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1,500 円

年

U-25（公演当日25歳以下） B席

水・祝

3,000 円

日

B席

月

4,000 円

分開演

A席

時

高崎芸術劇場 大劇場

管弦楽

ヴァイオリン

***

高崎芸術劇場

指揮

ソプラノ

**

5,000 円

大友直人・群馬交響楽団

トロンボーン

*

S席

中川英二郎・森 麻季・辻 彩奈

【曲目】
J.シュトラウス2世／こうもり序曲
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン***
プッチーニ／歌劇
「ラ・ボエーム」
より 私が街を歩けば **
モンティ／チャールダッシュ*
J.ウィリアムズ／
「スターウォーズ」
より
王座の間とエンドタイトル ほか

一般

12
2019

完売御礼

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

高崎財団 12・1月ピックアップ公演

ヴァイオリン・オン・エアリアル

エアリアル・デュオ

ジャグリング

シルホイール

サーカスとシンフォニーが融合した
新しい芸術の世界に酔いしれる！

シルク・ドゥラ・シンフォニー
2020/1/7（火）18:30開演（18:00開場）
今や、サーカス＝曲芸の枠を越え、一大舞台芸術

料金

行う世界唯一のパフォーマンスグループです。

として世界的に認められている「現代サーカス」。

東欧有数のプロオーケストラにより奏でられるお

舞台に登場するのは、専門の教育機関で学んだサー

馴染の名曲をバックに、当大劇場が誇る国内有数の

カスアーティストだけでなく、トップアスリートや

舞台面をフルに活用したダイナミックかつ華麗なる

ダンサーも居並び、新しい視覚効果や音楽とも融合

芸術的スペクタクル。オリンピックイヤーでもある

し、常に新しい表現を取り込んでいます。

2020 年。高鳴る新年のムードを一層、かきたてて

2006 年にアメリカで設立された『シルク・ドゥ

くれることでしょう。

スを」コンセプトに、フルオーケストラとの共演を

ぞ、ご期待ください。

ラ・シンフォニー』は、
「コンサートホールにサーカ

息をのむ迫力。ハラハラドキドキの舞台にどう

全席指定 SS席 12,000円 S席 9,500円
A席 8,000円 B席 6,000円

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団
（指揮：ニコライ・ジャジューラ）
シルク・ドゥラ・シンフォニー
（総合芸術監督：アレクサンダー・ストレルソフ）
曲目 白鳥の湖
（チャイコフスキー）／ワルキューレの騎
行（ワグナー）
／チャルダッシュ
（モンティ）
／四季
（ヴィヴァルディ）
／剣の舞（ハチャトゥリアン）
／
カルメン組曲（ビゼー）／仮面舞踏会（ハチャトゥ
リアン）／美しく青きドナウ（シュトラウス）／結
婚行進曲（メンデルスゾーン）ほか
出演

高崎芸術劇場が贈る2020年の幕開け
豪華アーティストがここに集結！！
第30回 高崎元旦コンサート2020

2020/1/1（水・祝）13:30開演（12:45開場）完売御礼
高崎芸術劇場で初の群馬交響楽団恒例、元旦コン

サートは第 30 回目の節目でもあります。指揮は当

劇場特別顧問の大友直人が初登場。出演者もバラ

©Rowland Kirishima

中川英二郎

想曲」と「ツィゴイネルワイゼン」。森麻季は歌劇
「ジャンニ・スキッキ」より “ 私のお父さん ”、
「ラ・

エティに富み、トロンボーン界を席巻するモンス

ボエーム」より “ 私が街を歩けば ” を歌い上げ、ト

ター・中川英二郎と日本のディーバ、ソプラノの森

ロンボーン・中川英二郎は超絶技巧でモンティの

麻季。次世代のクラシック音楽界を牽引する逸材、

「チャルダッシュ」を、甘い響きで「スターダスト」
を演奏します。フィナーレは、ジョン・ウィリアム

ヴァイオリンの辻彩奈です。
演奏曲もニューイヤーに相応しい作品ばかり。
ヨハン・シュトラウスの「ワルツ・ポルカ」に始

ズの「スター・ウォーズ」からのナンバー。高崎芸

ローマ・イタリア管弦楽団 映画音楽名曲選
「ローマの休日」
「風と共に去りぬ」など名作には、

る映画音楽名曲選。今回は、ヨーロッパの映画音楽
のほか、アメリカの作品も追加。テレビのカラオケ

・客席 2,027席（1階席、
2階席、バルコニー席）
（車椅子5席を含む）

料金

全席指定 S席 6,500円

辻 彩奈

A席 5,000円

ローマ・イタリア管弦楽団

12/8（日）17:00開演

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

森 麻季

ローマ・イタリア管弦楽団
二コラ・マラスコ（指揮）
アントニオ・ペッレグリーノ
（コンサートマスター/ヴァイオリン）
宮本美季（ヴォーカル）
曲目 ローマの休日／ティファニーで朝食を／ライフ・
イズ・ビューティフル／「ゴッドファーザー」愛の
テーマ／「ニュー・シネマ・パラダイス」
愛のテーマ
／「風と共に去りぬ」
タラのテーマ／
「サウンド・オ
ブ・ミュージック」
メドレー ほか

美しい名曲がつきものです。歌とオーケストラで彩

宮本美季

©Warner Classics

出演

2020/1/12（日）14:00開演（13:15開場）

番組でおなじみの宮本美季も参加し、盛り上げます。

©Yuji Hori

術劇場で迎える新春を大いにお楽しみください。

青春時代に思いを馳せる美しい旋律の数々

02

大友直人

まり、辻彩奈のヴァイオリンによる「タイスの瞑

12/24（火）・25（水）
19:00開演

ディズニー・オン・クラシック まほうの夜の音楽界 2019
全席指定 S席 8,500円 A席 6,900円

完売御礼

布袋寅泰 HOTEI
全席指定 8,500円

完売御礼

GUITARHYTHM VI TOUR2019"REPRISE"

高崎財団 12・1月ピックアップ公演

ジャズ界のカリスマ、菊地成孔率いる
総勢11名のラテン・オーケストラ

「菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール」
高崎公演2020
2020/1/18（土）18:30開演（18:00開場）
25 歳でサキソフォニストとしてプロデビュー。

ヴォーカル、ピアノ、キーボードもこなし、常に東
きくちなるよし

京ジャズシーンを牽引してきた菊 地成孔。その活
動は映画、ファッション、食など幅広く、大学講
師として音楽史を教える顔も持つなど「全ての仕事

主催。そのうち「菊地成孔とペペ・トルメント・ア
スカラール」はアルバム『南米のエリザベス・テー
ラー』の世界観をライブで表現するために結成さ

れ、今年 15 周年。菊池のサックス、ヴォーカル、
コンダクツをはじめ、２パーカッション、ハープ、

をフォローするのは不可能」と言われるほど。数多

弦楽四重奏、ピアノ、ベース、バンドネオンで構成

のバンドへの参加、主催を経て、現在３バンドを

された世界でも類を見ない楽団です。

全席指定 5,000円

料金

U-25 2,500円

世界を駆けぬけるジャズピアニストが
女性トリオでおくる最新ライブ！！
《高崎音楽祭・振替公演》※この公演は延期になった2019年10月12日の公演の振替公演です。

山中千尋 エレクトリック・フィメール・トリオ
2020/1/26（日）16:00開演（15:30開場）

2011 年名門 Decca レーベルからアルバムをリリースし、ニューヨークを拠

チケット発売開始

点に世界で精力的に演奏活動を行う山中千尋が、アメリカ、イスラエル出身

《窓口》
web 一般《電話》

の女性ミュージシャン達と繰り広げるスリリングな一夜をお楽しみください。

11/29（金）
10:00〜

山中千尋（ピアノ・キーボード）

料金

山中千尋さんよりメッセージ

ジェニファー・レイサム
（ベース）

過日、天候のために延期となりました公演ですが、お客様、スタッフの皆様
に支えられて振替演奏できますことを感謝いたします。今回、バークリー音楽
大学からの友人であるドラマー、カレン・テパーバーグと、信頼するベーシス
ト、ジェニファー・レイサムと共演できることを大変嬉しく思います。素晴ら
しいプレイでオーディエンスを魅了してくれることでしょう。
たった一夜の特別なコンサート。皆様と楽しめますように準備しておりま
す。どうぞご期待ください。

カレン・テパーバーグ
（ドラムス）

歌の翼にのせて

原れい子の
新春シャンソン・ショー

2020/1/5（日）14:00開演（13:15開場）

全世界200人限定の
幻のライブを大スクリーンで！

【お問い合わせ】
高崎音楽祭事務局
TEL.027-322-9195

vol.
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ODS=Other Didital Stuff（Source）
映画館で上映される映画以外のコンテンツ

「坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async」

日本を代表するシャンソン歌手、芦野宏の薫陶を

受け、東京国際フォーラムや NHK ホールのパリ祭

出演などで活躍する原れい

監督｜スティーブン･ノムラ･シブル
『Ryuichi Sakamoto: CODA』
（2017年製作／アメリカ･日本／65分）

12/9（月）13:30開演（12:30開場）
・10（火）19:00開演（18:00開場）

全席自由

2,500円

坂本龍一がアルバム「async」をリリースした
2017 年、全世界で 200 人しか見ることができ

子が、生涯現役を謳う菅原

なかったニューヨークでの幻のライブを上映し

洋一とアコーディオン奏者

ます。

桑山哲也をゲストに迎え、

ライブコンセプトは「アンドレイ・タルコフ

新春にふさわしい華やかな

スキー監督（ソ連）の架空の映画音楽を書く」と

コンサートをお届けします。
料金

全席指定 5,000円

※2019年10月12日のチケッ
トをご購入された方は、お手
持ちのチケットでご入場いた
だけます。チケットを払い戻
しした場合は、振替公演には
ご入場いただけません。

いうもの。
「非同期的な音楽を作りたい」と、ピ

全席指定 4,000円（ワンドリンク付）

原れい子、和田典久（ピアノ）、小野照彦
（ベース）
佐藤直子（パーカッション）
ゲスト 菅原洋一、
桑山哲也（アコーディオン）
曲目 水に流して／バラ色の人生／ある古い歌の伝説／
雪が降る／ラストダンスは私に ほか
出演

無限の可能性を秘めた
フレキシブルな空間

アノやガラス板などを駆使し、感じるままに演
奏した渾身のパフォーマンスを完全収録。
「あま
りに好きすぎて、誰にも聴かせたくなかった」
と坂本自身が語るほどの楽曲を、最新のサラウ
ンドシステムで体感できる貴重な機会です。

・客席 389〜568席
（車椅子1席を含む）
・スタンディング時 約1,000人収容

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン ©KAB America Inc./SKMTDOC, LLC

12/7（土）18:00開演

Char Live Tour 2019
全席指定 7,800円

12/14（土）18:30開演

大西順子トリオ
全席指定 5,000円

Mustang Since 1964

完売御礼

U-25 2,500円

※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

03

高崎財団 12・1月ピックアップ公演

世界トップクラスのテクニックと表現力
盟友二人による至福のプログラム

エマニュエル・パユ（フルート）＆エリック・ル・サージュ（ピアノ）
12/1（日）14:00開演（13:30開場）

来年生誕 250 周年を迎えるベートーヴェンのヴァ

デビュー以来「フルートの貴公子」として世界的
に人気を集めてきたパユは、すでに “ 巨匠 ” といっ

イオリン・ソナタを中心に、ロシア、フランスのロ

てもいいほどのキャリアを築いてきました。長年ベ

マン派作品で送る今公演。パユのバラエティに富ん

ルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者とし

だ表現力とテクニック、その魅力をより際立たせる

て活躍し、後進指導のため一時離れますが 2002 年

©Hiro Isaka

©Jean-Baptiste Millot

エマニュエル・パユ

エリック・ル・サージュ

盟友との共演をご堪能ください。

に復帰。たぐいまれなる才能に加え、多面的な演奏

料金

スタイルと親和性でファンを魅了し続けています。
オケとの共演では、モーツァルトの協奏曲から現

曲目

代曲の初演までこなし、アンサンブルではレ・ヴァ
ン・フランセをはじめ、様々な仲間たちと来日。盟
友エリック・ル・サージュとは唯一無二のコンビと
して名録音を重ねています。

全席指定 6,000円
U-25 2,000円 完売御礼
音楽のある街高崎を象徴した
本格的音楽専用ホール

デュティユー／ソナチネ
ベートーヴェン／セレナードニ長調Op.41
ベートーヴェン／ソナタ ト長調
（原曲：ヴァイオリン・ソナタ第8番 ト長調 Op.30-3）
プロコフィエフ／フルート・ソナタ ニ長調Op.94

・客席 412席
（車椅子1席を含む）

12月 チケット発売情報
高崎芸術劇場 スタジオシアター

人形浄瑠璃

文楽

（金）13:30開演（13:00開場）／18:00開演（17:30開場）
2020年3/13

大阪の国立文楽劇場を拠点に上演する伝統芸能・人形浄瑠璃文楽を間近で味わえる貴重な機会です。
▼

チケット発売開始

料金
©青木信二

©青木信二

生写朝顔話宿屋

©滝澤めぐみ

ひらかな盛衰記逆櫓

日高川入相花王渡し場

web 12/6
（金） 一般《電話》12/12（木）《窓口》12/13（金）

全席指定 S席 4,000円 A席 3,000円 U-25 1,000円（A席）
昼夜通し券 S席 7,000円 A席 4,000円

演目

【昼の部】生写朝顔話
【夜の部】ひらかな盛衰記／日高川入相花王

《窓口取扱いチケット一覧》※下記プレイガイド 2 をご参照ください。
公演名

日時

結成55周年記念コンサート
ジャッキー吉川＆ブルーコメッツ

料金

2020/1/11（土）
18:00開演

会場

主催・お問い合わせ

全席指定 6,000円（当日6,500円）

高崎市文化会館

坂本エンターテイメント
TEL.027-252-5085

全席自由 2,800円（当日3,000円）

高崎芸術劇場
スタジオシアター

NPO法人 Ballet Noah
（バレエ ノア）
TEL.027-321-5221

高崎芸術劇場
音楽ホール

高経附OGOBコンサート実行委員会
naokitakagipiano@gmail.com

高崎芸術劇場
音楽ホール

日本ヒナステラ協会
japan.ginastera.association@gmail.com

TACT 第１回公演

2020/1/25（土）
14:00開演

高崎経済大学附属高校音楽系出身者による
ジョイントコンサート

2020/2/23（日）
14:00開演

高木直樹ピアノリサイタル
VIAJE DE GINASTERA

2020/3/15（日）
14:00開演

全席自由 一般 2,000円（当日2,500円）
学生 1,500円（当日2,000円）

加山雄三コンサートツアー2019-20
START

2020/3/15（日）
17:30開演

全席指定 8,000円

※3歳児以下は入場不可（4歳児以上はチケットが必要）です。

高崎芸術劇場
大劇場

ハンプトンジャパン
TEL.0120-131-213
（平日10:00〜18:00）

無伴奏ヴァイオリンの夕べ（8夜）
古橋綾子ヴァイオリンリサイタル

2020/3/26（木）
19:00開演

全席自由 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

高崎芸術劇場
音楽ホール

群馬交響楽団事務局
TEL.027-322-4316

※未就学児入場不可

全席自由 1,500円

※4才未満入場不可

プレイガイド

web先行 受付開始日の10:00～ 24時間受付

一般発売

■高崎芸術劇場メンバーズ限定

※年末年始のため、12/29(日)～1/3(金）
はお休みです。
※高崎芸術劇場は、1/1（水）のみ11:00～17:00まで営業いたします。

1 電話予約（一般発売日の10:00〜）
■高崎芸術劇場チケットセンター TEL 027-321-3900（10:00～18:00）無休

高崎芸術劇場メンバーズ登録受付中

2 窓口受付（電話予約開始日の翌日10：00〜受付開始）

年会費 無料 より早く、
便利にチケットが購入できる!

■高崎芸術劇場〈2Fチケットカウンター〉
（10:00～18:00）無休
■群馬音楽センター・高崎市文化会館 月休 （8:30～17:15）

各種プレイガイド

■高崎シティギャラリー 無休 （8:30～17:15）

■チケットぴあ／ローソンチケット／e+（イープラス）

■箕郷文化会館・新町文化ホール・榛名文化会館エコール・吉井文化会館 月・火休 （8:30～17:15）
■高崎市倉渕支所
〈地域振興課〉
・高崎市群馬支所〈地域振興課〉土・日・祝休 （8:30～17:15）

※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。

前橋市Presents

舞台芸術祭2019-20

87歳の巨匠が新たな伝説を生む！45年に及ぶモスクワ放送響時代からの信頼

ウラディーミル・フェドセーエフ指揮

チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ

（旧モスクワ放送交響楽団）

2020年3/23 🈷

©Roman Goncharov

19:00 開演 大ホール

ラフマニノフ：ヴォカリーズ

作品18

チャイコフスキー：交響曲第６番ロ短調
『悲愴』作品74
ピアノ：
小山実稚恵

©ND CHOW

［料金］ 11月23日（土）発売開始
S席 10,000円 A席 8,000円 B席 6,000円
C席 5,000円 D席 4,000円 E席 3,000円
ペア券 S席 18,000円 A席 14,000円
B席 10,000円 C席 8,000円 D席 6,000円
U25 3,000円
（対象 B,C,D,E席）

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

04

作品34-14

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番ハ短調

ミュージアム／シネマ

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10:00〜17:00
（入館は16:30まで）
休 館 日 12/9（月）
・16（月）
・23（月）、12/28（土）〜1/4（土）

12.7 -2020.1.19
土

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

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）

休 館 日

12/2（月）
・9（月）
・16（月）
・23（月）、12/28（土）〜1/4（土）

トップランナーⅢ −坂本幸重・井田昌明・若山卓・須藤和之−
企画展「トップランナー」は、現代日本画界
の最前線で活躍する作家を紹介するシリーズで

第 2 次世界大戦後、世界のアートシーンの中心はパ

す。第三弾となる今回は群馬県ゆかりの日本画

リからニューヨークへと移りました。アメリカの現代

家を紹介します。会員として日展を牽引する坂

美術を世に知らしめた抽象表現主義、全世界を席巻し

本幸重は緻密な筆遣いで魚や新聞紙などの質感

たポップ・アートなど、多種多様な作品が生み出され

に迫り、井田昌明は文化財の保存修復で育んだ

ました。

技術により現代的なモチーフをモノトーンの世

本 展 は当 館コレ クションの中か らジャ ス パー ・

界に表現しています。若山卓は動物と共生する

ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグ、フラン

中で体感する逞しい生命力を描き出し、須藤和

ク・ステラ、アンディ・ウォーホル、ジョージ・シー

之は丹念な筆致で風の動きや自然の煌めきを表

ガルら 1960 年代〜80 年代のアメリカ美術を牽引した

わしています。

作家による版画作品と、1960 年代〜70 年代の渡米経

坂本幸重《鮭》2016年

研鑽を重ねて獲得した技術と、時代に呼応す

験を経てアメリカ現代美術の影響を受けつつも独自の

坂本幸重 須藤和之
出品作家が自作について語ります。
日時：12月15日
（日）14:00〜 ※申し込み不要

長と変革を続ける現代日本画界に確かな足跡を

ヨークを拠点にアメリカ現代美術作家として活躍する
佐藤正明、福井延光の作品を紹介します。

刻む 4 名の歩みをお楽しみください。

磯辺行久《マンハッタン》1968年

大高生80（50）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。

一般500（400）円

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

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

開館時間 10:00〜18:00
（入館は17:30まで）

開園時間 9:00〜16:30
（入園は16:00まで）

休 館 日 12/2（月）
・9（月）
・16（月）
・23（月）、12/28（土）〜1/4（土）

休 園 日 12/2（月）
・9（月）
・16（月）
・23（月）、12/28（土）〜1/4（土）

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
一般200（160）
円

祝

収蔵品展＜草木染の美・冬＞
日本の染色文化の歴史に沿って伝統の色彩を
紹介するとともに、お正月にあわせ吉祥文様や
おめでたい柄が描かれた染織品を展示します。
つつがきぞめ

写真は島根県出雲地方の伝統技法「筒 描染」

ひとけ

かまちは、人 気のない風景の中に静かに

の藍染風呂敷です。筒描とは、筒状の袋に入れ

立ち並ぶ木を描いた印象深い作品を残して

た防染糊を絞り出して布の上に図柄を描いたの

います。この絵では画面中央に 5 本の木が

ちに、藍で染める技法。出雲地方では江戸時代

並び、空には薄紅色の雲がたなびいていま

から藍染が盛んに行われ、婚礼や出産の際には

す。木々は、両親、弟、妹との 5 人家族で

家紋や吉祥文様を染め抜いた祝い風呂敷などを

あった山田家の人々を象徴しているとも言

用意する風習がありました。この風呂敷は、高

われています。かまちが中学生の時、一緒
した。描かれた木々は、大きな愛で包んで
くれた祖母のいない中、残された家族の寄

≪五本の木≫水彩・紙

てはいけない / でもそれが感動に満ちていたら / それはいいことかもしれない。」
（1975 年 11 月
23 日の詩）。かまちにとって木は、泣きたいときにそっと側にいてくれる人やものを表してい
るようにも感じられます。

世界最大級のゴッホ作品の個人収集家
その目を通してゴッホを描くドキュメンタリー

『ゴッホとヘレーネの森

12/14 土 〜27 金 2週間上映
クレラー=ミュラー美術館の至宝

』

まだ無名に近かったファン・ゴッホの作品と出会い、個人収集家としては最大規
模の 300 点を収集したヘレーネ・クレラー= ミュラー

＊入館料の（ ）内は20名以上の団体割引 ※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。

ナンテン

門松作り 南天 (メギ科ナンテン属 )
初夏に白い花をつける南
天は、秋から冬にかけて
熟す赤い実が目を惹きま
す。「門松を作ろう」や「干
支のまゆ人形を作ろう」
には欠かせない材料です。

インド大映画祭（IDE）

12/14 土 〜28 土

※12/17 火・21 土・24 火 休映

日本未公開の珠玉のインド映画をまとめ
てご紹介！今回は南インドで製作された作
品を集めました。近年日本での公開作品が
を多彩な作品でお届けいたします。

界二番目の規模のゴッホ・コレクションを有する。本
作は、ゴッホ研究の第一人者マルコ・ゴルディンが監
修。修行時代の素描から自殺の直前まで、ゴッホの変
化し続けた作風を波乱の人生と重ね合わせ解説する。

学生1,400円

長田 茂伸／作

増え、注目を集めているインド映画の魅力

が設立した美術館。オランダのゴッホ美術館に次ぐ世

当日一般1,800円

市章入鶴亀松竹梅

園内の花情報

一般100（80）円 大高生80（50）円
休 館 12/2（月）、
・4（水）※展示替えのため
12/3（火）
12/9（月）
・16（月）
・23（月）、12/28（土）〜1/4（土）
開館時間 9:00〜16:30
（入館は16:00まで）
入館料

り添いあう姿のようにも見えます。
「傷ついた時に そそり立つなめらかな木の下で / 泣いてい

監督：ジョヴァンニ・ピスカーリア
（2018年／イタリア／1時間30分）

四巾風呂敷

崎の市章を染め抜いたものです。

に暮らしていた大好きな祖母が亡くなりま

料金

入 園 料 無料

会場：染色工芸館

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〉

12. 5 -2020.2 .11
金

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

個人蔵

アーティストトーク

る感性により現代を生きる作品を生み出し、成

世界を構築した岡本健彦、磯辺行久、現在もニュー

一般100
（80）
円

所

開催中-2020.1.13 祝

日

60s→80s シックスティーズ トゥ エイティーズ
ぼくらのアメリカン・ストーリー

観覧料

住

＜オリーブを摘む人々＞1889年

シニア
（60歳以上）1,100円

高校生以下1,000円

シネマテークたかさき
〒370-0831 高崎市あら町202
TEL.027-325-1744

【上映予定作品】
『ヴィクラムとヴェーダー』
／
『24』
／
『バーガマティ-Baagamathi』
／
『百発
百中-Ghilli』
／
『Lingaa リンガー』
／
『セードゥ
-Sethu』
／
『眠り-Nidra』
料金

『百発百中-Ghilli』

当日券のみ1,000円（1作品） 高崎電気館窓口にて販売

〒370-0815 高崎市柳川町31
TEL.027-395-0483 休館日／12/29
（日）〜1/3（金）
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イベント・カレンダー
催し物
12月
1 日 スキー＆スノーボード映画の夕べ

開演 終演

施設名

14:30 16:30

高崎市文化会館

料金

問い合わせ先

500円

高崎市スキー連盟 TEL.050-7114-6121

高崎芸術劇場
（大劇場）

全席指定 8,500円

SOGO TOKYO TEL.03-3405-9999

18:30 21:00

高崎シティギャラリー

全席指定 4,000円

(有)オフィスシミズ TEL.090-3146-8973

18:30 21:15

高崎シティギャラリー

全席指定 一般4,000円

学生 1,000円

狂言を観る会 TEL.027-323-7417

19:00 21:00

高崎芸術劇場

全席自由 一般3,000円

小学生以下 1,500円

オペラプレミアシートクラブ事務局
TEL.027-320-6380

第41回 認定こども園東部文化幼稚園

10:00 14:00

群馬音楽センター

新作発表会「夢うつつ恋物語」

14:00 16:00

高崎シティギャラリー

13:00 15:30

高崎市文化会館

10:15 20:30

高崎芸術劇場

14:00 16:00

群馬音楽センター

9:30 21:00

3 火 BUCK-TICK THE DAY IN QUESTION 2019

18:30

3 火 第97回葡萄屋寄席 立川談笑 柳家三三
6 金 第44回狂言を観る会

7 土 山田由紀子ソプラノリサイタル Eternamente〜永遠に〜
7 土 お遊戯・器楽合奏発表会

7 土 〜今も昔も変わらぬロマンス〜
7 土 明徳幼稚園お遊戯会

8 日 ピティナ・ピアノステップ高崎東地区
8 日 第47回高崎市民吹奏楽団定期演奏会

（音楽ホール）

無料

認定こども園東部文化幼稚園
TEL.027-361-0740

全席自由 1,500円

ALEX音楽企画 TEL.080-5463-5563

無料

明徳幼稚園 TEL.027-322-6370

無料

ピティナたかさきechoステーション
TEL.027-321-2519

全席自由 500円

高崎市民吹奏楽団 TEL.090-8511-8108

高崎市文化会館

無料

北関東ピアノコンクール実行委員会
TEL.027-363-6280

13:30 16:00

高崎シティギャラリー

無料

羽鳥祐子 TEL.027-327-3361

14:00 16:30

箕郷文化会館

1,000円

群馬県隊友会 TEL.0274-43-0504

9:15 11:30

榛名文化会館

無料

8 日 第20回北関東ピアノコンクール本選
8 日 ピアノ発表会
8 日 2019隊友愛のチャリティー
8 日 さわらび幼稚園

ー

（音楽ホール）

さわらび幼稚園 TEL.027-374-2036
（国研）量子科学技術研究開発機構
TEL.027-346-9640
（国研）量子科学技術研究開発機構
TEL.027-346-9640

10 火 QST高崎サイエンスフェスタ2019

10:30 17:45

高崎シティギャラリー

無料

11 水 QST高崎サイエンスフェスタ2019

9:30 16:35

高崎シティギャラリー

無料

10:30 14:00

高崎市文化会館

無料

高崎商科大学佐藤幼稚園 TEL.027-323-9512

15:30 16:30

高崎シティギャラリー

無料

NHK「わたしの尾瀬」実行委員会
TEL.027-220-4431

14 土 〜2台ピアノで彩る冬のひととき〜

14:00 16:00

高崎芸術劇場

14 土 第52回高崎経済大学マンドリンクラブ定期演奏会

14:00 16:00

群馬音楽センター

無料

14 土 高崎経済大学ギタークラブ 第55回定期演奏会

13:30 16:30

高崎シティギャラリー

無料

14 土 第57回高崎市PTA連合会研究大会

13:00 16:00

高崎市文化会館

世界で活躍するオペラ歌手

14:30 16:00

高崎芸術劇場

キャロル・ダイアンと100人で歌う

16:00 18:00

13 金 高崎商科大学佐藤幼稚園 お遊戯会

13 金 第24回NHK「わたしの尾瀬」フォトコンテスト公開フォーラム
第12回音楽の小径

15 日 島村武男と澤田まゆみによるGALACONCERT
15 日 クリスマス・ゴスペルコンサート
15 日 第38回こだまミュージックフェスティバル
15 日 群馬音楽藝術学院ウインドオーケストラ 第29回定期演奏会
15 日 第14回ステップアップコンサート
15 日 箕郷うたごえ広場

PICK UP!

（音楽ホール）

高崎芸術劇場

（スタジオシアター）

13:00 16:00

群馬音楽センター

13:30 15:00

高崎市文化会館

13:00 15:00

高崎シティギャラリー

14:00

16 🈷 新島学園弦楽団 クリスマスコンサート

（音楽ホール）

ー

箕郷文化会館

全席自由 大人 2,000円

学生 1,000円

高崎経済大学マンドリンクラブ
TEL.080-2597-7576
高崎経済大学ギタークラブ
TEL.070-1260-9878

無料

（ＱＲコードからお申し込みください）

小学生 1,500円

※いずれも当日販売のみ

GWFC事務局 TEL.080-3479-7545
こだま幼稚園 TEL.027-326-3055

無料
大人 1,300円

高崎市PTA連合会 TEL.027-321-1295
葉山一色亭 TEL.027-323-6178

全席自由 3,000円
一般 3,000円

こみち

音楽の小径 TEL.080-6786-5458

高校生以下 600円

(一財)群馬音楽藝術学院 TEL.027-251-0357

無料

ピアノ指導研究会 TEL.027-327-7763

全席自由 500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

高崎市 TEL.027-371-7211

18:00 19:30

高崎シティギャラリー

無料

アプラウスミュージック TEL.027-395-7007

令和元年度高崎市立高崎経済大学附属高等学校
20 金 芸術コース音楽系（2学年）校外演奏会

17:30 20:00

高崎シティギャラリー

無料

高崎市立高崎経済大学附属高等学校
TEL.027-344-1230

20 金 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部第62回定期演奏会

18:00 21:00

群馬音楽センター

21 土 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部第62回定期演奏会

18:00 21:00

群馬音楽センター

21 土 高崎第九合唱団 第46回演奏会

18:30 21:00

21 土 第48回上毛写真コンテスト表彰式

高崎芸術劇場
（大劇場）

13:00 14:30

高崎シティギャラリー

22 日 野崎由美ソプラノリサイタル＆クリスマスコンサート2019

14:00 16:00

高崎芸術劇場
（音楽ホール）

22 日 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部第62回定期演奏会

10:00 11:00
13:00 16:00
18:00 21:00

群馬音楽センター

17:00 20:00

高崎市文化会館

13:00 16:00

高崎シティギャラリー

無料

群馬大学メサイア管弦楽団・合唱団
gunma.messiah@gmail.com

箕郷文化会館

無料

群馬県歌手協会 TEL.090-1110-4078（森将利）

高崎市文化会館

無料（入場券）

協和キリン株式会社 TEL.03-5205-7205

高崎市文化会館

無料

高崎市立倉賀野中学校 TEL.027-346-2308

高崎シティギャラリー

無料

高崎経済大学モダンジャズ研究会
modernjazz.tcue@gmail.com

PICK UP!

22 日 第19回育英短期大学 和太鼓部・ダンス部合同発表会

22 日 第47回群馬大学メサイア管弦楽団、合唱団定期演奏会

11:00 17:00
22 日 ゆく年・くる年・歌の祭典
16:00 17:30
25 水 日本フィルハーモニー交響楽団演奏会（弦楽四重奏）
26 木 3校合同ウィンターコンサート（倉賀野・片岡・高南中学校） 13:30 16:00

26 木 第2回高崎経済大学モダンジャズ研究会定期演奏会

16:00 19:00

指定席 2,500円 自由席 大人1,000円
高校生以下 500円
指定席 2,500円 自由席 大人1,000円
高校生以下 500円
指定席 S席 6,000円 A席 5,000円 B席 4,000円
自由席 C席 3,000円

東京農業大学第二高等学校 TEL.027-323-1483
東京農業大学第二高等学校 TEL.027-323-1483
NPO法人 高崎第九合唱団
TEL.080-2563-5611（9：00〜18：00）
上毛写真連盟 TEL.027-254-9955

無料
一般 3,500円 高校生以下 1,500円

（当日 一般 4,000円

高校生以下 2,000円）

ピアノプラザ群馬 TEL.027-363-1262

1回目のみ 全席自由 500円
2回目以降 指定席 2,500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 TEL.027-323-1483

一般 500円

育英短期大学 TEL.027-352-1981

中学生以下 300円

PICK UP!
12月21日
（土）18:30開演

高崎第九合唱団

12月15日（日）14:00開演

残り
僅か

第46回演奏会

箕郷うたごえ広場

高崎芸術劇場開館記念演奏会の「歓喜と感動のこけら落とし出演」
から三ヵ月。あの感動が再びやってきます。指揮は、昨年の群馬音
楽センターで行われた 45 周年記念演奏会のステージも記憶に新し
い飯森範親。群馬交響楽団と250名で歌い継ぐ「新たなステージ」を
ご期待ください。
大劇場に響き渡った高崎第九合唱団の「フロイデ」。
団長より

天から歓喜の歌声が降り注いだ充実感に溢れました。

あの感動に感謝を込めて、暮れの第九で再びの「歓喜」を！
NPO 法人高崎第九合唱団

06

団長

赤羽洋子

高崎芸術劇場（大劇場）
指定席 S席 6,000円 A席 5,000円
B席 4,000円
自由席 C席 3,000円
出演 飯森 範親
（指揮）、群馬交響楽団（管弦楽）
高崎第九合唱団（合唱）ほか
会場
料金

今回で11回目を迎える「うたごえ広場」
。歌う曲は、童謡、
ロシア民謡、歌謡曲など、懐かしの名曲ばかりです。バン
ドの生演奏に合わせて、み
んなで一緒になって歌うこ
とで得られる「心地よい一体
感」を感じながら、心も体も
リフレッシュしましょう！
箕郷文化会館
全席自由 500円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
出演 サロンなかのうたごえ会 ほか
会場
料金

アート／サイエンス

高崎シティギャラリー展示室
11月
28
木

29
金

12月

30

1

土

日

2

月

3

4

火

5

水

7

金

土

施 設 概 要
8

9

日

10

月

火

11
水

8:30〜17:15

展示室 7 室／ホール 324 席
12

第2展示室

町田譽曽彦絵画教室展

バードカービング展2019

18
水

25
水

上映時間

木

27
金

28

29

土

日

Team Six Zone TEL.090-7544-3152

ラジオ高崎 FM76.2 [ ギャラリートーク ]
〜展示情報をお届けしています〜

プログラム

14:00

「ルーヴル美術館Ⅱ」 人間へのまなざし ほか

※14日(土)、
15日（日）は
午後のみ上映

11:00

12:30

14:00

「ヴァチカン美術館」

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

冬休みアニメ 特別上映

『猫の事務所』、
『注文の多い料理店』ほか短編アニメ

読み聞かせと紙芝居を行います
対象

高崎市少年科学館

幼児〜小学校低学年

会場

2階アートインフォメーションルーム

入場料

開館時間

9:00〜17:00

住

所

休 館 日

12/2（月）
・9（月）
・16（月）
・23（月）
・29（日）〜31（火）

電

話

無料

◎毎週（土）9:15〜9:29／（日）再 10:30〜10:44
■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。
※ハイビジョンギャラリーは12/5（木）、12/12（木）、
12/19（木）は設備機器メンテナンスのため上映はあり
ません。また、12/29（ 日）〜1/3（ 金）は年末年始のため
休館となります。
※プログラム等は、都合により変更することがあります。

〒370-0065 高崎市末広町23-1
027-321-0323

12/29（日）〜1/3（金）は
年末年始のため休館です。

科学工作教室

プラネタリウム
観覧料

26

Team Six Zone 写真展

写友モーニング TEL.090-7287-0630

12:30

一般320円

団体260円（20名以上）

要申し込み

「誕生日星座ボックスを作ろう」
自分の誕生日星座が光るボックスを作る

■クリスマス特別番組

学習・団体（午前中） 14:00

11:00

13:30

14:45

15:30
16:00

日時

お知らせ
●12/7（土）はイベント準備
のため11:00、13:30の投映
のみ行います。

定員

12月7日（土）9:30〜12:00 対象 小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
20人 費用 500円（材料費） 締切 11月28日（木）

「クリスマスキャンドルを作ろう」
手作りのクリスマスキャンドルを作る

以下の方は無料（窓口で整理券をお渡しします。）
●小中学生以下、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の交付を受けた方および付き添いの方1名

日時
定員

対象 小・中学生
12月21日（土）9:30〜12:00
（小学３年生以下は保護者同伴）
20人 費用 500円（材料費） 締切 12月12日（木）

パソコン教室

クリスマス特別番組

クリスマスファンタジー2019

要申し込み

「年賀状づくり」

（冬の星座解説を含む約40分）
投映期間

火

斗南美術協会 TEL.027-252-1709

11:00

土・日・祝日
12/26〜28

24

絵画展

月・火・水・金
12月1日（日）
〜12月20日
（金） （1日3回）

火〜金

月

上毛写真連盟 TEL.027-254-9955

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

プラネタリウム投映時間

23

29

写友モーニング写真展

日本画府群馬支部展

12月14日（土）、15（日）11:00〜11:30

日

彩展

日本画府群馬支部 TEL.027-352-1524

ハイビジョンギャラリー上映番組

日時

22

土

高崎経済大学美術部 TEL.080-9386-1494

第6展示室

読み聞かせ・紙芝居

21

第48回上毛写真展

花倶楽部
TEL.027-323-5948

高崎経済大学美術部

ヤマダテルオ TEL.027-388-9253

12月21日
（土）〜12月28日
（土）
1月4日
（土）〜1月7日（火）

金

12

花倶楽部作品展
一人一人の
花物語り

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構
TEL.027-346-9640

土・日

20

木

高崎経済大学写真部 TEL.080-6932-3257

菊地惠子 TEL.0276-56-0314

（1日3回）

19

NHK「わたしの尾瀬」実行委員会
TEL.027-220-4431

QST高崎
サイエンスフェスタ2019

第5展示室

火

〒 370-0829 高崎市高松町 35-1
027-328-5050

高崎経済大学写真部学外写真展

高崎カルチャーセンター油絵・パステル教室
TEL.027-325-0589

第4展示室

17

月

第24回ＮＨＫ
「わたしの尾瀬」
写真展

高校美術工芸研究部会 TEL.0270-40-5005

菊地惠子展

16

高崎市小中学校図工美術主任会
岩平小学校 TEL.027-388-3215

高校美術・書道教員展

（株）四季彩社
TEL.03-5369-2521

日

話

日︵日︶〜2020年1月3日︵金︶は年末年始のため休館

金澤翔子 書・絵画・
版画 展示即売会

15

土

所

電

月

（株）上毛新聞社 TEL.027-254-9955

14

金

住

高崎市小・中学校美術展

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構
TEL.027-346-9640

第44回群馬県刻字展

第1展示室

13

木

QST高崎
サイエンスフェスタ2019

予備室

第3展示室

6

木

窓口受付時間

「筆まめ」を使って年賀状を作る
日時

（土）
投映中〜12月28日

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。
プラネ

定員

12月8日（日）9:30〜12:00 対象 小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
10人 費用 無料 締切 11月28日（木）

「カレンダーづくり」

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！

「筆まめ」を使ってオリジナル卓上カレンダーを作る
日時
定員

12月22日（日）9:30〜12:00 対象 小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
締切 12月12日
（木）
10人 費用 無料

〜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・学年・

「冬の天体を見よう」 参加費
日時：12月20日（金）19:00〜

無料

※事前の申し込みは不要です。

※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。

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。

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

締切日
必着

少年科学館まで。

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。

12/29（日）〜1/3（金）は年末年始のため休館です。
開館
時間

15:00〜21:30 月・火休
12月は18時以降が天体の見頃です。

天候はフェイスブックで確認できます。

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930

TEL.027-386-6837
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スポーツ

（土）
（日）
12月14日
・15日

第31回
全日本学生選手権大会

表現スポーツの美しさと完成度を追求し、チーム一丸となっ

た団体競技の魅力を感じられるチアリーディング。
大学生日本一を決める国内最高峰大会です。
主催：公益社団法人 日本チアリーディング協会
〒 370-0846 高崎市下和田町 4-1-18
TEL.027-329-5447
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

スポーツ教室のご案内

浜川プール

武道館
間

コース
参加料

〒 370-0081 高崎市浜川町 1575-1（浜川運動公園内）

話

027-344-5511

（祝日の場合は翌日が休館） 年末年始休館日
休 館 日 月曜
申込期間

1/21〜2/25（各火曜日）

対象

午前コース10:00〜11:30

定員

1,500円（計5回）

申込方法（消印有効）

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、右記のあて
先までお申し込みください。

12/1
（日）〜12/15（日）

12/29（日）〜1/3（金）

トレーニングルーム

市内の2歳以上の未就園児とその保護者

たのしくエアロ

20組

日

程

12月3日・10日・17日・24日（各火曜日）

時

間

はじめてのヨガ
日

あて先・問い合わせ先

浜川体育館
〒 370-0081 高崎市浜川町 1487

住

所

12月5日・12日・19日・26日（各木曜日）

時

間

13:30〜14:30

時

間

15:05〜15:55

ワンポイントアドバイス

※武道館で開催の教室は、浜川体育館へ申し込みください。

サンライフ高崎

程

13:30〜14:30

温水プール

TEL.027-344-1551

日

程

12月5日・12日・19日・26日
（各木曜日）

「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。

●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。

ご利用案内

所

電

開館時間 10:00〜21:00
（日曜・祝日は17:00まで）、
12/28（土）は17時まで

第3期親子仲良し運動教室
期

住

●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。

〒370-0006 高崎市問屋町4-8-8

電

話

027-361-0098

休館日

月曜

年末年始休館日

12/29（日）〜1/3
（金）

開館時間 9:00〜21:00
（日曜・祝日は17:00まで）、
12/28（土）は17時まで

【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） 【トレーニング室利用料金】6ヶ月利用／2,090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、当日の申し込みで利用できます。

高崎芸術劇場よりお知らせ
〈お問い合わせ〉高崎芸術劇場部 TEL.027-321-7300

施設見学会 vol.3

高崎芸術劇場

高崎芸術劇場

市民やアーティストの創造活動を応援！！

3つの舞台を間近で体験してみませんか？

《スタジオの貸し出しについて》

12/11（水）①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00

当劇場は、アコースティッ

大劇場やスタジオシアター、音楽ホー

ク音楽やダンス、演劇などの

ルを自由に見学いただけます。充実した

練習が可能なスタジオを 5 つ

音響設備や鑑賞環境を、ぜひ間近でご覧

備えています。広さは 23〜

ください。ご自分が見やすい、お気に入

41㎡で、お一人でもグルー

りの座席を探すのもおススメです。当日

プでも利用可能です。

はスタッフがお待ちしておりますのでお
解放感あふれるスタジオ（ロールスクリーンも閉められます）

申し込み
方法

●利用希望日の前月 1 日 10:30〜抽選を行い、それ以後は先着順で受け
付けます。
●抽選に参加される場合は、受付開始日の 10:00〜10:30 の間に 3 階劇
場オフィスへお越しください。
●空いている場合は当日 17:00 まで申し込みを受け付けます。
※詳しくは、高崎芸術劇場 HP をご覧ください。

気軽に質問など、お声がけください。

大劇場の様子

※当劇場には専用駐車場がございませんの
で、近隣駐車場をご利用ください。
※申し込みは不要です。時間内に直接ご来館
ください。当日は自由見学となります。
大劇場の舞台に上がることもできます！

Twitter ＆ Instagram 始めました！

シアターカフェ＆レストラン
プレシアターや待ち合わせに。感動を語り
合うひとときや、さまざまな記念日に。本格
料理を味わいながらゆっくりとお過ごしくだ
さい。

高崎芸術劇場の旬な情報をお届け中。ぜひフォローしてください！

高崎芸術劇場 1F TEL.027-328-2019 営業時間 10:00〜22:00／21:00（L.O.）
公式ホームページ開設しました！https://takasaki-theatre-cafe.jp

@tct20190920
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発行：高崎市・（公財）高崎財団 高崎芸術劇場部

@takasakicitytheatre

〒 370-0841 群馬県高崎市栄町 9-1

TEL.027-321-7300
（代表）

