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2020２/8（土）14:00開演
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高崎芸術劇場 大劇場 

【出演】 
パーヴォ・ヤルヴィ（指揮）

レティシア・モレノ*（ヴァイオリン）

 NHK交響楽団（管弦楽）

プロコフィエフ／

ヴァイオリン協奏曲第１番　ニ長調作品19*

【曲目】

ラフマニノフ／
交響曲第２番 ホ短調作品27

パーヴォ・ヤルヴィ
　　＆ NHK交響楽団

高崎公演

高崎芸術劇場開館記念

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
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高崎財団 1・2月ピックアップ公演

今や“世界最高峰のコンビネーション”との呼び
声高いパーヴォ・ヤルヴィとN響が劇場開館記念
演奏会にやってきます。プログラムは、直前2月の
サントリーホールと直後に控えるヨーロッパツアー
でも披露される勝負曲ともいえるでしょう。
ラフマニノフの交響曲第 2番といえば、ロマン
ティックで息の長い旋律が特徴的。日本のドラマや
CMでも使われ、馴染みのある方も多いはず。人肌
恋しい“恋の季節”にぴったりな、切なくも美しい
響きに酔いしれる演奏会になりそうです。
昨年6月N響定期の終演後、当劇場公演担当者が

楽屋でマエストロに拝謁した際、ご本人のポート
レートを大胆に配したデザインのチラシを直接お
渡ししたところ「“Great!”」と笑顔を返してくれたそ
う。「エネルギッシュかつ懐深い」お人柄に深く感じ
入ったようです。
さて、コンビ5シーズン目を迎
え、2022年8月までの契約延長も
決まったパーヴォ＆N響。充実
期を迎え、いよいよ理想的な関
係性を見せるサウンドに終始惹
き込まれることでしょう。

オーケストラの機能美を堪能できる名曲を披露!!
既成概念に捉われない音楽の構築性・作品解釈、今の時代を感じさせる演奏でファンを魅了̶パーヴォ・ヤルヴィ

 パーヴォ・ヤルヴィ＆NHK交響楽団
 高崎芸術劇場開館記念　世界に誇る最強コンビ登場!!

日本指揮者界の重鎮、飯守泰次郎氏の指揮でブ
ラームスの代表的な作品2曲を取り上げます。
前半は、国際的にも活躍しているヴァイオリニス
ト竹澤恭子氏をソリストに迎え、《ヴァイオリン協
奏曲 ニ長調 作品77》を、そして後半には《交響曲 
第2番 ニ長調 作品73》をお楽しみいただきます。
ワーグナー作品を得意とする飯守マエストロです
が、ベートーヴェンやブラームスなどのドイツ音楽
の作品においても定評があり、この人気の高い2曲
は、彼の深い洞察力により引き出される表現とその
音作りが注目されます。
この定期演奏会の前日には、同プログラムで第

頭上を舞うエアリアル、ピエロが魅せるジャグリ
ング、究極の柔軟性の美を表現するコントーショ
ン、怪力男達のバランシング・アクトなど、数々の
パフォーマンスの連続。本場ヨーロッパでサーカス
は「アート」、パフォーマーは「芸術家」として認め
られています。クラシックの名曲と共にお送りする
大スペクタクルの2時間をお見逃しなく！

48回東毛定期演奏会が太田市民会館にて行われま
す。同会館と高崎芸術劇場の響きを聴き比べてみる
のも面白いかもしれません。
管弦楽作品を代表する名曲を揃えての演奏会。ブ
ラームスの世界をたっぷりご堪能ください。

夢の共演！ サーカス×オーケストラ

群馬交響楽団プレイガイド
1.群響事務局　TEL.027-322-4944（平日10:00～18:00）
2.群響オンラインチケットサービス（群響HP）
3.高崎市施設プレイガイド（P4 1 2 参照）
4.チケットぴあ TEL.0570-02-9999

シルク・ドゥラ・シンフォニー

飯守泰次郎

　©武藤章

竹澤恭子

　©松永学

▼

パリ管弦楽団音楽監督、ド
イツ・カンマーフィル芸術監
督などを歴任、ベルリン・フィ
ル、ウィーン・フィルとも共演
を重ね、2015年からN響の首
席指揮者を務める世界的指揮
者パーヴォ・ヤルヴィ

▼

レティシア・モレノ
（ヴァイオリン）

エアリアル・デュオ ジャグリング

出演 パーヴォ・ヤルヴィ（指揮）
　　　レティシア・モレノ（ヴァイオリン）＊
　　　NHK交響楽団（管弦楽）
曲目 プロコフィエフ／
　　　ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調 作品19＊
　　　ラフマニノフ／
　　　交響曲第2番 ホ短調 作品27

料金 全席指定 S席 8,000円
　　  A席 6,000円　 B席 4,000円
　　  U-25 2,000円（B席） B席完売御礼

曲目 ブラームス／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
　　　ブラームス／交響曲 第2番 ニ長調 作品73

料金 全席指定 SS席 6,500円
　　  S席 5,500円　A席 5,000円
　　  B席 4,000円　C席 3,000円

SS席完売御礼

2/8（土）14:00開演（13:15開場）

1/7（火）18:30開演（18:00開場）

巨匠・飯守による珠玉のブラームス
群馬交響楽団 第554回定期演奏会
1/26（日）15:00開演（14:15開場）

出演 キエフ国立フィルハーモニー交響楽団
　　　シルク・ドゥラ・シンフォニー
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） ほか 

料金 全席指定 SS席 12,000円　S席 9,500円
　　  A席 8,000円　B席 6,000円 B席残席僅少

　©Omar Ayyashi

　©Julia Baier
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高崎財団 1・2月ピックアップ公演

祝言にふさわしい演目で幕開け！

個性派俳優陣による抱腹絶倒のコメディ

日本が世界に誇るジャズギタリスト！

高崎芸術劇場　能舞台 披露公演

演劇公演「男の純情」

渡辺香津美ジャズ回帰トリオ

2/15（土）14:00開演（13:15開場）

2/25（火）14:00開演（13:30開場）

2/29（土）18:30開演（18:00開場）

屋根付の本格能舞台がいよいよ登場、祝言にふさ
わしい演目でお披露目となります。
「能にして能にあらず」と言われる「翁

おきな
」は“神聖

な儀式”であり、「翁」を勤める役者は上演前、精進
生活を送り、心身を整えて舞台に臨むという別格の
一曲です。演者は神であり、観客は神事の目撃者
という独特の緊張感が広がります。観世流26世家
元、観世清和と三郎太の父子共演です。狂言「二人
袴」は婿入りの日、貧しい親子が一着の長袴を縦に
切って履き、舞を舞うというもの。野村萬斎、裕基

舞台はとある女性宅の一室。鉢合わせした三人
の”恋するオジサン”によって展開される物語はド
タバタ劇でありながら、時にほろりとさせられるス
トーリー。男として「もうひと花咲かせたいと思う
一方、もはやこれまで、そろそろ老後が心配…」と
人生の岐路に立つ50代男性が、愛しの女性を巡っ
て攻防戦を繰り広げます。

「ジャズ回帰トリオ」は渡辺香津美が自身のルー
ツ、ジャズを新たに見つめ直すとともにジャズ・
フュージョンのアイコンとも言える自らの代表曲
を、旬なミュージシャンとともに繰り広げる人気の
プロジェクトです。2019年に結成10周年を迎え、
日本でもジャズフェスをはじめ各地で聴衆を沸かせ

の同じくこちらの父子共演にも注目です。
「石
しゃっきょう
橋」は、歌舞伎でお馴染み“連獅子”のルーツ

でもある紅白の獅子による勇壮な舞が見どころ。高
崎出身の下平克宏と大槻崇充が獅子を演じます。

さて、オジサンたちの行く末は？
2018年紀伊国屋ホールでの上演で話題を呼んだ
傑作コメディが当劇場にやってきます。客席数400
人弱の空間は、どの席からも間近に感じられる小劇
場のような雰囲気。平日午後のゆったりとした時間
に、名俳優らによる演技を観劇できる贅沢なひとと
きを、当劇場スタジオシアターが実現します。

ています。その速いテンポで繰り出される魅惑のア
ドリブと旋律、演奏技術を緻密に組み合わせた〈カ
ズミサウンド〉。常に最先端をゆく規格外のプレイ
で聴き手を圧倒する渡辺香津美にご期待ください。

宇梶剛士 山崎銀之丞 朝倉伸二

観世三郎太観世清和 野村萬斎 下平克宏

渡辺香津美
（ギター）

井上陽介
（ベース）

則竹裕之
（ドラムス）

03vol.
ODS=Other Didital Stuff（Source）
ODSとは非映画デジタルコンテンツの略称です。ODSシアターでは
バレエや演劇、コンサートなどのコンテンツを上映いたします。

演目 能「翁」（観世流）／観世清和（翁）、野村萬斎（三番叟）
　　　狂言「二人袴」（和泉流）／野村萬斎
　　　能「石橋」（観世流）／下平克宏 ほか

料金 全席指定 S席 10,000円　A席 8,000円
　　  B席 6,000円

料金 全席指定 5,000円　U-25 2,500円

　©LesPros entertainment.Co.,Ltd.

作・演出 水谷龍二

料金  S席 4,000円
　　  A席 3,000円　U-25 1,000円（A席）

S席完売御礼

　写真提供：観世宗家

日時：1/18（土）18:30開演（18:00開場） 
料金：全席指定 5,000円　U-25 2,500円

我々は最低でもグランハープ１台、グランドピアノ１台、
パーカッション二人、弦楽四重奏団をひとつ動かさないとツ
アーができません。いわゆる「箱」ががっちり固まっている高級
ジャズクラブさんしか公演先がなく、フェスや地方のホール公
演とも無縁のまま20年近く活動してきました。そんな中、高崎
市は唯一の公演先であり続けています。無限の包容力に満ちた
情熱的で知的な声援を、我々は一生忘れないでしょう。この度
再び、約束の地である高崎に伺うことができることとなり、そ
れは少女のように胸ときめき、老人のように懐かしく、青年の
ように興奮しています。 ̶ 菊 地 成 孔

美術とファッション、音楽の融合。
リュス100周年記念公演が映像で蘇るー
パリ・オペラ座『バレエ・リュス』

ロシア出身の芸術プロデューサー、セルゲイ・ディアギレフ
（1872-1929）が1909年にパリで旗揚げしたバレエ団「バレ
エ・リュス」。バレエダンサーだけでなく、20世紀を代表する多
くの作曲家や芸術家（ピカソ、マティス、コクトー、シャネル、
ローランサン、ブラックなど）も活躍し、バレエを超えて美術・
ファッション・音楽の世界に革新をもたらし、今日のモダンバ
レエの基礎を築きました。結成100周年記念にパリ・オペラ座
で開催された公演の模様を美しい映像と音響で再現します。

全席自由
一般 3,000円
U-25 2,500円

1/10（金） ・11（土） 両日13:30開演（12:30開場）

Fondation
©Sébastien Mathé

収録：2009年12月パリ・オペラ座　管弦楽：パリ・オペラ座管弦楽団
指揮：ヴェロ・パーン　出演：パリ・オペラ座バレエ団　上映時間：108分

菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール
高崎公演2020

お詫びと訂正 12月号・3頁に掲載した2020年1月5日（日）「原れい子の新春シャンソン・ショー」の開演時間に誤りがございました。正しくは14:00開演（13:15開場）です。
お詫びして訂正いたします。
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プ レ イ ガ イ ド
高崎芸術劇場 スタジオシアター

■ 2/20（木） ① 13:30開演（12:30開場） 
　　　     　  ② 18:00開演（17:00開場） 
■ 2/21（金） 13:30開演（12:30開場） 

▼チケット発売開始

 web 一般《電話》《窓口》
1/10（金）10:00～

【ODSシアター】
松竹 シネマ歌舞伎『鷺

さぎむすめ

娘』同時上映 『日
ひだかがわいりあいざくら
高川入相花王』

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 

前橋市Presents　舞台芸術祭2019-20
ラフマニノフ：ヴォカリーズ 作品34-14
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番ハ短調　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

2020年3/23🈷
19:00 開演 大ホール

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）

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

©Roman Goncharov ©ND CHOW

［料金］
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）

チケット発売中

“精緻を極めた美しさ”と世界で絶賛
を浴びた伝説の舞台がスタジオシア
ターの大スクリーンによみがえります。

数々の神話に彩られた奇才が
412席の音楽ホールに放つ、新たな伝説。
イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ・リサイタル
2/7（金）19:00開演（18:30開場）

曲目 J.S.バッハ／イギリス組曲第3番 ト短調BWV808
　　　ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第11番 変ロ長調 作品22
　　　ショパン／舟歌 作品60
　　　　　　　　前奏曲嬰 ハ短調 作品45
　　　ラヴェル／夜のガスパール

料金 全席指定 10,000円
　　  U-25 3,000円

　写真：福田尚武

1月 チケット発売情報 

残席僅少

全席自由 1,100円料金

坂東玉三郎 ほか出演

公演名 日時 料金 会場 お問い合わせ

高崎演奏家協会 第39回定期演奏会  2/2（日）

14:00開演
自由席 一般 2,000円　高校生以下 500円
※未就学児入場不可

高崎芸術劇場
音楽ホール

高崎演奏家協会
TEL.090-5393-1363 

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

 2/24（月・祝）

14:00開演
全席自由 1,500円 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

高木直樹ピアノリサイタル
VIAJE  DE GINASTERA

 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） ※4才未満の入場不可

高崎芸術劇場
音楽ホール

高木直樹ピアノリサイタル実行委員会
japan.ginastera.association@gmail.com

加山雄三コンサートツアー2019-20
START

 3/15（日）

17:30開演
全席指定 8,000円 
※3歳以下は入場不可（4歳以上チケット必要）

高崎芸術劇場
大劇場

ハンプトンジャパン（株）
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

 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

《窓口取扱いチケット一覧》※上記プレイガイド 2 をご参照ください。

2019年7月、21年ぶりのニューアルバムをリリー
スし、話題を呼んだポゴレリッチが来日します。日
本ツアーの初日は高崎でスタート。大阪のシンフォ
ニーホール、東京のサントリーホールといずれも
2000人規模のホールに対し、わずか412席という
高崎でのリサイタルはまさに異例中の「異例」なこ
と。「高崎芸術劇場のお客様に、ほかでは体感でき
ない贅沢な時間をお届けしたい」と公演担当者は話
します。
ポゴレリッチといえば、その独特の解釈で放つ重
厚で個性的な音が特徴。「果たして音楽ホールの空
間が彼の強靭なタッチに耐えられるだろうか―」そ
んな一抹の不安を払拭できたのは、開館以降の著名
な音楽家たちによる公演で、その響きを確認できた

から。「ポゴレリッチの息づかいや表情まで感じら
れる、稀な機会になることでしょう」。プログラム
は、バッハ、ベートーヴェン、ショパン、ラヴェル
といった「時代・作曲家・曲目」と全てにおいてバ
ラエティに富み、“今のポゴレリッチの全貌”を知る
にふさわしい一夜になるに違いありません。

本格的な音の響
きが楽しめる音
楽専用ホール

（上映時間：61分）

一般発売

■高崎芸術劇場チケットセンター TEL 027-321-3900（10:00～18:00）無休

電話予約（一般発売日の10:00～）1

窓口受付（電話予約開始日の翌日10:00～受付開始）2
■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）
■高崎シティギャラリー 無休 （8:30～17:15）
■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）

■高崎芸術劇場メンバーズ限定
受付開始日の10:00～ 24時間受付web先行

高崎芸術劇場メンバーズ登録受付中
より早く、便利にチケットが購入できる!年会費 無料

各種プレイガイド

※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。
■チケットぴあ／ローソンチケット／e+（イープラス）

※チケット窓口は年末年始のため、12/29（日）～1/3（金）はお休みです。
※高崎芸術劇場は施設点検のため、1/27（月）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。
※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。
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「ニューヨークは私にとっては奇想天外な芸術新天地だった」─岡本健彦
1960年代のニューヨークは、ネオ・ダダやポップ・アートの台頭によって美術界の

中心的存在となり、多くの日本人作家たちも憧れを
抱いていました。1963年にアメリカへ渡った横須賀
市出身の画家・岡本健彦 (1934-2016)は「ニューヨー
クではすでに従来の芸術概念の枠を大きく越えて、
自由の空間に競演しているごとく見せる世界だった」
と、後のインタビューで語っています。本展覧会で
は、帰国後吉井町にアトリエを構え高崎ゆかりの作
家でもある岡本など60～70年代に渡米した日本人作
家作品もご紹介します。

開催中の「トップランナーⅢ」から、高崎を
描いた 1点をご紹介します。群馬銀行創立 80
周年を記念する作品の依頼を受け、須藤和之は
上毛三山と至仏山に季節を組み合わせた「群馬
の四季」を完成させました。四部作の最後が冬
の榛名山を描いた本作品で、榛名富士の手前に
大きく捉えた榛名湖の湖面は白く輝き、淡い虹
が彩りを添えます。冬の澄み切った空に雪が舞
いますが、冬を白い雪景色で表現するのではな
く、清澄な空気を主題とした構成が秀逸です。

「草木染の美・冬」では、日本の
染色文化の歴史に沿って伝統の色彩
の世界を紹介しています。
写真の《五

ごこくぶくろ
穀袋　小

こそでぎれ
袖裂》は、米

や雑穀を寺社に布施するために使わ
れた江戸時代のものです。刺繍や型
染で華やかな模様をほどこした小袖
の端

はぎれ
裂を縫い合わせており、富裕層

が使用したものと思われます。

須藤和之《雪煌めく榛名山》2013年
株式会社群馬銀行蔵

 ＜五穀袋＞

観覧料 一般200（160）円　 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。

　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。

常設展示

ミュージアム／シネマ

10:00～18:00（入館は17:30まで）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）開館時間

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5住 所

027-321-0077電 話

〒370-0841 高崎市栄町3-23
高崎タワー21 3・4階（入口4階）

住 所

027-330-3773電 話

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

〒370-0815 高崎市柳川町31
TEL.027-395-0483　

休 館 日

観覧料 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

＊（ ）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100（80）円　大高生80（50）円

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

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

開催中-2020.1.19 日

トップランナーⅢ －坂本幸重・井田昌明・若山卓・須藤和之－
開催中-2020.1.13 祝

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）

開館時間

9:00～16:30（入園は16:00まで）開園時間

〒370-0849 高崎市八島町110-27住 所

〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11住 所

027-324-6125　電 話

027-328-6808　電 話 無料入 園 料

休 館 日 12/28（土）～1/4（土）・6（月）・14（火） 休 館 日

休 園 日

岡本健彦《Untitled》
(1966年制作作品の再制作)　1999年

〈絵画解説〉
この作品では、かまちの好んだ画材の一つであるカラーペンが用いられています。4色使いの軽

やかな色調も魅力的ですが、独特の世界観に彼の精
神性が感じられる絵画です。画面中央では二人の人
物が体を寄せ合っており、周りをコードつきのマイ
クがぐるりと取り囲んでいます。この若々しい男女
と見える人物に、かまちの憧れであったジョン・レ
ノンとオノ・ヨーコの姿を重ねてみる人もいます。
金色の光やカラフルな刻印のようなものを体に
纏う二人の姿はどこか神々しく、かまちの純粋な
恋愛への賛美が表現されているようです。 ≪誓いの前に≫　ペン･紙

入館料 一般100（80）円　大高生80（50）円 
休 館 12/28（土）～1/4（土）・6（月）・14（火）・20（月）・27（月）
開館時間 9:00～16:30（入館は16:00まで）
＊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。　

収蔵品展＜草木染の美・冬＞
開催中-2020.2.11 祝

会場：染色工芸館

伝説的JAZZプレイヤー・チェット・ベイカーの
知られざる“最期の日々”を辿る

『マイ・フーリッシュ・ハート』

料金 当日一般1,800円　学生1,400円　シニア（60歳以上）1,100円　高校生以下1,000円

監督:ロルフ・ヴァン・アイク（2018年／オランダ／1時間27分）

1/11 土 ～24 金

2週間上映
寅さんとさくらの兄妹愛が薄幸のヒロインの人生に明

るい灯をともす第18作。マドンナは日本映画界を代表す
る名女優・京マチ子！もう1作品は、寅さんがお坊さんに
なってビックリ！という、最もスリリングかつ喜劇的な展
開となる第32作を上映。マドンナは寅さんが恋する住職
の娘を演じる竹下景子！ 希望と幸福感に満ちた二編をお
届け。初笑いは高崎電気館におまかせください！

©松竹料金 当日券1作品 1,000円 ※各回入替制　高崎電気館にて販売

『男はつらいよ』新年は 1/4 土 ～13 祝
【上映期間】

1988年 5月 13日、アムステルダム。伝
説的なトランペット奏者チェット・ベイ
カーが、宿泊先のホテル２階から転落死し
た。ルーカス刑事は真相を探るため、マ
ネージャー、ルームメイト、彼の最愛の女
性から話を聞く。そして、チェットの傷つ
いた心の闇に触れ捜査にのめり込んでいく。

施設名 開催中の展示 問い合わせ先・開館時間・休館日

多胡碑記念館

1/18（土）～2/9（日）
第23回多胡碑記念館 吉井こども書道展
吉井地域の小学校5、6年生及び中学校1、2年生対象の公募書道展 ※多胡碑の碑文の中から抜粋した漢字作品
観覧料：無料

住所：高崎市吉井町池1085　電話：027-387-4928
開館時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）
休館日：12/28（土）～1/4（土）・1/6（月）・14（火）・20（月）・27（月）、2/3（月）

●映画情報

12/28（土）～1/4（土）・6（月）・14（火）～24（金）・27（月）

12/28（土）～1/4（土）・6（月）・14（火）・20（月）・27（月） 12/28（土）～1/4（土）・6（月）・14（火）・20（月）・27（月）

山
サ ザ ン カ

茶花 (ツバキ科ツバキ属)

園内の花情報

「さざんか　さざんか　咲いた道～。」
咲く花が少なくな
る時期、冷えた空
気の中で凛と美し
く咲いています。

「暁斎×暁翠」
会期：1月25日（土）～3月22日（日）次回企画展

上映作品／『男はつらいよ　寅次郎純情詩集』（第18作）　
 　　　　　『男はつらいよ　口笛を吹く寅次郎』（第32作）

寅さん
！！
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イベント・カレンダー

1月 催し物 開演 終演 施設名 料金 問い合わせ先

5日 コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」 10:30 11:30 高崎芸術劇場
（音楽ホール） 全席自由 3,800円 （一社）みむみむの森 芸術文化振興グループ

TEL.070-6479-7294

5日 小さな音楽会 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 無料 阿形深雪 TEL.090-6709-9842

11土 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 18:00 20:15 高崎市文化会館 全席指定 6,000円（当日 6,500円） 坂本エンターテインメント TEL.027-252-5085

11土 音楽の輪コンサート 13:30 16:00 高崎シティギャラリー 全席自由 1,000円 （有）オアシスプランニング TEL.027-235-1611

12日 平野之織マンドリン リサイタル 14:00 15:45 高崎シティギャラリー 全席自由 一般 2,000円　学生 1,000円 平野之織 yukinori.hirano.wk@gmail.com

13 祝 第52回高崎工業高校吹奏楽部　定期演奏会 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 全席自由 300円 群馬県立高崎工業高等学校 TEL.027-323-5450

17金
第44回防衛問題セミナー
両毛と信越の守り
～空中機動力を有す陸上自衛隊第12旅団～

15:00 17:05 高崎シティギャラリー 入場無料（要事前申込） 防衛省北関東防衛局 企画部
地方協力基盤整備課 TEL.048-600-1844

18土 SAKANAQUARIUM 2020 PICK UP! 18:00 ー 高崎芸術劇場
（大劇場） 全席指定 8,800円 ほか Livemasters Inc. TEL.03-6379-4744

18土 ぐんま親子合唱団Earthコンサート
オペラ　「森は生きている」 18:00 20:20 高崎市文化会館 全席自由 1,000円 ぐんま親子合唱団Earth TEL.027-364-2426

18土 高崎チェンバーミュージックソサエティモーツァルト交響曲全曲演奏会　第15回演奏会 18:30 21:00 高崎シティギャラリー 全席自由 一般 1,000円　高校生以下 500円 高崎チェンバーミュージックソサエティ
TEL.080-2019-0645

19日 SAKANAQUARIUM 2020 PICK UP! 18:00 ー 高崎芸術劇場
（大劇場） 全席指定 8,800円 ほか Livemasters Inc. TEL.03-6379-4744

19日 たかさき絵本フェスティバル特別企画　あべ弘士講演会「クマと少年」の世界 PICK UP!
13:30 15:00 高崎シティギャラリー 全席自由 1,000円 NPO法人時をつむぐ会 TEL.027-352-4613

23木
第28回高崎JCフォーラム　新年フォーラム
「未来思考のススメ」～持続可能なまちを目指して～
講師：太刀川英輔

19:00 21:00 高崎市文化会館 無料 （公社）高崎青年会議所 TEL.027-361-7604 

25土 TACT（Takasaki Community Theater） 第1回公演 PICK UP! 14:00 16:00 高崎芸術劇場
（スタジオシアター） 全席自由 2,800円（当日 3,000円） NPO法人BalletNoah TEL.027-321-5221

25土 陸上自衛隊第12音楽隊　第4回室内楽演奏会 14:00 16:00 高崎芸術劇場
（音楽ホール） 入場無料（要整理券） 陸上自衛隊第12音楽隊

TEL.0279-54-2011 内線2783（原）

26日 第29回新春カラオケ発表会及び作品展示会 9：30 17:00 新町文化ホール 無料 高崎市文化協会新町支部 TEL.0274-42-9133

26日 ニューイヤーコンサート2020　第26回定期演奏会 14:00 16:00 高崎市文化会館 500円 The NOB Takasaki Brass Band
TEL.090-8887-6137

26日 八ッ場ダム湖はどうなるのかー地質・水質・堆砂の問題ー 13:30 16:30 高崎シティギャラリー 全席自由 500円（当日券のみ） 八ッ場あしたの会 TEL.027-253-6706

29水 令和元年度高崎市立高崎経済大学附属高等学校芸術コース音楽系（3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

PICK UP!

1月18日（土）・19日（日） 両日18:00 開演

SAKANAQUARIUM 2020

会場 高崎芸術劇場（大劇場）　 料金 全席指定 8,800円 ほか
出演 サカナクション

最新アルバム「834.194」を
引っ提げての全国ホール・ツ
アーSAKANAQUARIUM 2020 
“834.194 光”が、高崎芸術劇場
で行う2日間公演からスタート
する。日本の音楽シーンの最先
端を突き進み、多彩な表現方法
で構築されるサカナクション及
びチームサカナクションのス
テージパフォーマンスは必見。

前身の絵本原画展から数えて26回目を迎える「たかさき絵本フェスティバ
ル」。会期中、特別企画として作家さんによる講演会が開催されます。講師
は、旭山動物園の元飼育員だった、あべ弘士さん。『クマと少年』（ブロンズ
新社）は、北海道で生まれ育ったあべさんが、子どもの頃から身近に住んで
いたアイヌの人達を題材にした作品です。講演会では、北海道の雄大な自
然を舞台に描かれたこの絵本について語ります。
『クマと少年』の原画は、1月18日から28日まで「たかさき絵本フェスティ
バル」で、ご覧いただけます。他にもサイン会など盛りだくさんです。ぜひ
お越しください。

NPO法人バレエノアが運営するシニアのパフォーミングアー
ツグループTACTの第１回公演。誰もが持つ芸術的な資質を、フ
ランス人振付家ファビアン・プリオヴィルが引き出し、作品にし
ています。高崎バレエスタジオで学ぶ中高生も客演。アーティス
トと名乗らないシニアたちによる芸術表現をぜひご覧ください。

1月19日（日） 13:30 開演

たかさき絵本フェスティバル・特別企画  あべ弘士講演会「クマと少年」の世界

会場 高崎シティギャラリー（コアホール）
料金 全席自由 1,000円 ※絵本原画展に入場する場合は別途入場券が必要です
出演 あべ弘士

会場 高崎芸術劇場
　　   （スタジオシアター）
料金 全席自由 2,800円
　　   （当日3,000円）
出演 TACT
　　   バレエノアインテンシブグループ

1月25日（土） 14:00 開演

TACT（Takasaki Community Theater）
第1回公演

©Hiroshi Abe

■1月18日（土）
　 10:00 オープニングセレモニー
　 11:00 ギャラリートーク（終了後、亀山達矢サイン会）
  若月眞知子（ブロンズ新社社長）×亀山達矢（tupera tupera）
  ×齋藤和明（大村製本社長）

■1月19日（日）
　 16:00 ギャラリートーク（終了後、幅允孝サイン会）
 　ブックディレクター幅允孝（BACH代表）×若月眞知子（ブロンズ新社社長）

【問い合わせ】NPO法人 時をつむぐ会 TEL.027-352-4613

■1月25日（土）
　 10:30 鈴木のりたけ　ギャラリートーク＆サイン会
　 13:30 ヨシタケシンスケ　サイン会
■1月26日（日）
　 10:30 0～2歳児
　 11:15 3歳児以上
　 13:30 酒井駒子＆LEE（「ヨクネルとひな」作者）サイン会

ぴよぴよの会（時をつむぐ会子育て支援）による
読み聞かせなど（先着順各15組）

「クマと少年」あべ 弘士　絵本原画（ブロンズ新社）

※すべてのサイン会の整理券は当日 10時から
配布となります。

※イベントの内容は変更になる場合がございま
すので予めご了承ください。

絵本原画展・会場内
その他のイベント
おとな 600円（当日 800円）
こども 400円（当日 500円）入場券

舞 My Takasaki FESTIVAL 2018 © bozzo
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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。

プラネタリウム

天文教室
「冬の天体と月を見よう」
日時：1月31日（金）19:00～
■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。

※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※プラネタリウム窓口のみの取り扱いです。

参加費 無料 　※事前の申し込みは不要です。

9:00～17:00開館時間 〒370-0065 高崎市末広町23-1住 所
1/1（水）～3（金）・14（火）・20（月）・27（月）休 館 日 027-321-0323　電 話

アート／サイエンス

8:30～17:15窓口受付時間

展示室 7室／ホール324席施 設 概 要
〒370-0829 高崎市高松町35-1住 所

027-328-5050電 話

高崎市少年科学館

高崎シティギャラリー展示室

ラジオ高崎 FM76.2

～展示情報をお届けしています～
◎毎週（土） 9:15～9:29／（日）再10:30～10:44

鏡に好きな模様を付けてのぞくと、模様が光って見える万華鏡を作る。

モーターの力で動くウマ型のロボットを作る

プログラミング言語「スクラッチ」を使ってドライビングゲームを作る。

プログラミング言語「スクラッチ」を使っていろいろな幾何学模様を描く。

科学工作教室 要申し込み

パソコン教室 要申し込み

1月 2月
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

予備室
第39回上毛書道三十人展
（株）上毛新聞社 TEL.027-254-9955

たかさき絵本フェスティバル第26回絵本原画展
「ブロンズ　しょうかい　しようかい」
入場料：おとな 600円（当日 800円）　こども 400円（当日 500円）
ＮＰＯ法人時をつむぐ会 TEL.027-352-4613第1展示室

第2展示室 群馬硯心会書展
群馬硯心会 TEL.027-343-1059

高工展～自分のことばで自分を書こう～
群馬県立高崎工業高等学校 TEL.027-323-5450

全日写連群馬県本部 新春写真展
全日本写真連盟 群馬県本部
TEL.090-1535-9975

高崎市立高崎経済大学附属高等学校
芸術コース美術系校外作品展
高崎市立高崎経済大学附属高等学校
芸術コース美術系 TEL.027-344-1230

第3展示室

第22回
市民文化フェスティバル（展示部門）
高崎市文化協会 TEL.027-321-1203

第4展示室 絵画展
斗南美術協会 TEL.027-252-1709

第5展示室

第6展示室
令和元年度
前橋・高崎連携事業文化財展　東国千年の都
高崎市文化財保護課 TEL.027-321-1292

期間 上映時間 プログラム

1月4日（土）～7日（火）　 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

1月8日（水）～31日（金）
月・火・水・金
（1日4回） 11:00 12:00 13:00 14:00 「日本の巨匠たち」長谷川等伯、浦上玉堂　ほか

土・日
（1日3回） 11:00 12:30 14:00 「沈金　前史雄のわざ」「白磁　井上萬二のわざ」 ■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1/9（木）、1/16（木）、1/23（木）、1/30（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。

12/29（日）～1/3（金）は
年末年始のため休館です。

「Ｍ…それは宇宙の扉を開くキーワード…」番組は、この季節のシ
ンボル「冬のダイヤモンド」をたどりながら、冬の星座たちを巡る
『星空散歩』へ出発。「Ｍ」のキーワードに隠された謎に迫ります。
宇宙の雄大な鼓動と息吹に触れる感動的なひとときをお楽しみ
ください。

冬の星空散歩　－Mの秘密を探る旅－
投映期間 1月4日（土）～3月1日（日）

忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント☆NEXT
「ブラックホールで危機一髪！？の段」
投映期間 1月4日（土）～5月31日（日）

ゆったりアロマプラネタリウム

一般番組（冬の星座解説を含む約40分）

子ども向け番組（冬の星座解説を含む約35分）

アロマを感じながら、星空でリラックスしてみませんか？

～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。
　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（企画展示課） ※必ず返信メールをご確認ください。

締切日
必着

 [ギャラリートーク ]

プラネタリウム投映時間

火～金 学習・団体（午前中） 14:00 15:30
土・日・祝日 11:00 13:30 14:45 16:00
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

観覧料 一般320円（団体260円（20名以上））

●12/29（日）～1/3（金）は年末年
始のため休館です。

●1/6（月）は冬休み期間のため開
館し、4回投映を行います。

●団体投映は一般・子ども番組か
ら選ぶことができます。（要予約）

お知らせ■一般番組　■子ども向け番組

日時：1月26日（日）19：00～
費用：1シート500円 1月11日（土）チケット販売開始

「のぞき箱の万華鏡を作ろう」

「メカ・ダービーを作ろう」

日時 1月18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）　 定員 20人
費用 500円（材料費）　 締切 1月9日（木）

日時 1月25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）　 定員 20人
費用 1,000円（材料費）　 締切 1月9日（木）

「スクラッチを使ってドライビングゲームづくり」

日時 1月19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）　 定員 10人
費用 無料　 締切 1月9日（木）

「スクラッチを使って幾何学模様を描こう」

日時 1月26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）　 定員 10人
費用 無料　 締切 1月16日（木）

関連イベントについては
P06 PICK UPをご参照ください。
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スポーツ 

浜川プール 10:00～21:00（日曜・祝日は17:00まで）、12/28（土）は17時まで開館時間

月曜（祝日の場合は翌日が休館）休 館 日

〒370-0081 高崎市浜川町1575-1（浜川運動公園内）住 所

027-344-5511電 話

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

●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。

〈お問い合わせ〉高崎芸術劇場部 TEL.027-321-7300

12/29（日）～1/3（金）

日　程 1月7日・21日・28日（ （各火曜日） 　 時　間 13:30～14:30
たのしくエアロ

日　程 1月9日・16日・23日・30日（各木曜日）　 時　間 13:30～14:30
はじめてのヨガ

サンライフ高崎 〒370-0006 高崎市問屋町4-8-8住 所 027-361-0098電 話 月曜休館日

【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。

12/29（日）～1/3（金）年末年始休館日 

年末年始休館日 

ご利用案内

高崎芸術劇場よりお知らせ

大劇場の公演開催日に劇場と駅西口の市
営駐車場・ウエストパーク1000を往復す
る「高崎芸術劇場シャトル」を運行してい
ます。費用は無料、お申し込みも不要で
す。劇場入口すぐ横で降りられますので、
雨の日でも安心。ぜひご利用ください。

プール入場料が毎回別途
大人410円／1回必要となります。

期　間 2/21～3/31（火・金曜日）
参加料 1,500円（全10回）

定　員 わかば　10人
　　　　初級Ａ　20人
　　　　初級Ｂ　各15人
　　　　中級　　各20人

日　程 1月9日・16日・23日・30日（各木曜日）　 時　間 15:05～15:55
ワンポイントアドバイス

「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。

第6期 水泳教室 申込期間 1/15（水）～1/31（金）

スポーツ教室 トレーニングルーム

温水プール

コース

午前コース（初級Ｂ、中級）　　10:15～11:45
午後Aコース（初級Ｂ、中級）　 12:00～13:30
午後Bコース（わかば、初級Ａ） 13:45～15:15
・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（平泳ぎ・バタフライの習得）

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。

申込方法（消印有効）

●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。

浜川プール
あて先・問い合わせ先

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

乗降場所 ウエストパーク1000【1階・歩行者通路部分】
高崎芸術劇場【1階の入口横部分・日本中央 栄町車庫内】 

運行日 高崎芸術劇場『大劇場』での公演開催日 

運行時間

（往）ウエストパーク1000 ⇒ 高崎芸術劇場
　　開演時間の2時間前～開演時間まで
（復）高崎芸術劇場 ⇒ ウエストパーク1000
　　終演時～終演後 約1時間後まで

運行間隔 約5分 ※混雑時は10～15分程お待ちいただく場合があります。 
利用料金 無料 ※お申し込み不要。
乗車人数 最大9人まで（ジャンボタクシー） 

※満員の場合はご乗車できない場合があります。
※ウエストパーク 1000の駐車料金割引はありません。 

＊申し込みは不要です。時間内にご来館ください。
＊当劇場には専用駐車場がございません。
　近隣駐車場をご利用ください。

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

天候はフェイスブックで確認できます。

開館
時間

15:00～21:30 月・火休
1月は18時以降が天体の見頃です。

12/29（日）～1/3（金）は年末年始のため休館です。

主催：NHKプロモーション　共催：公益財団法人高崎財団　制作：NHKエデュケーショナル

2020年2月8日土

群馬音楽センター
 高崎市高松町28番地2

1回目 13：00開演 12：30開場
14：00 終演予定

2回目 15：30開演 15：00 開場
16：30 終演予定

会場

全席指定 2,500円
※1歳以上チケット必要

チケットぴあ【Pコード：644-248】

高崎芸術劇場チケットセンター
インターネット：https://t.pia.jp　 電話：0570-02-9999

電話：027-321-3900
窓口：高崎芸術劇場2Fチケットカウンター
　　  及び、高崎市内文化施設
インターネット
http://takasaki-foundation.or.jp/theatre/membership.php
※高崎芸術劇場メンバーズへの登録が必要です。

チケット
好評発売中！

大劇場の公演日に
運行中！！

高崎芸術劇場 施設見学会 vol.4
1/20（月）①10:00～12:00 ②14:00～16:00
大劇場・スタジオシアター・音楽ホールを自
由に見学いただけます。舞台に上がることも可
能。スタッフ一同、お待ちしております！

年末年始と
1月の休館日

《高崎芸術劇場》
●12/29（日）～31（火）、1/2（木）・3（金）は年末年始のためお休みです。
●1/27（月）は施設点検のため休館です。
●1/1（水）は元旦コンサートのため11:00～17:00まで開館します。
●カフェ＆レストランの営業についても同様となります。
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