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世界の小曽根率いる
15人のビッグバンド
結成15周年ツアー

3 7

2020年
全席指定

16:00開演
高崎芸術劇場 大劇場
月 日土 （15:15開場）

S席 5,000円

高崎芸術劇場

A席 4,000円

B席 3,000円

U-25（B席）1,500円

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

高崎財団 2・3月ピックアップ公演

世界で飛躍するビッグバンド
結成15周年ツアー

小曽根真 featuring No Name Horses

Until We Vanish 15 15
15th Anniversary 2020
3/7（土）16:00開演（15:15開場）

想像をはるかに超えた “ パワフルなサウンド ” を体感してほしい！
ピアニスト小曽根真、率いる総勢 15 名のビッグ

バンド No Name Horses。日本を代表するミュージ

本ツアーのサプライズは、ジャズ初挑戦という若
手天才ギタリスト山岸竜之介を迎えての “ ロック ”

シャンたちが集結したのは 2004 年のこと。小曽根

とのコラボレーション。
「楽譜に縛られず、“ 壊して

がプロデュースしたアルバムレコーディングのため

は創る ” を繰り返しながら培ってきた信頼」をベー

の臨時編成でしたが、ハイレベルなサウンドに手応

スに「個性あふれるミュージシャンが本気で絞り出

アルバムを発表しました。ニューヨークで行われた

ジで爆発する熱い魂！！

えを感じ、活動継続を決意。2006 年、ファースト・

世界最大のジャズ・コンベンション「IAJE」で世界
デビューを果たし、以来、国内外で活躍しています。

すサウンド」を体感してください。大劇場のステー
Letʼs Feel the Joy of Life Together!!〜小曽根真

昨年末、15 周年記念アルバム「Until We Vanish」を

料金

フルなメッセージを皆さんの心に届けたい」と熱い

出演

リリース。
「15 人の強者ミュージシャンからのパワ
思いで全国ツアーを敢行します。

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
小曽根真 featuring No Name Horses
スペシャル・ツアーメンバー／山岸竜之介
（エレキギター）

小曽根 真

オケ × 独唱 × 合唱が
マーラーを高らかに奏でる
©Akira Muto

天羽明惠
（ソプラノ）

群馬交響楽団 第555回定期演奏会

2/29（土）18:45開演（18:00開場）

品格あふれる『貴公子』マエストロ、クリスティ

クリスティアン・アルミンク
（指揮）

小山由美
（メゾソプラノ）

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

ソプラノには国内外で高い評価を得ている天羽明

アン・アルミンク氏を迎え、交響曲 第 2 番「復活」

惠氏、メゾソプラノには著名指揮者からの信頼が厚

するのは、第 426 回定期演奏会（2006 年 3 月・指

つの要素から構成される「復活」を、彼の卓越した

（マーラー）を取り上げます。群響が「復活」を演奏

©ShumpeiOhsugi

山岸竜之介

揮 : 高関 健〔群響名誉指揮者〕）以来の 14 年ぶりとな

り、また、音楽センター最後の定期（2019 年 9 月）

い小山由美氏を招聘。管弦楽・独唱・合唱という 3

指揮テクニックでどのようにまとめ上げ、響き渡ら
せるかが注目です。

で共演した群響合唱団の高崎芸術劇場デビューとな
る演奏会でもあります。

料金

アルミンク氏が幼少の頃の自宅には、クラウディ
オ・アバドやヘルベルト・フォン・カラヤンら世界
的音楽家が頻繁に訪れ、クラシック音楽の滋養をふ
んだんに吸収し育ったという事もあり、ドイツ・
ウィーン音楽に関して造詣が深く、合唱指揮の経験
も豊富なマエストロ。

群馬交響楽団合唱団

全席指定 SS席 6,500円 SS席完売御礼
S席 5,500円 A席 5,000円
B席 4,000円 C席 3,000円

クリスティアン・アルミンク（指揮）
天羽明惠（ソプラノ）、小山由美（メゾソプラノ）
群馬交響楽団合唱団（合唱指揮：阿部純）
曲目 マーラー／交響曲 第2番 ハ短調
「復活」
出演

欧州ツアー直前、世界に誇る最強コンビが登場！
高崎芸術劇場開館記念

パーヴォ・ヤルヴィ＆NHK交響楽団

2/8（土）14:00開演（13:15開場）

ヤルヴィは数々のオーケストラと共演し、ヨー

料金

ロッパでの公演活動を行うと共に、N 響の首席指揮

者として昨年 9 月、5 期目に突入。両者は今年 2〜3

月に 7 か国 9 都市をめぐるヨーロッパ公演を行いま

のステージとなるはず。ヴァイオリンのレティシ
ア・モレノは 1985 年マドリード生まれ。3 歳よりピ

アノとヴァイオリンを始め、5 歳で初リサイタルを

開催。欧州で確固たる評価を得た、高い演奏能力を
持つ情熱的な演奏にも注目です。

02

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
出演

す。同ツアーを目前にした高崎公演は、まさに渾身

©Kaupo Kikkas

パーヴォ・ヤルヴィ
（指揮）

©Omar Ayyashi

レティシア・モレノ
（ヴァイオリン）

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 B席完売御礼

高崎財団 2・3月ピックアップ公演

日本を代表する伝統芸能
≪ユネスコ無形文化遺産≫

人形浄瑠璃 文楽 ODSシアターvol.04ご招待対象公演
3/13（金）昼の部13:30開演（13:00開場）
夜の部18:00開演（17:30開場）
にんぎょうじょうるり

ぶんらく

江戸時代から続く伝統芸能「人 形浄瑠璃＝文楽」は、浄瑠璃

という音楽に合わせて人形を操り演じる人形芝居のこと。1995

写真 青木信二

年に国の重要無形文化財に指定され、2009 年にはユネスコ無形

文化遺産に登録されています。

まるで生きているかのように動く人形は、三人で一体を操る
かしら

料金

おもづか

仕組み。人形の首と右手を動かす「主遣い」。左手を動かす「左

づか

づか

遣い」。両足を動かす「足遣い」からなっています。物語の説明
たゆう

やセリフを義太夫節で語る「太夫」は、ひとりで子どもから老

写真 青木信二

生写朝顔話「宿屋の段」

出演

人まで語り分け、三味線は様々な感情表現を奏でながら、観客

写真 滝澤めぐみ

ひらかな盛衰記「逆櫓の段」

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

演目

2/29（土）18:30開演（18:00開場）

しょううつしあさがおばなし

「明石船別れの段」
「笑い薬の段」
「宿屋の段」
「大井川の段」

〈夜の部〉

ひらかな盛衰記

「松右衛門内の段」
「逆櫓の段」

ひだかがわいりあいざくら

日高川入相花王
「渡し場の段」

※公演前、解説付き。字幕あり。

を文楽の世界へと誘います。

渡辺香津美ジャズ回帰トリオ

〈昼の部〉

生写朝顔話

豊竹咲太夫（太夫・人間国宝）、竹本織太夫（太夫）、
吉田和生（人形・人間国宝）ほか
※昼の部と夜の部で出演者は異なります。

世界に誇るギター・ヒーロー
精鋭トリオによる極上サウンド

日高川入相花王「渡し場の段」

愛しの女性を巡る攻防戦！？
五十路男性による三人芝居

演劇公演「男の純情」

2/25（火）14:00開演（13:30開場）

70 年代から様々なジャンルで、国内外を舞台

“ 自分こそ彼氏 ” と信じる男たちが彼女

に活躍するギタリスト渡辺香津美。2008 年から

の家で鉢合わせ。互いの正体を探りながら

クラシック、舞台や映画など多彩な仕事を持って

のは、188㎝の長身と個性的な風貌で人気

の “JAZZ 回帰プロジェクト ” は、フュージョン、

の恋の鞘当ては抱腹絶倒ものです。演じる

いた時期に、自身の原点である “ ジャズ ” へ立ち

の宇梶剛士。数々の舞台やドラマで活躍す

返ることを目的に結成されたプロジェクトです。

る山崎銀之丞。個性的なキャラクターで小

今回は、日本屈指のドラマー則竹裕之とジャズ・

劇場からドラマまで幅広く活躍する朝倉伸

ベーシストの井上陽介という精鋭二人がバックを

二。笑いあり涙ありの舞台は必見です！

務めます。国内最高峰のトリオが奏でる圧巻のプ
レイとサウンドに酔いしれてください。
料金
出演

全席指定 5,000円

S席 4,000円 S席完売御礼
A席 3,000円
U-25（A席）1,000円

料金

U-25 2,500円

渡辺香津美（ギター）、井上陽介（ベース）
則竹裕之（ドラムス）

出演
作・演出

完売御礼！
！高崎芸術劇場に本格的能舞台、登場。

能舞台 披露公演 ODSシアターvol.04ご招待対象公演
2/15（土）14:00開演（13:15開場）

vol.

04

宇梶剛士、山崎銀之丞、朝倉伸二
水谷龍二

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。

“ 精緻を極めた美しさ ” と世界で絶賛
伝説の舞台がスクリーンによみがえる
さぎむすめ

シネマ歌舞伎『鷺娘』同時上映『日高川入相花王』
ひ だ か が わ い り あ い ざ く ら

（上映時間：61分／坂東玉三郎監修 サウンドリマスター版）

全席自由 1,100円

出演：坂東玉三郎 ほか

2/20（木）①13:30開演 ②18:00開演
2/21（金）13:30開演
狂おしい一途な恋心を、時に静かに時に華やかに踊り上げる
おきな

能舞台のお披露目は、観世流宗家・観世清和による「翁」ほか、
豪華演目をお送りします。今後は、年間数回の能・狂言の公演をは
じめ、落語や室内楽、モダンバレエ等、ジャンルを超えた企画を展
開していきます。どうぞ、ご期待ください。
料金

全席指定 S席 10,000円
完売御礼

演目

A席 8,000円

B席 6,000円

能「翁」
（観世流）／観世清和（翁）、野村萬斎（三番叟）、観世三郎太（千歳）
狂言「二人袴」
（和泉流）／野村萬斎（親）、野村裕基（聟）
能「石橋」
（観世流）／下平克宏（白獅子）、大槻崇充（赤獅子）

「鷺娘」は女方の魅力が詰まった作品です。1978 年初演、'84 年
にはメトロポリタン・オペラハウスで上演し大喝采を浴びまし
た。圧倒的な美しさと完成度を高め、玉三郎の代表作となった
かつら

「鷺娘」。高度な技術に加え、数十キロにも及ぶ衣裳や鬘をつけ
踊る体力を要するため 2009 年の上演を最後に、以降全編を踊
ることはないと明言しています。

©福田尚武

関連公演チケットご購入の方をODSシアターに無料ご招待

公演当日、スタジオシアターのご招待受付にて下記の公演のチケットをご提示ください。

【対象公演】2/15
（土）能舞台 披露公演、3/13
（金）人形浄瑠璃 文楽
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高崎財団 2・3月ピックアップ公演

群響の響きに包まれる贅沢な昼下がり。 あの鬼才を400席で。

平日午後のモーツァルトⅡ

イーヴォ・ポゴレリッチ
ピアノ・リサイタル

3/3（火）13:30開演（13:00開場）

2/7（金）19:00開演（18:30開場）

「こんな群響の響きは初めて」
「400 席の空間に

現代ピアノ界の異才、ポゴ

オケが入るという贅沢な鑑賞」
「ホールの響きが

レリッチ。昨年は21年ぶりに

マッチしている」―長年の群響ファンの方々から

リリースしたアルバムが大き

©Satoru Mitsuta

も大好評を得た平日午後シリーズ。その第二弾

渡邊一正

は、モーツァルトのホルン協奏曲全 4 曲です。
モーツァルトが友人のホルン奏者のために書いた

料金

といわれる同曲はウィットに富み、ユーモアあふ
れる名曲ばかり。演奏時間10～20分ほどのバラエ

濵地 宗

全席指定 4,000円
U-25 1,500円

な話題となりました。わずか

400 席という空間でのリサイ
タルは、そんな彼の「今」を存
分に味わえるはずです。

渡邊一正（指揮）
濵地宗（群馬交響楽団ホルン第一奏者）
群馬交響楽団
曲目 モーツァルト／
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 K.412
ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 K.417
ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447
ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 K.495

©Malcolm Crowthers

出演

ティに富んだ4曲を一気に聴ける貴重な機会です。
ソリストは、豊潤な音色と美しいメロディ表現
は ま じ かなめ

に定評がある群響のスタープレイヤー濵地 宗 が

務めます。2017 年、日本音楽コンクールでの優勝
が記憶に新しいホルンの名手と、気心知れたメン
バーとの共演にどうぞご期待ください。

料金
曲目

全席指定 10,000円

U-25 3,000円

完売御礼

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

（ヴィヴァルディ）は、
陽春に聴く「四季」
かくもアグレッシブ！

アマンディーヌ・ベイエ（ヴァイオリン）＆リ・インコーニティ

3/14（土）14:00開演（13:30開場）

ヨーロッパ古楽界で絶大な人気を誇るバロック・
ヴァイオリン奏者ベイエ。自然体で奔放、かつ綿密
な研究をもとにした演奏は、多くの演奏家たちから

尊敬されています。そんな彼女が 2006 年に結成し
たリ・インコーニティ。メンバーは南欧諸国出身者
が多く、明るく躍動感に満ちた音色が特徴。新鮮な
発想で名曲の新たな一面を聴かせてくれるはずです。

©Clara Honorato

2月 チケット発売情報

高崎芸術劇場メンバーズ登録受付中

年会費 無料 より早く、
便利にチケットが購入できる!

■ 3/8（日）13:30開演
（12:30開場）
■ 3/9（月）13:30開演
（12:30開場）
料金

全席自由 2,200円

▼

チケット発売開始

アマンディーヌ・ベイエ（ヴァイオリン）
アンサンブル・リ・インコーニティ
曲目 ヴィヴァルディ／
歌劇
「オリンピアーデ」
からシンフォニア ハ長調 RV725
チェロ協奏曲 イ長調RV421
ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ト短調 RV517
ヴァイオリン協奏曲集
「四季」
出演

■高崎芸術劇場メンバーズ限定

マシュー・ボーン
IN CINEMA /白鳥の湖
音楽

U-25 2,000円

web先行 受付開始日の10:00～ 24時間受付

【ODSシアターvol.05】
（上映時間：127分）

マシュー・ボーン

全席指定 5,000円

プレイガイド

高崎芸術劇場 スタジオシアター

演出・振付

料金

各種プレイガイド

■チケットぴあ／ローソンチケット／e+（イープラス）

ピョートル・チャイコフスキー

※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。

一般発売

web 一般《電話》
《窓口》2/7
（金）10:00～

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 大劇場

2 窓口受付（電話予約開始日の翌日10:00〜受付開始）

松竹大歌舞伎

■高崎芸術劇場〈2Fチケットカウンター〉
（10:00～18:00）無休

■ 4/4（土）13:30開演
（12:45開場）
A席 4,000円

■群馬音楽センター・高崎市文化会館 月休 （8:30～17:15）
しょうふだつきこんげんくさずり

料金

全席指定 S席 6,000円

出演

中村橋之助、中村壱太郎／片岡仁左衛門、片岡孝太郎

演目

よしつねせんぼんざくら

正札附根元草摺／義経千本桜
ほか

■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）

▼

チケット発売開始

※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。
※２月10日
（月）
は保守点検のため、
高崎芸術劇場2Fチケットカウンター及びチケットセンター
（電話受付）
はお休みとなります。
ご不便をお掛けしますが、
ご了承ください。

web 2/14
（金）10:00～

一般《電話》2/20
（木）10:00～《窓口》2/21
（金）10:00～

《3月公演・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。
公演名

料金

会場

お問い合わせ

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（高校生以下）1,500円（当日2,000円）※4歳未満は入場不可

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

3/27（金）
19:00開演

全席指定 S席 6,000円 A席 5,000円 B席 4,000円
U-25
（B席）2,000円 ※未就学児入場不可

高崎芸術劇場
大劇場

SAP（エス・エー・ピー）TEL.03-6912-0945
桐生音協 TEL.0277-53-3133

オペラ
「万葉集～明日香風編、二上山挽歌編～」
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日時

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 2/3（月）
・10（月）
・12（水）
・17（月）
・25（火）

2.1 -3.29
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

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

2/3（月）
・10（月）
・12（水）
・17（月）
・25（火）
土

マルク・シャガール ―愛と祈りと冒険と。8つの版画物語―

所

開館時間

1.25 -3.22

日

住

祝

暁斎 暁翠 父娘で挑んだ画の真髄 河鍋暁斎・暁翠伝

旧ロシア ( 現ベラルーシ ) に生まれ、フランスを拠点

幕末から明治維新、文明開化期の荒波のなか、自由自在な描写

に活躍したマルク・シャガールは、20 世紀に高い人気を

力で国際的にも評価の高い河鍋暁斎（1831〜1889）と、その暁斎

誇った画家でした。鮮やかな色彩にあふれた、愛と幻想

を父として幼少から絵の手ほどきを受け、女性の美術教育に尽力

とが交錯する絵画は、今なお世界中で愛されています。

した河鍋暁翠（1868〜1935）の作品世界を紹介します。

かわなべきょうさい

きょうすい

シャガールはまた、版画にも精力的に取り組み、銅版

暁斎は、浮世絵師・歌川国芳に学び、ついで駿河台狩野家の門

画やリトグラフを中心に 2,000 点を超える作品を残しま

に列し、若くして人気を得ました。浮世絵から狩野派と門派をま

した。本展では、旧約聖書に基づく『聖書』、最高傑作

たいだ経歴は、画技の幅広さに現われます。

との呼び声も高い『ダフニスとクロエ』をはじめ、
『アラ

本展覧会では、神仏、物語や説話、風俗、動物、戯画、版画な

ビアンナイトからの 4 つの物語』、
『サーカス』、
『オデッ

ど、あらゆる題材に縦横無尽に筆をふるった暁斎のダイナミック

セイ』など 279 点を紹介。8 つの版画集が紡ぐ、愛と祈り

な筆さばきをご覧ください。

と冒険あふれる物語世界を、シャガールのイマジネー
ションの翼に乗って旅してみませんか。
観覧料

一般600（500）
円

大高生300
（250）
円

マルク・シャガール『ダフニスとクロエ』
より《クロエ》1961年刊、リトグラフ・紙
©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2019,
Chagall® B0452（M.339）

＊（ ）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。

〒370-3534 高崎市井出町1514
（上毛野はにわの里公園内）
電 話
027-373-8880
住

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

所

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

住

所

〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11

電

話

027-328-6808

開館時間 9:30〜17:00
（入館は16:30まで）

開園時間 9:00〜16:30
（入園は16:00まで）

休 館 日 2/4（火）
・12（水）
・18（火）･25（火）

休 園 日 2/3（月）
・10（月）
・12（水）
・17（月）
・25（火）

開催中-3.2 月

2 .13 -4.19
木

第28回特別展
「飾り大刀 武器からみた古墳時代のぐんま」

河鍋暁斎《極楽太夫図》
河鍋暁斎記念美術館蔵

入 園 料 無料

日（予定）

収蔵品展＜草木染の美・春＞

会場：染色工芸館

「草木染の美・春」では、日本の染色文化の歴
史に沿って天然染色の魅力を紹介。写真は、草木

県内各地の古墳から出土した金銀で装

染の装束を身にまとった立ち雛です。男雛が着て

飾された美しい大刀を 90 点以上紹介し

こうろぜんのごほう

いるのは「黄 櫨染御袍」といい、ハゼとスオウを

ています。東京国立博物館所蔵の双鳳環

染め重ねた、古来天皇だけが着用できる色の装束

頭大刀は 2 羽の鳳凰が向かい合う写実的

まつがさね

です。女雛が着ている十二単の配色は「松 重」と

な素晴らしい意匠。また、山名原口Ⅱ遺

いい、祝いのときに着るとされた色です。

跡 2 号墳円頭大刀は銀象嵌が施された見

草木染の立ち雛

応えのある資料です。数も種類も東日本
随一といわれる群馬の飾り大刀をご覧く

開催中の展示

ださい。

収蔵品展＜草木染の美・冬＞

フクジュソウ

福寿草 (フクジュソウ属 )

一般100（80）円 大高生80（50）円
休 館 2/3（月）
・10（月）
・12（水）
・17（月）
・25（火）
開館時間 9:00〜16:30
（入館は16:00まで）

お知らせ

入館料

関連講演会 1月26日（日）、2月23日（日）
学芸解説 2月16日（日）
観覧料

園内の花情報

〜2/11（火・祝）

山名原口Ⅱ遺跡2号墳出土
円頭大刀 柄頭

大人200円
（160円） 学生100円
（80円）

＊（ ）内は20名以上の団体割引料金

双鳳環頭大刀
（東京国立博物館蔵）
TNM Image Archives

＊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。

＊中学生以下、65歳以上の方、体の不自由な方とその付き添いの方一名は無料。

施設名

開催中の展示

高崎市山田かまち美術館

新年を祝うおめでたい名前。お天気の日に
は、黄色の花びらがお
日様の日差しを一身に
うけて開き、午後２時
をすぎると花びらが閉
じはじめます。

問い合わせ先・開館時間・観覧料・休館日

常設展示

かまち少年の残した水彩画、デッサン、詩文の綴られた自筆のノートや手紙、愛用の遺品など
約120点を展示し、
かまちの青春の作品群を紹介しています。

住所：高崎市片岡町3-23-5
電話：027-321-0077
開館時間：10:00〜18:00
（入館は17:30まで）
観覧料：一般200
（160）
円 大高生160
（100）
円
・12
（水）
・17
（月）
・25
（火）
休館日：2/3（月）

●映画情報
ピカソも驚嘆の実話！
愛娘のため、たった一人で築いた奇想の宮殿

2/15 土 〜28 金 2週間上映

『シュヴァルの理 想宮

ある郵便配達員の夢

空想好きの郵便配達員シュヴァルは、配

高崎電気館名画鑑賞会

上映期間

』 名女優の代表作を35mmフィルムで上映！
本作を契機に山本富士子がトップ・ス

達先で運命的に出会った女性と結婚。やが

ターへの道を歩み始めた『夜の河』、岸

て娘が誕生するが、どう接したらよいか戸

惠子と池部良で川端康成の名作を描く

惑っていた。ある日、配達の途中でつまず

『雪国』、佐久間良子の熱演が主人公の薄

いた奇妙な石に魅せられ “ 宮殿を建てる ” と

幸をより純粋に印象付ける『五番町夕霧

いう奇想天外な挑戦を思いつく。一人で石

楼』、岩下志麻が気丈さと気品を湛えた

を運び積み上げて 33 年。愛娘のために途

演技で好演した『五瓣の椿』の 4 作品を

方もない夢を実現した男の軌跡の実話。

上映します。

監督:ニルス・タヴェルニエ（2018年／フランス／1時間45分）
料金

当日一般1,800円

学生1,400円

1/31 金 〜2/4 火

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

料金

当日券のみ、1作品500円（入替制）
チケットは高崎電気館にて販売

『雪国』

〒370-0815 高崎市柳川町31
開館時間／10:00〜

TEL.027-395-0483
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2 月イベント・カレンダー
2月

催し物

開演 終演

施設名

料金

1 土 "Quarter Note"

YAMAZAKI MASAYOSHI CONCERT TOUR 2020

18:00

ー

2 日 ASKA premiun ensemble concert-higher ground-

billboard classics

17:00

ー

2 日 高崎演奏家協会 第39回定期演奏会

14:00 16:00

高崎芸術劇場

2 日 第22回市民文化フェスティバル

10:00 16:00

高崎市文化会館

19:00 21:00

高崎芸術劇場

SENJU CUBE〜千住博、
千住明、
千住真理子

6 木 3人の兄妹によるコラボレーション〜

第3回国立のぞみの園福祉セミナー2020

高崎芸術劇場
（大劇場）

高崎芸術劇場
（大劇場）

（音楽ホール）

（大劇場）

問い合わせ先

全席指定 6,600円

SOGO TOKYO TEL.03-3405-9999

全席指定 11,800円

ディスクガレージ
TEL.050-5533-0888（平日12:00〜19:00）

全席自由 一般 2,000円 高校生以下 500円
※未就学児入場不可

高崎演奏家協会 TEL.090-5393-1363
高崎市文化協会
TEL.027-321-1203（高崎市 文化課）

無料
全席指定 S席 6,000円 A席 5,000円
B席 4,000円 U-25
（B席）2,000円
※未就学児入場不可

SAP（エス・エー・ピー）TEL.03-6912-0945
桐生音協 TEL.0277-53-3133

7 金 医療・福祉の連携による強度行動障害へのアプローチ

12:50 17:00

高崎シティギャラリー

1,000円（資料代）

8 土 「おかあさんといっしょ」ガラピコぷ〜がやってきた!!

13:00 14:00
15:30 16:30

群馬音楽センター

全席指定 2,500円

9 日 高崎市立高崎経済大学直属吹奏楽部 第39回定期演奏会

16:00 19:00

群馬音楽センター

全席自由 500円

9 日 高崎青年会議所OB会教養部会「学び場」青山繁晴講演会

14:00 16:00

高崎市文化会館

13:30 15:30

高崎芸術劇場

11 祝 恋のマドリガーレと魂のカンタータ

14:00 16:00

高崎シティギャラリー

14 金 受動喫煙防止対策説明会

14:30 16:00

高崎市文化会館

無料

群馬県健康福祉部 保健予防課
TEL.027-226-2427

13:30 16:00

高崎市文化会館

無料（要整理券）

高崎市社会福祉協議会 TEL.027-370-8855

9:20 11:30

榛名文化会館

無料

本郷保育園 TEL.027-343-8379

11 祝 第56回 陸上自衛隊第12旅団定期演奏会
歌曲の午後8 バロック声楽の世界3

15 土 第42回たかさき市民福祉大会
15 土 本郷保育園お遊戯会
16 日 寿流日舞詩舞鶴姿納会発表会

（大劇場）

国立のぞみの園 TEL.027-320-1357
（株）NHKプロモーション TEL.03-5790-6420
高崎経済大学直属吹奏楽部
TEL.080-1379-7631
高崎青年会議所OB会 教養部会
「学び場」
manabiba9364@gmail.com
陸上自衛隊第12旅団広報室
TEL.0279-54-2011（内線2214）

2,000円（当日2,500円）
無料（要入場整理券）
全席自由 一般 2,500円

学生 1,500円

Elm歌曲研究会 TEL.090-9147-1696

13:00 16:30

高崎市文化会館

無料

鶴姿納会 TEL.027-343-6371

第22回朝日フォトコン・
16 日 第5回朝日中学生高校生フォトコン表彰式

13:00 16:30

高崎シティギャラリー

無料

群馬県朝日新聞グループ会 TEL.027-221-1435

16 日 タカサキダンスフェスティバル2020

13:00 18:00

群馬音楽センター

無料

高崎市文化課 TEL.027-321-1203

16 日 八木節と芸能の集い

10:00 15:00

榛名文化会館

無料

高崎八木節連合会 TEL.027-325-6530

16 日 箕郷地域集会所教室合同発表会

10:00 14:30

箕郷文化会館

無料

箕郷地域集会所教室合同発表会実行委員会
TEL.027-371-9061

18:30 20:30

高崎市文化会館

会員 ※詳しくは下記PICK UPをご覧ください

高崎演劇鑑賞会 TEL.027-323-0955

13:30 15:30

高崎シティギャラリー

無料

大原学園 高崎校 TEL.027-325-1280

PICK UP!

高崎演劇鑑賞会

19 水 第388回例会 前進座「牛若丸」公演 PICK UP!
22 土 大原学園高崎校 第3回卒業記念発表会

第43回県民芸術祭参加事業
22 土 県民音楽のひろば やさしいクラシック音楽会

PICK UP!

高崎マーチングフェスティバル

23 日 30周年メモリアルコンサート

30th memorial concert Marching meets Orchestra

23 日 ユネスコ合同表彰式

23 日 演劇｢桜姫と白蛇伝説｣

PICK UP!

高崎経済大学付属高校音楽系出身者による

24 祝 ジョイントコンサート
24 祝 明徳幼稚園バレエ教室 公開レッスン発表会
29 土 ぐんま・つなごうネット研修会

榛名文化会館

14:00 15:30

17:00

高崎芸術劇場

ー

（大劇場）

9:30 11:30

高崎市文化会館

14:00 15:10

箕郷文化会館

14:00 16:00

高崎芸術劇場

15:00 16:00
13:30 16:15

全席指定 1,500円
※未就学児入場不可

学生 1,000円

全席指定 S席 3,000円

A席 2,000円

完売御礼

無料
全席指定500円 ※公演時3歳以上有料（3歳未満で

も席が必要であれば有料）

榛名文化会館 TEL.027-374-5001
高崎マーチングフェスティバル協会事務局
TEL.027-326-5926
高崎ユネスコ協会 TEL.027-321-1297
箕郷文化会館 TEL.027-371-7211

全席自由 1,500円

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

高崎シティギャラリー

無料

明徳幼稚園バレエ教室 TEL.090-9384-7524

高崎市文化会館

無料

ぐんま・つなごうネット TEL.027-256-8910

（音楽ホール）

PICK UP!
2月16日
（日）13:00 開演

タカサキダンスフェスティバル2020
今年も全国から集まったチームが賞を競う
「コンテストステージ」と、地元高崎市民を中
心に構成されたチームがレベルに関係なく演
技を披露する「タカサキステージ」で音楽セン
ターを盛り上げます。フェスティバルの最後
こう て い せ ん に ん
に行われる黄帝心仙人によるパフォーマンス
もお見逃しなく。

群馬音楽センター

料金

無料

出演

黄帝心仙人、平沢和泉、ＭＡＡ、豊田典子

2月22日
（土）14:00 開演

第43回県民芸術祭参加事業

県民音楽のひろば

やさしいクラシック音楽会

ベートーヴェン生誕 250 周年の今年は、オールベー
トヴェンプログラムでお贈りいたします。指揮は、若
手実力派の和田一樹さんにタクトを振っていただきま
す。この音楽会は指揮者による楽曲レクチャーが魅力
の一つ。ベートーヴェンの気持ちになりきってその生
涯を追憶します。群馬交響楽団の迫力ある演奏と共に
お楽しみください。
会場
出演
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高崎演劇鑑賞会 第388回例会（創立60周年記念第1弾）
前進座「牛若丸」
今回の例会は前進座の創作歌舞伎。本会は、1961 年
音楽センターの開館と同じ年に創設され、いままで
400本を超える作品を鑑賞し、延べ65万人以上の観劇
を持ちました。素晴らしい舞台を、ぜひ味わっていた
だくため、本会への入会をお勧めします。身体に栄養
が必要なように “ 心にも栄養 ” をいかがでしょうか。

昨年のステージの様子
会場

2月19日（水）18:30 開演

料金 一般 1,500円 学生 1,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
榛名文化会館
和田一樹（指揮）、群馬交響楽団（管弦楽）

会場
備考

高崎市文化会館
参加方法 会員制（入会金 1,000円、月会費 3,000円）

※年に5〜6回の定例観劇会と劇団との交流・学習会もあります。

2月23（日）14:00 開演

演劇｢桜姫と白蛇伝説｣
ここは柏木沢村の鎮守の森。満開の桜の
下、覚満大明神様（赤城若御子神社）の元で
少女ミネは謎めいた若武者に出会います。
やがでミネは若武者に淡い恋心を抱きつ
つ、村に襲いくる災厄に共に立ち向かうの
です。
この演劇は、高崎市箕郷町に古くから伝
わる逸話を題材とし、ミネが桜姫と呼ばれ
るまでの姿を描く物語です。
会場
料金

演劇「桜姫と白蛇伝説」
出演者・スタッフのみなさん

箕郷文化会館
全席指定500円 ※公演時3歳以上有料（3歳未満でも席が必要であれば有料） 出演 公募市民

アート／サイエンス

高崎シティギャラリー展示室
2月
6

7

木

8

金

9

土

10

日

11

月

12

火

水

窓口受付時間
施 設 概 要
13

8:30〜17:15

展示室 7 室／ホール 324 席

14

木

金

15
土

16

17

日

月

18

住

所

電

話

19

火

〒 370-0829 高崎市高松町 35-1
027-328-5050

20

水

21

木

22

金

23

土

日

24

25

月

火

26
水

予備室
第1展示室

高崎市小・中・特別支援学校 ゆうあい教育作品展

実技ゼミ卒業・修了制作展

第2展示室

ベルデ展（絵画展）

平成31年度
群馬大学教育学部美術教育講座 卒業制作展

高崎市ゆうあい教育主任会 TEL.027-373-2264

群馬県立女子大学実技ゼミ TEL.0270-65-8511

ベルデ会 TEL.027-385-3942

Gourd展
（油・水彩）

笹山勝雄 TEL.080-3967-5085

群馬大学教育学部美術教育講座 TEL.027-220-7313

こどものアトリエ展

第3展示室

こどものアトリエ TEL.090-5541-7679

中央情報大学校卒業制作展

中央情報大学校 TEL.027-324-8511

絵画展

社会福祉法人 大平台会 陶芸教室作品展
第4展示室 大平台会陶芸教室
TEL.027-323-0153

斗南美術協会 TEL.027-252-1709

サンライフ高崎写真展

第5展示室

サンライフ高崎 TEL.090-4063-1984

2019朝日フォトフェス

群馬県朝日新聞グループ会
TEL.027-221-1435

第6展示室

手島桑海書作展

手島和典 TEL.027-289-4689

ハイビジョンギャラリー上映番組
期間

上映時間

月・火・水・金
2月1日（土）〜26日
（水）

ラジオ高崎 FM76.2

いずれも入場無料。上映時間内に自由に出入りできます。

[ ギャラリートーク ]

プログラム

〜展示情報をお届けしています〜

■開館時間は 9:00〜19:00（展示室終了時）

土・日

展示公開時間は催し物により異なります。

11:00 12:00 13:00 14:00 「伊藤若冲と江戸絵画」

（1日4回）

■ 2/27（木）〜3/4（水）は保守点検のため催し物はあり
ません。
■主催者の都合により、変更になる場合もありますの

※ハイビジョンギャラリーは2/6（木）
・13（木）
・20（木）
・27（木）〜3/5（木）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。

高崎市少年科学館

9:00〜17:00

開館時間

2/3（月）
・10（月）
・17（月）
・25（火）

休 館 日

■一般番組

観覧料

一般320円
（団体260円（20名以上））

■子ども向け番組

火〜金

お知らせ

学習・団体（午前中）

土・日・祝日

11:00

13:30

14:00

15:30

14:45

16:00

●2/4（ 火）は保守点検のため投映
はありません。
●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）

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

−Mの秘密を探る旅−

話

〒370-0065 高崎市末広町23-1
027-321-0323

要申し込み

日時
定員

2月8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 1月30日（木）

「ビー玉を使ったおもちゃを作ろう」
ビー玉を使った楽しいおもちゃを作る。

2月22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 300円（材料費） 締切 2月13日（木）

パソコン教室

投映中〜3月1日（日）

「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。

要申し込み

「スクラッチを使ってシューティングゲームづくり」
プログラミング言語「スクラッチ」を使ってシューティングゲームを作る。
日時
定員

対象 小・中学生
2月9日（日）9:30〜12:00
（小学３年生以下は保護者同伴）
10人 費用 無料 締切 1月30日（木）

「プログラミンで遊ぼう」

子ども向け番組（冬の星座解説を含む約35分）

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

所

電

磁石の力を利用して木を登るテントウムシを作る。

定員

一般番組（冬の星座解説を含む約40分）
投映期間

住

「木登りテントウムシを作ろう」

日時

冬の星空散歩

で、詳細は各主催者にお問い合わせください。

科学工作教室

プラネタリウム
プラネタリウム投映時間

◎毎週（土）9:15〜9:29／（日）再 10:30〜10:44

11:00 12:00 13:00 14:00 「印象派展覧会」より モネ、ドガ、ピサロ ほか

（1日4回）

文部科学省のウェブサイト「プログラミン」を使って簡単なアニメーションを作る。
日時
定員

対象 小学生
2月23日（日）9:30〜12:00
（小学３年生以下は保護者同伴）
10人 費用 無料 締切 2月13日（木）

投映中〜5月31日（日）

〜科学工作教室・パソコン教室の申し込み〜

天文教室
「冬の天体と金星を見よう」
日時：2月28日（金）19:00〜

■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・
参加費

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。

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。

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（企画展示課）※必ず返信メールをご確認ください。

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

15:00〜21:30 月・火休
2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／お知らせ

〒 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

2月29日（土）

Vリーグ男子優勝決定戦

2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN
V・ファイナルステージ ファイナル

レギュラーラウンド上位 5 チームがファイナルステージに進出し、パラ
マス式トーナメント（勝ち残りトーナメント方式）で、男子バレーボー
ルチームの日本一を競います。ファイナル（優勝決定戦）が行われる高
崎アリーナでは、レギュラーラウンド優勝チームと前週に行われるセミ
ファイナルを勝ち上がってきたチームが対戦。オリンピックを控え、目
が離せない男子バレーボール選手たちによる国内トップのプレーを間近
でご観戦ください。

※大会およびチケットの詳細は、
Vリーグ公式サイトをご確認ください。

レギュラーラウンド参加チーム

パナソニックパンサーズ・JTサンダーズ広島・東レアローズ・サントリーサン
バーズ・ウルフドッグス名古屋・堺ブレイザーズ・ジェイテクトSTINGS・FC東
京・大分三好ヴァイセアドラー・VC長野トライデンツの計10チーム

浜川プール

住

所

〒 370-0081 高崎市浜川町 1575-1（浜川運動公園内）

開館時間 10:00〜21:00
（日曜・祝日は17:00まで）

電

話

027-344-5511

（祝日の場合は翌日が休館）
休 館 日 月曜

トレーニングルーム
たのしくエアロ
日

程

2月4日・18日（各火曜日）

温水プール
時

間

はじめてのヨガ
日

程

ワンポイントアドバイス

13:30〜14:30

2月6日・13日・20日・27日（各木曜日）

時

間

日

程

2月6日・13日・20日・27日（各木曜日）

時

15:05〜15:55

間

「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

13:30〜14:30

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。

●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。

Short Shorts Film Festival ＆ Asia in TAKASAKI

入場無料

高崎芸術劇場よりお知らせ

ショートショート
フィルムフェスティバル ＆ アジア in 高崎
3/3（火）
・4（水）
・5（木） 高崎芸術劇場 スタジオシアター

高崎芸術劇場

施設見学会 vol.5

能舞台、お披露目！

2/16（日） ①10:00〜12:00
②14:00〜16:00

国 際 短 編 映 画 祭「 シ ョ ー ト

ショート フィルムフェスティバ
ル ＆ アジア」が贈る珠玉の作品
を高崎でご覧いただけます。上
『雨のあとに』
（AFTER THE RAIN）

映作品は、ミュージックプログ

『ロブ』
（ROBU）

ラムやアニメーション、2019 年

スタジオシアターに設置される能舞台の屋根部
（青森県内の工場にて。2019.12 ）

の受賞作品から選りすぐった 18
本。1～25 分間という短編のなか

大劇場と音楽ホールに加え、今回はス

に色とりどりの人生がギュッと

タジオシアターに設置した“本格能舞台”

織り込まれた作品群です。

をご覧いただける貴重な機会です。

詳細は次号、または HP などで
『新しい音楽』
（The New Music）

『街角のワールドカップ』
（Il Mondiale in piazza）

＊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。
＊能の公演はございません。

紹介いたします。お楽しみに。

■ショートショート フィルムフェスティバル & アジア (SSFF & ASIA) とは？

〈お問い合わせ〉高崎芸術劇場部 TEL.027-321-7300

1999年より毎年6月に東京で開催している米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭。
俳優の別所哲也が創立。これまでに延べ40万人以上を動員。オフィシャルコンペティション（インターナショナル、アジアインター
ナショナル、ジャパン）各部門およびノンフィクション部門の優秀賞受賞作品、最大4作品が次年度の米国アカデミー賞短編部門の
ノミネート選考対象となります。
《https://www.shortshorts.org》

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

2月10日（月）は保守点検のため、高崎芸術劇場
2Fチケットカウンター及びチケットセンター
（電話受付）はお休みとなります。ご不便をお掛
けしますが、ご了承ください。

19:00 開演 大ホール

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

©ND CHOW

［料金］ チケット発売中
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
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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）

