージカルナンバーを組

でもあります。今年、名門ドイツ・グラモフォン

のオペラ歌手クリスティン・ルイスは、ウィーンを

み合わせた彼女らしいプログラムで音楽ホールに舞

からシューマンの歌曲集『詩人の恋』をリリースし

拠点に活躍する若き逸材です。2013 年に「アイーダ」

い降ります。

たばかり。そんなロダールのデュオに並び立つのは

のタイトルロールでウィーン国立歌劇場デビュー。

両日ともにウィーン国立歌劇場の専属ピアニス

ウィーンを本拠に活躍する中嶋彰子です。

主にヴェルディ作品を得意とし、ミラノ・スカラ座

ト、ルイゼッラ・ジェルマーノが伴奏として、ベー

やローマ歌劇場、バイエルン国立歌劇場、パリ・オ

ゼンドルファーのピアノを高らかに奏でます。

北欧の林を思わせるような木質感の高い空間に 2

～北欧の光～
ペーター・ロダール＆中嶋彰子 デュオリサイタル
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）
※ウィーン国立歌劇場専属
曲目 ハイセ／ロッギアの夕べ、
森の寂しさ
グリーグ／6つの歌曲Op.48より第6曲 夢
12の旋律Op.33より第2曲 春
R.シュトラウス／
8つの歌曲Op.10より第1曲 献呈、第3曲 夜 ほか
料金

アフターステージ・トークイベント

～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

9月21日（土）リサイタル終演後に開催

全席指定 5,000円 U-25 2,000円
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 ベートーヴェン／ああ、
裏切り者め
R・シュトラウス／明日！
解き放たれて
万霊節
ヴェルディ／神よ、平和を与えたまえ！
（歌劇「運命の力」より）ほか

「インターナショナル・アーティストとは？」

料金

音楽ホールを彩る４人が語り合う豪華なトークイベン
トが実現します。出演は、デンマーク音楽界のリーダー
的存在であるペーター・ロダール、農楽塾の総監督とし
ても活動する中嶋彰子、次世代のアーティストを支援す
るファンデーションの設立者でもあるクリスティン・
ルイス、超一流オペラ歌手の伴奏を担当するルイゼッ
ラ・ジェルマーノ。世界一流ソリスト達の生の声を聞け
る、またとない機会は必聴です。

音楽のある街高崎を象徴した本格的音楽専用ホール
リサイタルに最も適した413席の空間で、どの座席からも舞台を近くに感じられる鑑
賞しやすいホールです。
木の優しい温もりに包み込まれ、本格的な響きにこだわった音

・客席 413席
・車椅子 2席

【音楽ホール】9・10月公演情報
9/29（日）17:00開演
10/1（火）13:30開演

楽空間は、
聴く人の全てが憧れる品格・高感度・高音質をもった音楽の殿堂です。

チケット発売中

ラルフ・タウナー
全席指定 6,000円

アコースティックギターの祭典

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
全席指定 3,000円

音楽祭
音楽祭

10/25（金）19:00開演
10/30（水）19:00開演

パウル・バドゥラ＝スコダ ピアノ・リサイタル
全席指定 5,000円

U-25 2,000円

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 8,000円

U-25 2,500円

プレイガイド

一般電話予約

9/19（木）まで（窓口販売開始日の13:00～）
■群馬音楽センター 月休 TEL.027-322-4527
■高崎市文化会館 月休 TEL.027-325-0681
■高崎シティギャラリー 無休 TEL.027-328-5050
9/20（金）以降（一般発売日の10:00～）
■高崎芸術劇場チケットセンター（10:00～18:00）TEL.027-321-3900

1.チケットぴあ
http://pia.jp TEL.0570-02-9999
2.ローソンチケット
http://l-tike.com

3.e+（イープラス）
http://eplus.jp

全国のセブン-イレブン、
チケットぴあ店舗

TEL.0570-000-777（午前10時～午後8時） 全国のローソン各店

全国のファミリーマート各店

※取扱いがない公演もございます。詳しくは当劇場 HP をご確認ください。

高崎芸術劇場メンバーズ登録受付中
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
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

登録料・年会費 無料
スマートフォン
からでもご登録
いただけます

▼

一般窓口

窓口販売開始日の10:00～

■高崎芸術劇場（9/20
（金）から取り扱い）
■群馬音楽センター・高崎市文化会館 月休
■高崎シティギャラリー 無休
■箕郷文化会館・新町文化ホール・吉井文化会館 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

その他

web 高崎芸術劇場メンバーズ限定
先行 受付日の10:00～

高崎芸術劇場メンバーズ
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高崎財団 9・10月ピックアップ公演

高崎芸術劇場オープン記念

第30回高崎音楽祭

el tempo
directed by シシド・カフカ／サンティアゴ・バスケス
10/14（月・祝）14:00開演（13:30開場）/18:30開演（18:00開場）

音楽祭のラストを飾る圧巻のパフォーマンス
ドラムヴォーカルのスタイルでデ
ビュー、女優としても活躍するシシ
ド・カフカがアルゼンチンが生んだ鬼
才を迎え圧巻の演奏を披露します。
料金
出演

全席指定 6,000円
シシド・カフカ
サンティアゴ・バスケス ほか

※ハンドサイン…ミュージシャンの演奏を即時に編
集・加工・構築するために、指と手で示すサイン。
ほぼ即時に譜面を作っているに等しいくらい複雑な
意味を持つ。

シシド・カフカ

シシド・カフカさんよりメッセージ
高崎音楽祭に、私、シシド・カフカが主宰するリズムイベント
“el tempo” で参加させて頂きます。アルゼンチンで学び、日本へ持ち
帰ってきた 100 種を超えるハンドサイン※を、コンダクター（指揮者）
として駆使し、その日その場で創り出す唯一無二のリズム。最高の
ドラマー、パーカッショニスト達とともに最高の夜を奏でます。ハンド
サインの開発者、サンティアゴ・バスケスも来日し、共にステージに
立ちます。この熱量は、残念ながら言葉では言い表せないのです。
是非、体感しに、踊りにスタジオシアターへいらして下さい。熱い
ステージを見逃さないで下さいね！

サンティアゴ・バスケス

無限の可能性を秘めたフレキシブルな空間
奥行きが変化する舞台は、客席まで全てフラットにした平土間にも変化し、自由な空間
形成が可能。ロックコンサートなどのスタンディングイベントには、最大1,000人収容
可能。固定席と遜色ない可動席は、567席の中劇場としても、演劇、能、舞踊など幅広い
公演に対応します。

【スタジオシアター】9・10月公演情報
9/23（月・祝）17:00開演
9/26（木）19:00開演
9/28（土）17:00開演
10/5（土）18:00開演

チケット発売中

松井常松 with no+ subject

音楽祭

全席指定 4,000円

夏木マリ 〜マリと高崎の神隠し〜
全席指定 6,000円

音楽祭

りんけんバンドコンサート
全席指定 4,000円

音楽祭

PERSONZ

全席指定 6,500円

CRAZY KEN BAND

10/8（火）18:30開演

1階 6,000円（立ち見のみ） 2階 6,500円
（全席指定）

10/10（木）19:00開演
10/12（土）17:00開演

渡辺貞夫クインテット2019
全席指定 6,000円

山中千尋

〜Time After Time〜

エレクトリック・フィメール・トリオ

全席指定 5,000円

2階 完売御礼

音楽祭

完売御礼

音楽祭

完売御礼

音楽祭

音楽祭

9月 チケット発売情報［P3.プレイガイド参照］
高崎芸術劇場 スタジオシアター

高崎芸術劇場 大劇場

箕郷文化会館

12/14（土）18:30開演（18:00開場）

（火）
2020年1/7
18:30開演（18:00開場）

12/15（日）14:00開演（13:30開場）

チケット発売開始

チケット発売開始

箕郷うたごえ広場

大西順子トリオ

シルク・ドゥラ・シンフォニー

web 9/13
（金）

web 9/27
（金）

一般《電話》9/26
（木）《窓口》9/27
（金）

［料金］SS席 12,000円 S席 9,500円
A席 8,000円 B席 6,000円
［出演］ニコライ・ジャジューラ（指揮）
キエフ国立フィルハーモニー交響楽団 ほか

10/4（金）18:30開演

サーカス40thα この先へ Resurrection of the Harmony

【窓口販売のみ】
高崎芸術劇場（9/20〜）TEL.027-321-3900

群馬音楽センター TEL.027-322-4527

チケット発売開始

一般《電話》10/3
（木）《窓口》10/4
（金）

［料金］全席指定 5,000円 U-25 2,500円
［出演］大西順子（ピアノ）、井上陽介（ベース）
高橋信之介（ドラムス）

チケット発売中

令和に響く、うたごえのハーモニー

［料金］全席自由 500円
［出演］サロンなかのうたごえの会（進行・伴奏）
［曲目］
「蘇州夜曲」
「いちご白書をもう一度」
「ちいさい秋みつけた」ほか
［お問い合わせ］箕郷文化会館 TEL.027-371-7211

【会場】
高崎シティギャラリー

【主催】高崎南銀座商店街
【お問い合わせ】葉山一色亭 TEL.027-323-6178
（石川）

【会場】
群馬音楽センター

【主催】明治大学校友会高崎地域支部
【お問い合わせ】
（株）トリオ本部 TEL.027-322-4192

全席自由 5,500円

10/12（土）17:00開演

第45回明治大学マンドリンコンサート
全席自由 前売 2,500円（当日 3,000円）

高崎市文化会館 TEL.027-325-0681

高崎シティギャラリー TEL.027-328-5050
箕郷文化会館 TEL.027-371-7211

10/19（土）14:20演目解説、15:00開演

令和元年度

第34回たかさき能

指定席前売 4,000円（当日 4,500円）
【会場】
群馬音楽センター
特別ペアチケット 7,000円（限定50組・プレイガイドのみ販売）
自由席前売券 2,000円（当日 2,500円） 大学生 1,000円（高校生以下は自由席無料）

新町文化ホール TEL.0274-42-9133
榛名文化会館 TEL.027-374-5001

9/6（金）

一緒に歌って、心も体もリフレッシュ！！
バンドの生演奏に合わせて、みんなで同じ曲を歌います。

【主催】たかさき能（薪能）実行委員会
【お問い合わせ】たかさき能（薪能）実行委員会
TEL.090-9378-8224
（実行委員会直通）

※前売りチケット完売の場合は、当日券の販売を行いませんのでご了承ください。

吉井文化会館 TEL.027-387-3211

倉渕支所 地域振興課 TEL.027-378-4521
群馬支所 地域振興課 TEL.027-373-1212

10/26（土）13:00開演

春風亭小朝独演会

【会場】
高崎市文化会館

全席指定 前売 3,000円（当日 3,500円）

【主催】桐生音協
【お問い合わせ】桐生音協 TEL.0277-53-3133
※U-25料金は公演当日25歳以下が対象です。

前橋市Presents
チケット
発売中

Maebashi Preforming Art Festivai 2019-20

舞台芸術祭2019-20

10/26

土

14:00 開演 小ホール

パク・キュヒ（朴 葵姫）
ギター・リサイタル

［料金］S席 2,000円

A席1,000円
ペア券S席3,000円 高校生以下500円
［曲目］タレガ：アルハンブラの思い出 ほか

チケット
発売中

10/26

土

18:00 開演 大ホール

菊池洋子

with 群馬シティフィルハーモニー
オーケストラ
［料金］全席自由2,000円

［曲目］モーツァルト：ピアノ協奏曲 第20番・第23番

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） Tel.027-221-4321
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アート／ムービー
住

所

〒370-0849 高崎市八島町110-27

電

話

027-324-6125

開館時間 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）

9.14 -11.24
土

休 館 日

9/17（火）
・24（火）
・30（月）

開館時間

土

詩をかたどる、詩をきざむ―祈りの庭へ。

所

電

話

〒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

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）

9.14 -11.10

日

住

休 館 日

日

日本画そぞろあるき
日本画には、美人画、山水画、花鳥画など、描かれる題

木彫作家であり絵や版画も制作する深井隆
（1951年高崎市出身）、丸尾康弘（1956年熊本県

材によってジャンル分けがありますが、本展覧会では、

出身）と、木版画家であり立体も制作する山中

それらの代表的なジャンルを取り上げ、それぞれの見

現（1954年福島県出身）、木村繁之（1957年愛媛

どころを簡単にご紹介します。どんな絵なのか、それが

県出身）は1950年代に生まれ、1980年代「描くこ

わかれば楽しみ方も変わってきます。気軽に散歩気分

と」
「作ること」への逆風から今日まで、素材であ

で日本画をお楽しみください。

さんしせいらん

では、展示作品の「山水画」から。橋本雅邦《山市晴嵐》

る木と対話しながら、彫刻や絵という言葉では
語りえない詩想を表現してきました。

ですが、晴れわたる空のもと山間の集落に霞がかるさ

この展覧会では4人の仕事に交差する詩の世

まを表わします。人びとが行きかう街道沿いははっき

界から、古くから物をかたどり、きざんできた日

りとしてますが、遠くの山々は煙っています。横山大観

本人が近代彫刻や木版画を経ても失わなかった

《砂丘に聳ゆ》は、砂浜から遠く富士を望んだ構図です

そび

祈りの世界をみつめます。

が、日本の美しい海岸風景を象徴する白砂青松の構成
を取り入れ、実景を意識しながら理想の富士を描いて

アーティストクロストーク

います。

・講師：丸尾康弘（彫刻家）×木村繁之（木版画家）
・日時：9/22（日）14:00～
・場所：高崎市南公民館
・定員：80名（予約先着順）
・参加無料（展覧会観覧は、要観覧料）
観覧料

一般600
（500）
円

9/2（月）～13（金）
9/17（火）
・24（火）
・30（月）

左上
右上
左下
右下

丸尾康弘《森の声》
（2018年）
作家蔵
山中現《影について》
（2009年）
作家蔵
木村繁之《ことり》
（2015年）
作家蔵
深井隆《山の上に立つ人と橋》
（2019年）
作家蔵

大高生300
（250）
円

作品解説会の
お知らせ

一般500（400）円

観覧料

＊（ ）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。

日時：9月14日
（土）
・29日
（日）
14:00～
横山大観《砂丘に聳ゆ》1909年 当館寄託

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

住

所

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5

住

所

〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11

電

話

027-321-0077

電

話

027-328-6808

開館時間 10:00～18:00
（入館は17:30まで）

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

休 館 日 9/2（月）
・9（月）
・17（火）
・24（火）
・30（月）

開園時間 9:00～16:30
（入園は16:00まで）

入 園 料 無料

休 園 日 9/2（月）
・9（月）
・17（火）
・24（火）
・30（月）
NEWS

秋の七草として
知られている、

常設展示

はぎ

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

おみなえし

萩、女郎花が
咲きはじめました。

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
大高生160
（100）
円

8.20 -10.6

＊（ ）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。

火

日

収蔵品展 草木染の美・秋
会場：染色工芸館

〈絵画解説〉
1967年にビートルズによっ

一般100（80）円
大高生80（50）円
休 館 休園日
開館時間 9:00～16:30
（入館は16:00まで）
入館料

てリリースされた「ルーシー・
イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイ
ヤモンド」をイメージした作品
です。ジョン・レノンが、幼い息

＊（ ）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。

子ジュリアンの話すエピソー
ドをもとに作った曲といわれ、
歌詞には川に浮かぶボートや
空を舞う少女が登場します。

募集中

画面には、かまちの好きだった
スカイ・ブルーを基調に、さわ
やかな空間が描かれています。

≪ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンド≫1976年

色に染めた後、背守りを刺繍して仕上げます。生まれて

その情景はどこか、かまちの過ごした町を流れる烏川を思い起こさせます。
歌詞中の少女のよう

最初に着るものに、草木染のものはいかがでしょう。申

に空を舞い、故郷の川を眺めたイメージなのでしょうか。
烏川沿いにある公園は彼のお気に入り

込方法等についてはお問い合わせください。

で、幼馴染みと写真を撮ったり、語らいあった場所でもありました。
この絵画からは、かまちのふ
るさとへの想いがロックナンバーに重なって響いてくるようです。

金

土

日

うぶぎ

産着を染める

3～6kgの赤ちゃん用の肌着（50～60cm用）を茜で桃

水彩･紙

9.6 ・7 ・8

草木染体験

料金

日

時

9月29日（日）10:00～15:00

対

象

高校生以上

前売1,300円

《爆音映画祭 IN 高崎 2019》

定

員

を見・聴く映画祭です。上映するのは伝説のバンド〈クイーン〉の活動
を描き大ヒットした『ボヘミアン・ラプソディ』や群馬県出身で日本
を代表するバンド〈BUCK-TICK〉の30周年記念ライブ映像など。

9.21 -10.4
土

©2018 Twentieth Century Fox

金

料金

当日券のみ一般1,000円（1作品） 高崎電気館窓口にて販売（9/5（木）まで）

『小さな恋のメロディ』
《通常上映》青春映画の名作2選／『卒業』

参加費

2,500円

当日1,500円 高崎電気館窓口にて販売（9/5（木）まで）

音楽ライヴ用の音響セッティングをフルに使い、大音響の中で映画

『ボヘミアン・ラプソディ』2018年

12人

9/6（金）19:45～ 『フィッシュマンズ 男達の別れ』
9/7（土）12:00～ 『ボヘミアン・ラプソディ』
15:00～ 『BUCK-TICK “THE PARADE”
～30th anniversary～ FLY SIDE』
18:00～ 『餌食』
20:00～ 『スケート・キッチン』
9/8（日）11:00～ 『3大テノール 夢のコンサート』
13:30～ 『JAWS／ジョーズ』
16:30～ 『旅のおわり世界のはじまり』

〒370-0815 高崎市柳川町31
TEL.027-395-0483
休館日／無休
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イベント・カレンダー
9月

催し物

開演 終演

1 日 群馬交響楽団第551回定期演奏会

1 日 第6回シェルＤスタジオダンス発表会
1 日 第17回高崎フラフェスティバル2019

6 金 高崎演能の会 オープニングレクチャー
7 土 高崎市交通安全大会

施設名
群馬音楽センター

12:30 17:00

箕郷文化会館

無料

シェルＤスタジオ TEL.0279-26-7322

11:00 17:00

高崎市文化会館

無料

ハーラウ ポーハク・ナプア
TEL.090-2144-4387

18:00 20:00

高崎シティギャラリー

無料（要申込）

下平克宏演能の会 TEL.027-322-5753

無料

高崎市地域交通課 TEL.027-321-1231

高崎市文化会館

7 土 第24回縁日広場

14:00 20:00

高崎シティギャラリー

8 日 第24回縁日広場

10:00 15:00

高崎シティギャラリー

9:30 19:00

箕郷文化会館

14:00 16:00

13 金 第14回 高崎演能の会

PICK UP!

14 土 第58回 高崎新人演奏会
14 土 RDたかさき 20周年アニバーサリー パーティー
14 土 響友会定期演奏会
第15回群馬学生

15 日 ギターマンドリンフェスティバル
15 日 第一回全日本歌謡吟詠・オーケストラ 吟詠友の会祭り

16 🈷 群馬県立中央中等教育学校管弦楽部 第26回定期演奏会
16 🈷 第33回村上鬼城顕彰全国俳句大会

第96回葡萄屋寄席 ほたる改メ権之助真打昇進披露興行

18 水 柳家権太楼・橘家圓太郎・桃月庵白酒

PICK UP!

20 金 高崎芸術劇場 開館記念演奏会「歓喜の歌」
～北欧の光～

21 土 ペーター・ロダール＆中嶋彰子 デュオリサイタル
21 土 日本舞踊発表会

（ハローフォーラム）
（ハローフォーラム）

高崎市少年少女合唱団 TEL.070-5644-7776

高崎市文化会館

一般社団法人 下平克宏演能の会
TEL.027-321-7302（高崎財団事業課）

18:30 21:00

高崎市文化会館

一般800円

高崎市民音楽連盟 TEL.027-322-0996

10:45 16:00

箕郷文化会館

無料

RDたかさき TEL.0279-52-2628

14:00 19:00

榛名文化会館

無料

響友会 天田恵子 TEL.090-9398-5342

13:30 16:00

高崎市文化会館

300円

群馬学生ギターマンドリンフェスティバル実行委員会
TEL.080-8871-8634

9:15 16:30

高崎シティギャラリー

無料

友の会祭り実行委員会 TEL.090-8948-2748

13:30 15:30

群馬音楽センター

無料

群馬県立中央中等教育学校
TEL.027-370-6663

13:00 16:30

高崎シティギャラリー

無料

村上鬼城顕彰会 TEL.027-384-2559

18:00 21:00

高崎シティギャラリー

全席指定 4,000円

㈲オフィスシミズ TEL.090-3146-8973

14:00
18:00

ー
ー

14:00

ー

高崎芸術劇場
（大劇場）

高崎芸術劇場
（音楽ホール）

高崎シティギャラリー

～ラ・ストゥペンダ～

14:00

ー

加藤登紀子＆森山良子

15:00

ー

高崎芸術劇場
（音楽ホール）

高崎芸術劇場
（大劇場）

16:00 19:00

群馬音楽センター

16:00 18:30

高崎シティギャラリー

22 日 ～三年Ａ組古稀記念同窓会騒動記」PICK UP!

14:00 16:00

箕郷文化会館

23 🈷 松井常松 with no+subject

17:00

東海大学付属高輪台高等学校×群馬県立高崎東高等学校

23 🈷 特別合同演奏会「Concert Brillante」
23 🈷 日本とロシアの歴史的交流「音楽の架け橋」Vol.6

ー

高崎芸術劇場

（スタジオシアター）

14:00 16:40

群馬音楽センター

14:00 16:30

高崎シティギャラリー

25 水 ルヴァンルージュうたのまちコンサート

13:30 16:00

高崎市文化会館

26 水 夏木マリ ～マリと高崎の神隠し～

19:00

美川憲一＆コロッケ

27 金 スペシャルジョイントコンサート2019

ー

14:00 16:00
18:00 20:00

小林研一郎指揮

高崎芸術劇場

（スタジオシアター）

群馬音楽センター
高崎芸術劇場

28 土 群馬交響楽団特別演奏会 <コバケンの巨人>

15:00

ー

28 土 りんけんバンドコンサート

17:00

ー

29 日 ピアノ・デュオ・リサイタル

17:00

ー

29 日 ラルフ・タウナー アコースティックギターの祭典

17:00

ー

29 日 草のひかりコンサート

13:30 16:00

高崎市文化会館

29 日 ケーナ奏者Ren コンサート

14:00 16:00

高崎シティギャラリー

酒井茜＆マルタ・アルゲリッチ

なでしこ歌謡会 TEL.090-5319-2184

S席 6,000円 U-25
（S席）4,000円
B席 3,500円 U-25
（B席）1,500円

19:00 21:00

高崎市民演劇第10回公演
「あの時、
キミは若かった

無料
500円

洗足学園音楽大学同窓会・洗足学園短期大学同窓会

22 日 シンフォニックコンサート with 群馬交響楽団
22 日 高崎健康福祉大学高崎高校吹奏楽部 第26回定期演奏会
22 日 第23回ラルゴの会 リトルコンサート

入場無料 ※飲食・遊びにはチケットが必要です

縁日広場実行委員会（高崎市文化課）
TEL.027-321-1203
縁日広場実行委員会（高崎市文化課）
TEL.027-321-1203

高崎市文化会館

高崎市文化会館

22 日 クリスティン・ルイス ソプラノリサイタル

入場無料 ※飲食・遊びにはチケットが必要です

（公財）群馬交響楽団 TEL.027-322-4316

14:00 16:15
18:30 20:35

11:30 16:00

21 土 群馬県支部演奏会

問い合わせ先

18:45 20:40

10:00 11:50

8 日 なでしこ歌謡会カラオケ大会・発表会
8 日 高崎市少年少女合唱団 第34回定期演奏会

料金
指定席 S席4,600円 A席4,100円
B席 3,600円 自由席 C席 2,100円

（大劇場）

高崎芸術劇場

（スタジオシアター）

高崎芸術劇場
（大劇場）

高崎芸術劇場
（音楽ホール）

学生500円

高崎市・高崎芸術劇場 TEL.027-321-7300

【公募招待】
全席指定 5,000円

U-25 2,000円

高崎芸術劇場 TEL.027-321-7300
高崎舞踊愛好会 TEL.027-346-6952

無料
全席自由 一般1,000円
全席指定 5,000円

高校生以下 500円

U-25 2,000円

洗足学園音楽大学同窓会 群馬県支部
TEL.0277-54-8818（丹羽）
高崎芸術劇場 TEL.027-321-7300

全席指定 7,000円

高崎音楽祭委員会 TEL.027-322-9195

全席自由 300円

高崎健康福祉大学高崎高校 TEL.027-352-3460

無料

ラルゴの会 TEL.027-346-0777

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）

高崎音楽祭委員会 TEL.027-322-9195

全席指定 4,000円
全席自由 1,000円

高崎市 TEL.027-371-7211

高校生以下 500円

全席自由 一般 2,500円

群馬県立高崎東高等学校 TEL.027-352-1251

高校生以下 1,500円 ユリヤ・レヴ TEL.080-5406-6241

1,000円

ルヴァンルージュうたのまち
シャンソンのきこえる街
TEL.090-6945-2784

全席指定 6,000円

高崎音楽祭委員会 TEL.027-322-9195
（株）アイエス TEL.03-3355-3561

全席指定 7,560円
S席 5,500円

A席 4,500円

B席 3,500円

高崎音楽祭委員会 TEL.027-322-9195

全席指定 4,000円

高崎音楽祭委員会 TEL.027-322-9195

S席 12,000円
B席 6,000円

高崎音楽祭委員会 TEL.027-322-9195

A席 9,000円

全席指定 6,000円

高崎音楽祭委員会 TEL.027-322-9195

無料

草のひかりコンサート実行委員会
TEL.080-6690-9300

全席指定 一般 3,000円
学生 1,500円（当日は各プラス500円）

㈱REN音楽事務所 TEL.0284-64-9022

PICK UP!
9月13日
（金）14:00／18:30開場

9月18日（水）18:00開場

第14回 高崎演能の会
観世流能楽師として東
京で活躍する傍ら地元・高
崎市でも公演を重ねる下
平克宏さんによる能楽公
演。昼の部と夜の部の公
演が企画され、それぞれ
冒頭に解説も行います。
狂言には多方面で活躍す
る野村萬斎さんが出演。

下平克宏

高崎市文化会館
料金 S席 6,000円 B席 3,500円
U-25
（S席）4,000円 U-25
（B席）1,500円
出演 下平克宏、
野村萬斎
会場
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第96回葡萄屋寄席
ほたる改メ権之助真打昇進披露興行
柳家権太楼・橘家圓太郎・桃月庵白酒

野村萬斎

昭和55年の談志･小さん親子会
から始まった葡萄屋寄席も 96 回
目を迎える。今回は、平成 20 年
に二つ目に昇進した「柳家ほたる」
の真打昇進披露の会。ほたる改め
「柳家権之助」を襲名。師匠の柳家
権太楼ほか、橘家圓太郎、桃月庵
白酒ら豪華な顔ぶれとなる。

柳家権之助

高崎シティギャラリー
全席指定 4,000円
出演 柳家権之助、
柳家権太楼、橘家圓太郎、桃月庵白酒

残り
僅か

9月22日（日）14:00開場

高崎市民演劇第10回公演
「あの時、
キミは若かった
～三年Ａ組古稀記念同窓会騒動記」
桃ヶ丘中学校卒業生で
あるオヤジバンドメン
バーの三人は、地元の老
舗ホテルで「古稀記念同
窓会」を計画。55 年前と
現在を結ぶ不思議な世界
を懐かしの曲とともにご
案内します。
箕郷文化会館
全席指定 500円
出演 おおむね60歳以上の公募市民

会場

会場

料金

料金

第9回公演の様子

完売
御礼

アート／サイエンス

高崎シティギャラリー展示室
8月
29 30
木

金

31
土

9月
1

日

2

月

3

4

火

5

水

木

6

7

金

土

8

日

窓口受付時間
施 設 概 要
9

月

10

11

火

水

8:30～17:15

展示室 7 室／ホール 324 席

12

13

木

金

14
土

15
日

16

17

月

18

火

水

19
木

住

所

電

話

20
金

21
土

〒 370-0829 高崎市高松町 35-1
027-328-5050
22

23

日

24

月

火

25
水

26

27

木

金

28
土

29
日

30
月

10月
1

火

2

水

予備室
第32回高崎市平和美術展

高崎市企画調整課 TEL.027-321-1206

第1展示室

2019 毎日書道群馬展

平成31年度
高崎市小中特別支援学校
書写主任会 書写優秀作品展

2019毎日書道群馬展実行委員会
TEL.027-231-9440

高崎市小中学校書写主任会
TEL.027-352-2921

高崎財団 TEL.027-321-7302

第15回「全国和紙ちぎり絵
高崎サークル展」

華くらぶ
パッチワーク作品展

第2展示室

第12回三軌会群馬支部展
三軌会群馬支部
TEL.090-4458-7735

全国和紙ちぎり絵高崎サークル
TEL.027-388-2017

華くらぶ TEL.027-344-4050

保守点検

第3展示室

農大二高同窓美術会
グループ窓展

絵画展

五四会作品展

鈴木 晃『三世代展Ⅱ』

第38回写遊ぶらんこ写真展

グループ窓 TEL.090-3688-2594

斗南美術協会 TEL.027-252-1709

メルヘンと遊びの世界展23
見る・でかける・あそぶ

第5展示室

鈴木 晃 TEL.027-323-4560

高崎市文化課 TEL.027-321-1203

第28回ぐんま森の会展

第6展示室

ぐんま森の会 TEL.090-4615-1217

ハイビジョンギャラリー上映番組

上映時間

9月7日（土）

「第32回高崎市平和美術展」特別上映「火垂るの墓」

10:00～16:00

「第32回高崎市平和美術展」特別上映「かんからさんしん」

10:00～17:00

「メルヘンと遊びの世界展23」特別上映

（時間内繰り返し上映）

9月9日（月）～16日
（月・祝）

（時間内繰り返し上映）

9月6日（金）、17日
（火）～30日（月）

11:00

高崎市少年科学館

12:30

開館時間
休 館 日

14:00

「東山魁夷」

9:00～17:00

9/2（月）
・9（月）
・17（火）
・24（火）
・30（月）

プラネタリウム
プラネタリウム投映時間
■一般番組

観覧料

11:00

13:30

住

所

電

話

■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。
■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わせください。
※ 8/29～9/5、9/19・26 は設備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。

〒370-0065 高崎市末広町23-1
027-321-0323

「振動で動くおもちゃを作ろう」

一般310円
（団体（20名以上）
250円）

学習・団体（午前中） 14:00

土・日・祝日

JNP日本風景写真協会群馬支部
TEL.027-373-3235

科学工作教室

■子ども向け番組

火～金

JNP日本風景写真協会
第10回群馬支部作品展
「四季彩の詩」

◎毎週（土）9:15～9:29／（日）再 10:30～10:44

10:00～16:00

9月8日（日）

写遊ぶらんこ TEL.027-322-2384

～展示情報をお届けしています～

プログラム

（時間内繰り返し上映）

高崎高校五四会 TEL.027-343-3748

ラジオ高崎 FM76.2 [ ギャラリートーク ]

いずれも入場無料 上映時間内に自由に出入りできます

期間

14:45

15:30
16:00

＊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。

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）
●9/3～6（番組入替）と9/10（保守
点検）は投映がありません。

モーターが発する振動で動くおもちゃを作る。
9月7日（土）9:30～12:00
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 8月29日（木）
日時
対象

「ステンドピラミッドを作ろう」

プッシュライト付きのステンドグラス風ピラミッドを作る。

一般番組（秋の星座解説を含む約40分）

THE UNIVERSE ～宇宙の果てまで～
投映期間

8人展 TEL.027-373-3695

8人展

第4展示室

Art Project
Takasaki2019

9月7日（土）～11月17日（日）

月までの距離は、およそ38万キロメートル。光は、1秒間にお
よそ30万キロメートル進みます。つまり、私たちが見ている
月は１秒ちょっと前の月。では、太陽までの距離は？どのくら
い前の太陽なのでしょう？木星は？土星は？星座を作る星た
ちは？天の川銀河を離れ、さらに遠くへ…宇宙の広さを感じ
てください。
（この番組は2014年に当館が企画・制作した番組です。）

9月15日（日）9:30～12:00
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 9月5日（木）
日時
対象

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」

文部科学省のウェブサイトプログラミンを中心に、スクラッチを
使った初歩的なプログラミングを体験する。
9月8日（日）9:30～12:00
小学1年~3年生（保護者同伴） 定員 10人
費用 無料
締切 8月29日
（木）
日時
対象

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 ～それでも地球はまわっている～
投映期間

投映中～11月17日（日）

「地球は回っている？それに気づいたのはだれ？」ふと疑問に感じたまる子。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が

「小学４年生から中学生プログラミング体験」
文部科学省のウェブサイト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。
9月14日（土）9:30～12:00
小学4年～中学生 定員 10人
費用 無料
締切 9月5日
（木）
日時
対象

考えた不思議な宇宙のすがたとは…！？

～科学工作教室・パソコン教室の申し込み～

天文教室

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・

「中秋の名月と惑星を見よう」 参加費
日時：9月13日（金）19:30～

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。

無料

※季節によって開始時間が変わります。ご注意ください。

■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。

〒370-0065

高崎市末広町23番地1

少年科学館まで。

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）※必ず返信メールをご確認ください。
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スポーツ／カルチャー

第52回

高崎アリーナ初のアイスショー

ディズニー・オン・アイス2019

日本女子ソフトボールリーグ1部
第7節 高崎大会

（土）
・22日（日）※予備日：9月23日（月・祝）
2019年 9月21日

LIVE YOUR DREAMS【高崎公演】
（金）
（日）
2019年 9月6日
～ 8日

今年のディズニー・オン・アイスのテーマは
「リブ・ユア・ドリームス」
。
アナとエルサ、
ラプンツェルらディズニーのプリンセスたちが夢を追い求める姿を描きます。
くまのプーさんによるプレショーのほか、
映画『リメンバー・ミー』が初登場!
ミッキー、
ミニー、
ドナルド、
グーフィーも登場し、
仲間たちと一緒に、
大きすぎる夢などないことを発見していきます。

高崎市ソフトボール場 UTSUGIスタジアム

9月6日（金） 9月7日（土） 9月8日（日）

10:00 ♥
14:00
18:00 ★

朝
昼
夜

10:00 ♥
14:00

10:00 ♥
14:00
18:00 ★

♥おそろコーデ特典（各日 10:00 公演対象）

2 名以上で、
「ミッキーマウス」もしくは「ミニーマウス」の
おそろコーデでご来場の方にオリジナルグッズプレゼン
ト！さらに、4 名以上、かつ統一おそろコーデでご来場の方
には「ミッキーマウスと記念撮影」が当たるチャンスも！

★コスチューム特典（各日 18:00 公演対象）

ディズニーキャラクターのコスチューム（全身）を着てご来
場のチケットをお持ちのお客様にもれなく当日会場にて素
敵なプレゼントを差し上げます！
※開場時間：各開演 45 分前

9/21

10：30

ビックカメラ高崎BEE QUEEN vs 日立サンディーバ

SAT

13：00

太陽誘電ソルフィーユ vs NECプラットフォームズRed Falcons

9/22

10：30

NECプラットフォームズRed Falcons vs 日立サンディーバ

13：00

太陽誘電ソルフィーユ vs ビックカメラ高崎BEE QUEEN

SUN

会

高崎市ソフトボール場 UTSUGIスタジアム

場

高崎市井出町926-2

S席 こども 5,200円

料金

※プレミアム席は完売しました。 ※チケット料金は全席指定・税込。 ※こども料金は、３歳から小学生まで。プレミア
ム席にこども料金の設定はございません。 ※２歳以下のお子様は保護者１名につき、１名まで膝上に限り無料。但し、お
席の必要な場合は有料。

お問い合わせ

キョードー東京

（平日11:00～18:00

TEL.0570-550-799

土日祝10:00～18:00）

TEL.027-393-6571

高崎

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

公益財団法人日本ソフトボール協会・日本女子ソフトボールリーグ機構

催

ディズニーオンアイス

JR高崎線、
上信電鉄をご利用の場合
『JR高崎駅』
から徒歩8分

チケット 一般 前売1,000円
（当日1,400円） 中高生 前売600円（当日1,000円）※小学生以下無料
主

©Disney

大人 6,300円

参加者募集

浜川プール

令和元年度 下期

（日曜・祝日は17:00まで）
開館時間 10:00～21:00
住

（祝日の場合は翌日が休館）
休 館 日 月曜

〒 370-0081 高崎市浜川町 1575-1（浜川運動公園内）

所

電

話

027-344-5511

期

〒370-0006 高崎市問屋町4-8-8

申込期間

9/15
（日）～9/29
（日）
コース

夜間コース 19:00~20:30

・初心者A
（泳力10m未満）

定員

プール入場料が毎回別途
大人410円／1回必要となります。

・初心者B（泳力25m未満）

定員

・中級者（泳力25m以上）

定員

申し込み期間内に、往復はがぎに教室名、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、右のあて先までお申し込みください。

15人

15人

15人

ソフト
有酸素運動

あて先・問い合わせ先

浜川プール
〒 370-0081 高崎市浜川町1575-1
TEL.027-344-5511

英会話

●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。
●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。

たのしくエアロ
時

間

9月3日・10日（各火曜日）
13:30～14:30

はじめてのヨガ
日

程

時

間

9月5日・12日・19日・26日（各木曜日）

13:30～14:30

※上記の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。

くらぶちこども天文台で星を見よう！
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車いすの人も観察しやすくなっています。
開館
時間

内容

音楽にあわせて、無理なく楽しく体を動
かしてみましょう。ストレッチポール、 毎週火曜日
（6回）
ボールエクササイズも取り入れます。
〈準備するもの〉
トレーニングウエア、室内用運動靴、
汗拭きタオル
発音・アクセント・イントネーションのク
リニックをいたします。初級者英会話で
す。 ※講師は日本の方です
〈準備するもの〉
筆記用具

初級・中級
卓球

10/1～11/12

受講料

30人 1,500円

14:00～15:30

毎週火曜日（6回）
10/1～11/12

28人 1,500円

毎週水曜日（6回）
10/2～11/6

〈準備するもの〉
筆記用具

28人 1,500円

18:30～20:30

各種基本技術の習得、フットワーク、ドラ
イブ、サーブレシーブ、サーブからの3球 毎週木曜日
（6回）
目攻撃等、試合で使う技術を指導します。
〈準備するもの〉
トレーニグウエア、室内用運動靴、
汗拭きタオル、ラケット

シアターカフェ＆レストラン

定員

18:30～20:30

※講師は韓国の方です

10/3～11/7

20人 1,500円

18:30～20:30

高崎芸術劇場1F

TEL.027-328-2019

「高崎芸術劇場」の第４のシアターとして
笑顔あふれるおもてなしでお迎えいたします

9/1（日）～10/31（木）
19:00～21:30（受付は閉館の30分前まで）

曇天・雨天中止：フェイスブックで確認できます

●シアターカフェ
営業時間／10:00～21:00
（L.O.）
軽食・デザート・ドリンクなどを
気軽にお召し上がりいただけます。
●シアターレストラン
営業時間／11:30～14:30
（L.O.）
17:00～20:30
（L.O.）
ゆったりと落ち着いた雰囲気の中で
ランチやディナーをご堪能いただけます。

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
TEL.027-386-6837

08

027-361-0098

開講日程

読み書きの基礎を学びます。

韓国語講座

トレーニングルーム
程

話

市内に在住か在勤、在学の高校生以上の人を対象に、下記の教室を開催します。

教室名

1,500円（全8回）

申込方法（消印有効）

日

電

先着順で定員になりしだい締め切ります。

11/1～12/20（金曜日）

間

参加料

所

申し込みは、9月21日（土）午前9時30分から受講料を添えてサンライフ高崎へ。

スポーツ教室
第4期 夜間水泳教室

住

サンライフ高崎の教室

発行：高崎市・（公財）高崎財団 高崎芸術劇場部

〒 370-0841 群馬県高崎市栄町 9-1

TEL.027-321-7300（代表）

