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モーリス・ベジャール・バレエ団

―司祭館はいまだその魅力を失わず、
庭の輝きも以前のまま

FOR
[振付]モーリス・ベジャール

[音楽]クイーン、W.A.モーツァルト
[衣裳]ジャンニ・ヴェルサーチ
※音楽は特別録音による音源を使用します。

クイーン の名曲 がダンス で炸裂！

「バレエ・フォー・ライフ」

ジョルジュ・ドン、
フレディ・マーキュリー、

夭折した若者たちに捧ぐ感動のステージ。

BALLET

LIFE
Maurice Béjart
2020
全席指定

©BBL-Francois Paolini

5／29（金）19:00開演（18:15開場）高崎芸術劇場 大劇場
S席 12,000円

高崎芸術劇場

A席 10,000円

B席 8,000円

C席 5,000円

U-25
（C席）
2,000円

チケット
好評発売中！

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

高崎財団 ピックアップ公演

ロックとバレエ、奇跡の融合！
NEW!!

モーリス・ベジャール・バレエ団

「バレエ・フォー・ライフ」

モーリス・ベジャール
（1927-2007）

5/29（金）19:00開演（18:15開場）
バレエ界に革命をもたらした振付家モー

きジャンニ・ヴェルサーチの作品であり、

リス・ベジャ－ル。彼の名を冠した同バレ

類まれなる才能を持ったアーティストたち

エ団の来日は実に 11 年ぶり。世紀の傑作

をひっさげて感動の舞台をお届けします。

©BBL-IliaChkolnik

©Marcel Imsand

ロック界のスーパー・スター “ クイー
ン ” のフレディ・マーキュリーとベジャー
ル作品でカリスマ的存在感を放った伝説の

の結晶とも言えるこの舞台は、また新たな
伝説を打ち立てることでしょう。全編にク
イーンの名曲が響き渡ります。
料金

全席指定 S席 12,000円
A席 10,000円 B席 8,000円
C席 5,000円 U-25（C席）2,000円

出演

モーリス・ベジャール・バレエ団

ダンサー、ジョルジュ・ドンという不世出
のアーティスト二人の死に触発されて誕生
©BBL-IliaChkolnik

した「バレエ・フォー・ライフ」。衣裳は亡

©BBL-gregory

世界中で愛される“アリス”の物語が
ポップでユーモラスなバレエに！
NEW!!

新国立劇場バレエ団「不思議の国のアリス」

6/27（土）
・28（日）両日14:00開演（13:15開場）
▼

チケット発売開始

web 3/13
（金） 電話 3/16
（月） 窓口 3/17
（火）

ルイス ･ キャロルの『不思議の国のアリ

ロイヤル・バレエで初演し世界を席巻。ア

ス』を題材に、振付にはバレエの新時代を

ジアでは唯一新国立劇場バレエ団が上演を

切り開いた英国人振付家クリストファー

許されました。

･ ウィールドン、美術には数々の作品でト

磨きのかかったエンターテインメント性

ニー賞を受賞しているボブ ･ クロウリーな

と芸術性を兼ね備えた華やかな舞台をご期

ど、錚々たるアーティスト達が集結。英国

待ください。

料金
出演

全席指定 S席 12,000円 A席 10,000円 B席 8,000円 C席 5,000円 U-25
（C席）2,000円
新国立劇場バレエ団、東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

※公演時間は約2時間50分（休憩2回含む）です。 ※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。
※壁際の座席などは、舞台の一部が見えにくい場合がございます。

人間国宝、片岡仁左衛門が登場！
NEW!! 松竹大歌舞伎

“アジアのシリコンバレー” 深センから初来日！
高崎市民無料
NEW!! 深セン交響楽団 特別演奏会
公募招待公演

4/4（土）13:30開演（12:45開場）
料金
出演
演目

全席指定 S席 6,000円
片岡仁左衛門 ほか

5/6（水・祝）16:00開演（15:15開場）

指揮は実力・人気共に中国若手ナンバー1

A席 4,000円

とされるリン・ダーイエ。ピアニストのファ
ジル・サイとの共演にもご期待ください。

しょうふだつきこんげんくさずり

一、正札附根元草摺
よしつねせんぼんざくら

【応募について】
対象は高崎に在住、在勤の方です。詳細が決まり次第、
当劇場HPや広報高崎などでご案内いたします。

「小金吾討死」
「すし屋」
二、義経千本桜「木の実」

世界を舞台にさらなる飛躍を遂げるー
スーパー・ビッグバンド
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）

日本のトップミュージシャン 15 人に

よるビッグバンドの 15 周年ツアーに若

手ギタリスト山岸竜之介が参加。ジャズ
とロックがコラボします！
【大劇場】その他のチケット情報
4/7（火）
18:30開演
5/24（日）
14:00開演
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出演
演目

©Clive Barda

©MarcoBorggreve

リン・ダーイエ
（指揮）

ファジル・サイ
（ピアノ）

リン・ダーイエ（指揮）、ファジル・サイ（ピアノ）*、深セン交響楽団（管弦楽）
ジャン・チエンイー／「わが祖国」より、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第3番*
ドヴォルジャーク／交響曲第9番「新世界より」

ヴァイオリン界の新星と円熟マエストロの融合
群馬交響楽団 第556回定期演奏会
3/21（土）18:45開演（18:00開場）

2013年から6年間、群響音楽監督を務めた大友直人による、

料金

シーズンを締めくくる演奏会。前半は、2018 年日本音楽コン

全席指定 S席 5,000円

クール・ヴァイオリン部門で第 1 位に輝いたヴァイオリン界の

S席残席僅少

A席 4,000円 B席 3,000円
U-25
（B席）1,500円

新星、荒井里桜をソリストに迎え、ヴァイオリン協奏曲 ニ短

©Rowland Kirishima

大友直人
（指揮）

後半は、大友の得意としているイギリス音楽レパートリーの

中から、交響曲 第2番（エルガー）。定期演奏会としては１年ぶ
りの共演となる『大友×群響』の響きを是非お楽しみください。

チケット発売中

日中友好記念作品 朱鷺（トキ）舞劇
※4/7（火）
『朱鷺』は公演中止と
全席指定 S席 7,600円 A席 7,100円
なりました。
［主催］MIN-ON
フジコ・ヘミング＆バーデン・バーデン南西ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団
全席指定 S席 11,000円 A席 9,000円 B席 7,000円 C席 5,000円
［主催］コンサート・ドアーズ

調 作品 47（シベリウス）を取り上げます。

料金
曲目

荒井里桜*
（ヴァイオリン）

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

シベリウス／ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47*
エルガー／交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

プレイガイド

P04の定期演奏会の欄をご確認ください。

高崎財団 ピックアップ公演

NEW!!

“３つのテーマ”で音楽ホールを堪能。

木の温もりあふれる約 400 席の音楽ホール。上質な音響を誇る同ホールは、開館以来、
世界的演奏家を招いたリサイタルを開催。ステージと客席は親密ながら、ゆったりと
した空間で、お客様だけでなく演奏者の方々からも好評をいただいています。
2020 年度・前期は “3 つのテーマ ” で多彩な公演

100 年」を先取りしてのバンドネオン。日本を代表

切りとなる 4 月は群馬交響楽団とも長く共演を重ね

3 つめのテーマは「この楽器、いっぱい」。トロン

をご用意しました。まずは「名手と仲間たち」。皮

する奏者、小松亮太ら 4 人によるステージです。

るピアニスト、児玉桃がフランスの盟友たちと本場

ボーンは 8 人、ホルンは 4 人と世界的演奏者がそろ

スト、マイスキーが登場、バッハの無伴奏曲ほか、

なるでしょう。10 月には、名門アンサンブルによる

のエスプリを届けます。5 月は現役最高峰のチェリ

国内の気鋭奏者らと一期一会の五重奏を披露します。
つづいてのテーマは、来年迎える「ピアソラ生誕

《6回セット券》

好評発売中

20,000円（1回ずつ購入すると30,000円）

い、“ ブラス・ファン ” には特別たまらない 2 公演と

＊6回それぞれお好きなお席が選べます。
＊お求めは、web 高崎芸術劇場メンバーズ専用HP、
または 電話 高崎芸術劇場チケットセンター
TEL.027-321-3900まで。

名曲「展覧会の絵」を披露。春から初秋まで、彩り
豊かな響きをお届けいたします。

2020・前期・音楽ホール公演
フランスのトップ奏者が奏でる珠玉の自国作品

世界最高峰のチェリストによるバッハほか

児玉桃（ピアノ）とヨーロッパの仲間たち
全席指定 4,000円

©Marco Borggreve

U-25 2,000円

児玉 桃（ピアノ）
、ジェニファー・ギルバート
（ヴァイオリン）
パヴェル・ゴムツィアコフ（チェロ）、フランソワ・ソゾー（クラリネット）
曲目 フォーレ／ピアノ三重奏曲 ニ短調 op.120、
プーランク／クラリネット・ソナタ FP184
メシアン／世の終わりのための四重奏曲
出演

バンドネオン奏者４人がそろう特別なステージ

小松亮太 バンドネオン・カルテット

6/6（土）15:00開演（14:30開場） セット券対象
料金

全席指定 4,000円

U-25 2,000円

©YUSUKE TAKAMURA

小松亮太、北村聡、早川純、ビッレ・ヒルトゥラ（バンドネオン四重奏）
田中伸司（コントラバス）、レオナルド・ブラーボ（ギター）
曲目 ピアソラ／リベルタンゴ、
ロドリゲス／ラ・クンパルシータ、
ジョルド／エル・チョクロ ほか

ドイツ・トップ・オーケストラの首席奏者8人が集結

トロンボーン・ユニット・ハノーファー

7/8（水）19:00開演（18:30開場） セット券対象
▼

料金
出演

web 3/13
（金） 電話 3/16
（月） 窓口 3/17
（火）

全席指定 5,000円

U-25 2,000円

フレデリック・ベッリ
（南西ドイツ放送響）
、
マテウス・ドゥヴレツキー
（ハンブルク響）
ラーシュ・カーリン
（ベルリン・コンツェルトハウス管）
アンゲロス・クリティコス
（バンベルク響）
、
トメル・マシュコフスキー
（ベルリン・ドイツ響）
トビアス・シスラー
（ハノーファー歌劇場）
カロル・ガイダ
（プラハの春国際音楽コンクール2011第3位入賞）
ミヒャエル・チュール
（元ケルン・ギュルツェニッヒ管）

2020・前期・音楽ホール公演

二年前の感動を再び。
鬼才ピアニスト、待望の来演
NEW!!

ファジル・サイ ピアノ・リサイタル

5/5（火・祝）16:00開演（15:30開場）
▼

チケット発売開始

web 3/13
（金） 電話 3/16
（月） 窓口 3/17
（火）

2018 年 11 月、高崎シティギャラリーを訪れたサイは、大胆かつ繊細、軽妙

にして濃厚な演奏で高崎の聴衆を魅了しました。
卓越した演奏家であると同時に、優れた作

曲家でもあるサイはわずか 5 歳でその才能を

開花させたそうです。ジャズや民族音楽、電
子系音楽や日本の古典音楽までをも作曲の糧

全席指定 8,000円

ロイソナタ」を披露。生誕 250 周年を迎える

©Bernard Rosenberg DG

U-25 2,500円

ミッシャ・マイスキー（チェロ）、﨑谷直人（ヴァイオリン）、瀧村依里（ヴァイオリン）
横溝耕一（ヴィオラ）、富岡廉太郎（チェロ）
曲目 J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 BWV1007
（マイスキー独奏）
シューベルト／弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956 ほか
出演

ベルリン・フィルハーモニー・
ホルン・カルテット

7/4（土）14:00開演（13:30開場） セット券対象
チケット発売開始

料金
出演

web 3/13
（金） 電話 3/16（月） 窓口 3/17（火）
U-25 2,000円

全席指定 5,000円

シュテファン・ドール、
シュテファン・イェジェルスキ、
サラ・ウィリス、
アンドレイ・ズスト

名手カルテットによる圧巻の
「展覧会の絵」

フォーレ四重奏団

10/11（日）14:00開演（13:30開場） セット券対象
チケット発売開始

料金

web 3/13
（金） 電話 3/16（月） 窓口 3/17（火）

全席指定 4,000円

U-25 2,000円

フォーレ四重奏団
曲目 ベートーヴェン／ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op.16
フォーレ／ピアノ四重奏曲第1番 ハ短調op.15、
ムソルグスキー／展覧会の絵
出演

群響スタープレイヤーによるホルン協奏曲
平日午後のモーツァルトⅡ
3/3（火）13:30開演（13:00開場）

モーツァルトのホルン協奏曲全４曲を

一度に聴ける、またとない機会です。
料金

全席指定 4,000円

出演

渡邊一正
（指揮）
濵地 宗
（群響第一ホルン奏者）
群馬交響楽団

U-25 1,500円
©Satoru Mitsuta

渡邊一正

濵地 宗

この
「四季」
、
刺激的。
（ヴァイオリン）
アマンディーヌ・ベイエ
＆リ・インコーニティ

3/14（土）14:00開演（13:30開場）

にしているというサイ。今回は、自作の「ト

ベートーヴェンのソナタの大曲も楽しみです。

料金

名手シュテファン・ドール率いる四重奏

出演

チケット発売開始

5/28（木）19:00開演（18:30開場） セット券対象

▼

料金

▼

4/17（金）19:00開演（18:30開場） セット券対象

ミッシャ・マイスキー（チェロ）
＆スペシャル・カルテット

©Oscar Vazquez

フランス古楽新世代の旗手、ベイエ率いるアンサンブルがお届けするオー

©MarcoBorggreve

料金

全席指定 6,000円

U-25 2,500円

曲目

サイ／トロイソナタ
ベートーヴェン／ピアノソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」

ル・ヴィヴァルディ・プログラム！2016 年に次いで 3 回目の来日です。
料金
曲目

全席指定 5,000円

U-25 2,000円

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」
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高崎財団 ピックアップ公演

夏木マリと土屋太鳳が創る新しい印象派。童話シリーズ第4弾
NEW!!

印象派NÉO vol.4

土屋太鳳出演／夏木マリ演出

「The Last of Pinocchio ピノキオの終わり」

6/27（土）①13:30開演（12:30開場）②18:30開演（17:30開場）
web 3/13
（金） 電話 3/16
（月）

▼

チケット発売開始

3/17
（火）

窓口

は、大人こそが読まなければいけないバイブル」と

エンターテイメントの未来を背負う土屋太鳳が初

土屋太鳳

考え、誰もが知る童話を『わたしたちの赤ずきん』

出演、そしてその第一線を走り続ける夏木マリが

3 年振りに演出を務める世界初演作品『印象派 NÉO

『灰かぶりのシンデレラ』
『不思議の国の白雪姫』と

東京、京都、福岡、高崎、そして世界 3 大演劇祭の

た。コンセプトは、“ 主人公が主役とは限らない。

vol.4「The Last of Pinocchio ピノキオの終わり」』。

料金

して、大人のための舞台に演出、上演してきまし

ひとつシビウ国際演劇祭のみの稀少公演となります。
演出の夏木マリは「子供心を失わず、いつも新鮮

※U-22料金は公演当日22歳以下の方が対象です。

童話の残酷性と現代社会のアンチテーゼ ”。新作は
「ピノキオ」を題材にした作品を上演します。

vol.

全席自由 2,200円

3/8（日）
・3/9（月）
両日13:30上映

を。三味線は音で感情を表現します。伝統芸能の
妙技をとくとお楽しみください。

演目

写真 青木信二

バレエ古典作品を斬新な解釈で新しい

世界観に創り上げる奇才マシュー・ボー

【昼の部／昼夜通し券】完売御礼 【夜の部】S席完売御礼

A席 3,000円

U-25（A席）1,000円

ン。トニー賞では最優秀ミュージカル演

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。
しょううつしあさがおばなし

出賞、振付賞、衣装デザイン賞の三冠は
じめ多数受賞。バレエの常識を打ち破っ

ひだかがわいりあいざくら

〈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

た、必見の作品です！

※公演前、解説付き。字幕あり。

3月 チケット発売情報

高崎芸術劇場 大劇場 18:45開演（18:00開場）
4/18（土）

学生500円

第560回

7/4（土）

※未就学児の入場はご遠慮下さい。
出演

群馬ブラスクインテット、市立箕郷中学校吹奏楽部、
市立群馬中央中学校吹奏楽部

アルヴァマー序曲／Ｊ・バーンズ作曲、パプリカ／米津玄師作曲

郷間幹男編曲 ほか

箕郷文化会館 TEL.027-371-7211

《4～6月公演・窓口取扱いチケット一覧》 ※下記プレイガイド
公演名

音楽の小径一台八手ピアノコンサート
～とっておきの昼下がり～

会場

白水裕憲フルートリサイタル vol.8

5/3（日・祝）
14:00開演

全席自由 一般 1,500円（当日2,000円）
学生・シルバー65歳以上 500円（当日1,000円）

福田こうへいコンサートツアー2020

6/3（水）
13:30開演

S席 6,800円

プレイガイド

年会費 無料 より早く、
便利にチケットが購入できる!

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）

A席 5,000円

B席 4,000円

C席 3,000円

をご参照ください。

自由席 500円

高崎芸術劇場メンバーズ登録受付中

S席 5,500円

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

4/11（土）
13:00開演

■高崎芸術劇場メンバーズ限定

ブルックナー／交響曲 第8番 ハ短調 WAB108（ハース版）

小林 研一郎（指揮／群響
ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第３番 ハ短調 作品37***
ミュージック・アドバイザー）
ブラームス／交響曲 第1番 ハ短調 作品68
阪田 知樹（ピアノ）***

【1回券】全席指定 SS席 6,500円

料金

※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。
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窓口発売

日時

web先行 受付開始日の10:00～ 24時間受付

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 **
マーラー／交響曲 第5番 嬰ハ短調

5/23（土） 三原 未紗子（ピアノ）**
第559回
広上 淳一（指揮）
6/20（土）

▼

全席指定 1,000円

曲目

ハイドン／チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 Hob.VIIb-2*
ミハル・カニュカ
（チェロ）
* ラフマニノフ／交響曲 第2番 ホ短調 作品27

第558回 飯森 範親（指揮）

■ 6/13（土）14:00開演（13:30開場）
チケット発売開始 3/13
（金）
料金

チケット発売中

日程
出演
第557回 大植 英次（指揮）

群響
「群馬ブラスクインテット」×
箕郷・群馬地域合同バンド「Happiness」
ジョイントコンサート

問い合わせ

©New Adventures 2019，Photography: Johan Persson.

群馬交響楽団 定期演奏会 2020《前期シーズン》

箕郷文化会館

曲目

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。

演出・振付：マシュー・ボーン 音楽：ピョートル・チャイコフスキー 上映時間：127分

三人で一体を操る人形。太夫はセリフと説明

全席指定 S席 4,000円
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ODS=Other Didital Stuff（Source）

世界中が震撼した名作がよみがえる―
マシュー・ボーン IN CINEMA / 白鳥の湖

写真 青木信二

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）

出演

A席 8,000円

土屋太鳳、マメ山田、マリナツキテロワール
夏木マリ
振付 井手茂太
（イデビアンクルー）、小 健太
長谷川達也（DAZZLE）

た ゆ う

料金

全席指定 S席 8,500円
U-22 4,000円

出演

に生きたいと感じますが、子供に読み聞かせる童話

太夫・三味線・人形が
三位一体の総合芸術
人形浄瑠璃 文楽

夏木マリ

A席 5,800円 ※未就学児入場不可

お問い合わせ

高崎シティギャラリー
コアホール

音楽の小径 TEL.080-6786-5458

高崎芸術劇場
音楽ホール

白水裕憲 TEL.027-326-9544
shirouzu1001@gmail.com

高崎芸術劇場
大劇場

ベルワールドミュージックTEL.03-3222-7982

こみち

電話受付

■高崎芸術劇場チケットセンター TEL 027-321-3900（10:00～18:00）無休
窓口発売 高崎市文化施設プレイガイド（窓口発売初日10:00～受付開始）
■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・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）

※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

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）
、
3月からは18:00まで
（入館は17:30まで）

住

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

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

3/2（月）
・9（月）
・16（月）
・23（月）

休 館 日

3/2（月）
・9（月）
・16（月）
・23（月）〜31（火）※展示替および館内設備保守のため4/17（金）まで休館

観 覧 料

一般600
（500）
円

観 覧 料

一般500（400）円

大高生300
（250）
円

大・高生300（250）円

開催中-3.29 日

開催中-3.22 祝

ロシア（現ベラルーシ）生まれで、フ

父娘で挑んだ画の真髄

マルク・シャガール ―愛と祈りと冒険と。8つの版画物語―

暁斎 暁翠

ランスを拠点に活躍したシャガール。本

現在、自由自在な描写力で国際的にも評価の高い河鍋暁斎

展では愛と幻想とが交錯する色彩豊かな

（1831〜1889）と、その娘・河鍋暁翠（1868〜1935）を紹介して

絵画・銅版画・リトグラフの中から、代

います。暁斎が描く風神雷神は、尾形光琳など琳派が描く風神

表作『聖書』
『ダフ二スとクロエ』をはじ

雷神と配置が逆です。それは狩野派の伝統的な配置を踏襲して

め 279 点を紹介します。

いるからで、狩野派を修めた暁斎の矜持を感じさせます。
展示風景

一般200
（160）
円

版画集『ダフニスとクロエ』より

河鍋暁斎《風神雷神図》
（双福） 河鍋暁斎記念美術館蔵

住

所

〒370-0862 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

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

休 館 日 3/2（月）
・9（月）
・16（月）
・23（月）
・30（月）

開園時間 9:00〜16:30
（入園は16:00まで）

大高生160
（100）
円

日時：3月1日（日）14：00〜15：00
講師：竹内俊雄氏
（山田かまち・小学校3年生時担任）
費用：無料（観覧料は別途必要）
申し込み：当日直接会場へ

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。

問い合わせ先・開館時間・休館日

3/8（日）9:00 〜15:00 観覧無料

【多胡碑】
多胡碑記念館

1300年ほど前の東アジアの文化交流を示す日本最古の石碑群を一般公開します。石碑を守る覆屋の扉が
開かれ、直接観覧できる数少ないチャンスをお見逃しなく。

【山上碑・金井沢碑】
市文化財保護課 電話：027-321-1292

＊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。

会場

3/20

高崎市文化会館

3/21

高崎市文化会館

3/22

高崎市文化会館

バックステージツアー

高崎市文化会館

10

11

12

13

14

10:00〜12:17
ある船頭の話

13:00〜14:32
ブルーアワーにぶっ飛ばす

3/25

高崎芸術劇場
シネマテークたかさき

11:00〜12:54
嵐電

2020年3月8日(日) 〜3月14日(土)

定員

20名＊定員に達し次第締め切り

■ 協力 高崎映画祭／シネマテークたかさき

18

19

20

21

19:00〜20:29
岬の兄妹

15:40〜17:40
半世界

18:40〜20:49
宮本から君へ

群馬音楽センター

授賞式

19:30〜21:16
赤い雪 Red Snow
10:30〜11:52
キューブリックに愛された男

12:30〜14:04
キューブリックに魅せられた男

10:30〜11:58
COLD WAR あの歌、2つの心

12:30〜14:07
ユリウシュ

14:30〜16:07
ユリウシュ

16:30〜18:18
ザ・ベスト

シネマテークたかさき

3/27

高崎芸術劇場

（金）

シネマテークたかさき

3/28

高崎芸術劇場
シネマテークたかさき
高崎芸術劇場

（日）

シネマテークたかさき

3/30

高崎芸術劇場
シネマテークたかさき

17:00〜18:48
ラストムービー

19:20〜21:01
デニス・ホッパー

17:00〜18:45
子どもたちをよろしく
10:30〜12:22
雪子さんの足音

13:00〜14:22
キューブリックに愛された男

15:00〜16:28
COLD WAR あの歌、２つの心

19:15〜21:03
ザ・ベスト

16:30〜18:23
新聞記者
10:30〜12:18
ザ・ベスト
10:30〜11:30
The Last Entry / Senses

12:40〜14:32
雪子さんの足音

15:00〜16:48
ラストムービー

12:00〜13:52
影踏み
12:30〜14:19

10:30〜12:08
カーヴィング・ザ・ディヴァイン 仏師

12:30〜14:30
旅のおわり世界のはじまり

10:30〜11:37
世界一と言われた映画館

12:30〜14:27
種をまく人

YUKIGUNI

19:00〜21:14
デイアンドナイト
17:20〜19:01
デニス・ホッパー

15:00〜17:07
惡の華

10:30〜11:57

14:40〜16:33

映像 / ブラインド・デート

西暦2015年 / 他人の家

19:30〜21:04
キューブリックに魅せられた男

狂気の旅路

18:00〜19:54
劇場版おっさんずラブ
スクリーン
トーク

19:30〜21:32
ドラゴンヘッド

17:30〜18:58

UFO少年アブドラジャン

15:30〜17:21
大観覧車

12:40〜14:42
ドラゴンヘッド

15:20〜16:35
船長さんのかわいい奥さん

35mm上映

15:10〜16:14
おばけ

17:30〜18:56
ミドリムシの夢

19:30〜20:34
おばけ

16:40〜18:33
西暦2015年 / 他人の家

19:30〜20:56
左様なら
19:00〜20:49
映像 / ブラインド・デート

18:00〜18:57
暁闇
10:30〜11:45
船長さんのかわいい奥さん

12:30〜13:37
世界一と言われた映画館

14:30〜15:57
YUKIGUNI

35mm上映

18:00〜19:41
ラブ・コネクト / Miss Fortune /東京彗星 / GHOSTING

18:00〜19:00
眠る虫
10:30〜11:58
UFO少年アブドラジャン

狂気の旅路

19:30〜21:25
火口のふたり

17:00〜18:37
ユリウシュ

高崎芸術劇場
シネマテークたかさき

19:00〜20:46
愛の小さな歴史
19:30〜21:23
夜明け

14:40〜16:26
愛の小さな歴史

高崎芸術劇場

（木）

（火）

17

小学生以上（小学生は保護者同伴）

申込期間

高崎芸術劇場
シネマテークたかさき

3/31

16

無料 ＊事前のお申し込みが必要です

参加費
参加資格

休映日

（火）

（月）

15

バックステージツアー

（月）

3/29

■ 主催（公財）高崎財団(高崎市文化会館)

16:00〜18:07
最初の晩餐

3/23

（土）

2020年3月21日
（土）
14:35 ■ 大ホールロビー集合
14:45 ■ スタート
（所要時間約30分）
申し込み 高崎市文化会館 TEL 027-325-0681
受付時間 9:00〜17:00
（月曜休館）
日時

普段は足を踏み入れることのないホールの裏側をめぐるバックステージツ
アーを開催いたします。舞台袖、音響室、映写室等を周り、機材や機械の仕組
みなども知ることができます。ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。

高崎映画祭事務局 TEL.027-388-9649
http://takasakiﬁlmfes.jp

3/26

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：月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌日）

上野三碑一般公開（山上碑・多胡碑・金井沢碑）

第34回 高崎映画祭
2020.3.20[金]-4.5[日]

（水）

会場：染色工芸館

高 い 木 の 枝 に、 葉 が
出 る 前 に、 真 紅 色 の
小さな花をつけます。

開催中の展示

＊（ ）内は20名以上の団体割引料金

3/24

大高生80（50）円

園内の花情報

水彩・紙

施設名

（日）

休 園・休館 日 3/2（月）
・9（月）
・16（月）
・23（月）
・30（月）

ハナノキ

荒々しい自然の中でも力強く飛び立つその姿は、かまちの求める自由

（土）

027-328-6808

色の魅力を紹介しています。

や命の輝きの象徴であったのでしょうか。

（金・祝）

話

「草木染の美・春」では、日本

羽がひらめいています。鳥はかまちが繰り返し描いたモチーフです。

各覆屋

電

の染色文化の歴史に沿って天然染

荒波の上を、翼をいっぱいに広げて羽ばたく青い鳥。長く優雅な尾

おおいや

〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11

収蔵品展＜草木染の美・春＞

〈絵画解説〉

≪フェニックス≫

所

開催中-4.19 日（予定）

ギャラリートークのお知らせ

かまち少年の残した水彩画、デッサン、詩

住

入 館 料 一般100
（80）円

入 園 料 無料

常設展示

上野三碑

河鍋暁斎・暁翠伝

16:30〜17:56
ミドリムシの夢

19:30〜20:40
男の優しさは全部下心なんですって

18:30〜20:27
種をまく人

※高崎芸術劇場はスタジオシアターでの上映となります。
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3 月イベント・カレンダー
催し物
3月
1 日 令和元年度高崎市優秀スポーツ賞表彰式
1 日 高崎市消防表彰式
1 日 ECCジュニア榛名教室英語発表会
第24回 NTT東日本群馬支店

開演 終演

施設名

14:00 16:00

群馬音楽センター

無料

高崎市総務部スポーツ課 TEL.027-321-1296

9:30 11:30

高崎市文化会館

無料

消防局警防課 TEL.027-324-2216

14:00 16:50

榛名文化会館

無料

ECCジュニア榛名教室 TEL.090-7216-6880

高崎芸術劇場

無料（要事前応募）

5 木 チャリティ群響スプリングコンサート

18:30

ー

6 金 上野三碑 群響 〜母への愛と感謝のハーモニー〜

18:00

ー

東京学芸大学大学院音楽科修了生による

6 金 スプリングコンサート
7 土 第27回子育ての街づくりフォーラム
7 土 高崎マンドリン合奏団 第37回定期演奏会
7 土 ピアノレスナー会ジュニアコンサート
8 土 国立音楽大学群馬県同調会 第51回くにたちコンサート
8 日 ピアノ発表会
8 日 TAKASAKI CITY 第29回はるな梅マラソン

15 日 加山雄三コンサート2019-20 START

PICK UP!

全席自由 一般 1,000円

宮下紗依 TEL.080-6605-5737

無料

こだま幼稚園 TEL.027-326-3055

全席自由 500円

高崎マンドリン合奏団 TEL.027-385-9186

無料

ピアノレスナー会 TEL.090-1444-0781

全席自由 1,000円

国立音楽大学群馬県同調会 TEL.027-382-5399

高崎市文化会館

17:30 20:00

高崎シティギャラリー

14:00 16:00

高崎市文化会館

13:30 16:00

高崎シティギャラリー

無料

新井ピアノ教室 TEL.080-5032-4618

榛名文化会館

無料

TAKASAKI CITYはるな梅マラソン実行委員会・
榛名支所地域振興課 TEL.027-374-6715

箕郷文化会館

3,000円（当日3,500円）

ダンスアカデミーイチオカ
ソシアルダンススタジオクロスロード
TEL.027-372-0855

高崎芸術劇場

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

SAP（エス・エー・ピー）TEL.03-6912-0945

ー

ー

（大劇場）

13:00 14:10

高崎市文化会館

無料

高崎民主商工会 TEL.027-364-0627

17:00 19:30

高崎市文化会館

無料

高崎高校 和太鼓部 漢組 TEL.027-324-0074

14:00 16:00

高崎芸術劇場

全席自由 一般 2,000円（当日2,500円）
高校生以下 1,500円（当日2,000円）

日本ヒナステラ協会 TEL.080-4354-1994

17:30

15 日 第32回高崎市吹奏楽新人演奏会

MLP事務局
TEL.0120-62-5243
（株）
サンエス商会内

14:00 16:00

PICK UP!

15 日 高木直樹ピアノリサイタル

500円（要事前応募）
※応募は締め切りました。ご了承ください。

群馬音楽センター

19:00

13 金 重税反対全国統一行動 高崎・渋川地区集会
14 土 第12回高崎高校 和太鼓部 漢組定期演奏会

（音楽ホール）

13:00 16:00

TATUYA ISHII PREMIUM SYMPHONIC NIGHT
ANGEL WISH

高崎芸術劇場

※応募は締め切りました。ご了承ください。

NTT東日本 群馬支店
チャリティコンサート事務局
TEL.027-326-0131

高崎シティギャラリー

13:00 16:30

12 木 石井竜也 プレミアムシンフォニックナイト

（大劇場）

問い合わせ先

19:00 21:00

9:00

8 日 TheパーティーParty

料金

ー

（音楽ホール）

高崎芸術劇場
（大劇場）

全席指定8,000円

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

全席自由 500円

高崎市吹奏楽連盟
http://takasakisuisougaku.web.fc2.com/

9:30 16:30

群馬音楽センター

14:00 16:00

高崎シティギャラリー

無料

リリコ・スピラーレ TEL.027-363-5264

榛名文化会館

無料

榛名の梅祭り実行委員会・榛名支所産業観光課
TEL.027-374-5111

10:30 13:00

高崎市文化会館

無料

新島学園短期大学 TEL.027-326-1155

18:30 21:00

高崎シティギャラリー

全席指定 4,000円

葡萄屋 TEL.090-3146-8973

20 祝 推薦コンサート2020

13:30 16:30

高崎シティギャラリー

全席自由 一般 1,000円

20 祝 映画「ぼけますからよろしくお願いします」

10:30 12:12
14:00 15:32

榛名文化会館

1,000円（当日1,300円）

栃木県映画センター TEL.0288-22-2610

22 日 第34回高崎映画祭授賞式

16:00 18:00

群馬音楽センター

授賞式券 2,500円（当日3,000円）

高崎映画祭委員会 TEL.027-388-9649

26 木 古橋綾子ヴァイオリンリサイタル

19:00 21:00

高崎芸術劇場

26 木 群馬県立高崎高等学校吹奏楽部 第61回定期演奏会

18:00 20:30

群馬音楽センター

フルートアンサンブル

15 日 リリコ・スピラーレ 20th Concert
15 日 第29回榛名の梅祭り

9:30

18 水 新島学園短期大学 卒業証書・学位記授与式
18 水 第98回葡萄屋寄席 春風亭一之輔独演会
北関東ピアノコンクール入賞者記念

作曲：千住明

台本：黛まどか

ー

27 金 オペラ「万葉集〜明日香風編、二上山挽歌編〜」PICK UP!

19:00

27 金 弦楽研究発表会

17:30 21:20

笠原智廣ピアノアカデミー
28 土 国際コンクール入賞者による門下演奏会

15:00

28 土 群馬県立高崎女子高等学校吹奏楽部 第28回定期演奏会
29 日 群馬県立中央中等教育学校管弦楽部 第27回定期演奏会
29 日 シュコーラピアニーナ・高崎の森 ピアノ発表会
31 火 SPITZ JAMBOREE TOUR 2019-2020 “MIKKE”

ー

ー

（音楽ホール）

高崎芸術劇場
（大劇場）

小学生以下 500円

全席自由 一般2,200円 学生・シルバー（65歳
群馬交響楽団事務局 TEL.027-322-4316
以上）
・お体の不自由な方 1,500円

群馬県立高崎高等学校 TEL.027-324-0074

全席自由 300円（当日500円）
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

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

※未就学児入場不可

高崎シティギャラリー
高崎芸術劇場
（音楽ホール）

北関東ピアノコンクール実行委員会
TEL.027-363-6280

無料

井桁正樹 TEL.027-327-1730

無料（要整理券）

笠原智廣ピアノアカデミー
https://piano-ac.jp

17:00 19:30

群馬音楽センター

全席自由500円

群馬県立高崎女子高等学校 TEL.027-362-2585

13:30 16:00

群馬音楽センター

無料

群馬県立中央中等教育学校 TEL.027-370-6633

13:30 19:30

高崎シティギャラリー

無料

ピアノ教室

全席指定7.000円

VINTAGE ROCK Std.
TEL.03-3770-6900（平日12:00〜17:00）

18:30

ー

高崎芸術劇場
（大劇場）

高崎の森 TEL.027-327-5654

※高崎映画祭の日程については、P05をご覧ください。

PICK UP!
3月12日
（木）19:00開演

会場

高崎芸術劇場（大劇場）

TATUYA ISHII
PREMIUM SYMPHONIC NIGHT
石井竜也
プレミアムシンフォニックナイト
ANGEL WISH
音楽やアートを通じ
て様々な復興支援に
取り組むプロジェクト
「GROUND ANGEL」。
メッセージである、
「願
い (=WISH)〜明日のこ
ころの輝き」に想いを
託し、明日のこころの輝きを届けることを願う、石井竜
也氏の壮大なアートと音楽がコラボするプレミアムコン
サートをご期待ください。
※石井竜也氏の歌唱はありません。
出演

06

石井竜也、群馬交響楽団、ゲスト：千住明

3月15日（日）17:30開演

会場

高崎芸術劇場（大劇場）

加山雄三コンサート2019-20 START
80 歳を過ぎた今も色
褪せぬ歌声で多くの人々
を魅了し続ける加山雄
三。今回「海 その愛基金
海洋環境クリーンプロ
ジェクト」設立に伴い、
コンサートツアーを再
開。コンサートタイトル
は「START」
。“生きている
うちは、いつでもスター
ト地点に立っている ” と
いう意味が込められてい
ます。若大将の名曲の
数々をぜひ会場でご堪能
ください。
※コンサートの収益の一部を基金に寄付させて頂きます。
出演

加山雄三

3月27（金）19:00開演

作曲：千住明

会場

高崎芸術劇場（大劇場）

台本：黛まどか

オペラ
「万葉集〜明日香風編、
二上山挽歌編〜」
新元号「令和」のもととなっ
た日本最古の歌集「万葉集」を
題材に、万葉人の心に込めら
れた普遍的な思いを日本の歌
とオペラ、群馬交響楽団の演
奏でお送りします。天平衣装
をまとった若手ソリストの歌
声と四季をテーマに描いた映
像作品は必見。今回のために
公募した、特別合唱団もご期
待ください。
出演

千住明（指揮）、小林沙羅（ソプラノ）
谷口睦美（メゾソプラノ）、鈴木准（テノール）
与那城敬（バリトン）、群馬交響楽団（オーケストラ）
オペラ「万葉集」特別合唱団（合唱）

アート／サイエンス

高崎シティギャラリー展示室
3月
5

6

木

金

7

土

8

9

日

10

月

火

11

12

水

窓口受付時間
施 設 概 要

13

木

14

金

15

土

日

8:30〜17:15

展示室 7 室／ホール 324 席

16
月

17
火

18
水

19

20

木

金

21

22

土

日

住

所

電

話

23
月

〒 370-0829 高崎市高松町 35-1
027-328-5050
24
火

第1展示室

木

金

23rdキヤノンフォトクラブ群馬
写真展

第40回高崎市
小・中学校防火ポスター展

高崎市消防協力会 TEL.027-324-2214

28
土

29

30

日

月

31
火

4月
1

水

第11回写真展

第九回群馬松苓会展

絵画展

第1回
高女美術部展

フォトクラブ彩 TEL.090-3246-8417
高崎市心身障害者等連絡協議会
TEL.027-352-7529

第5展示室

群馬県立高崎女子
高等学校書道部
TEL.027-362-2585

キミ子方式を
楽しむ会in 高崎
TEL.027-361-4012

期間

全日本美術協会群馬支部展 TEL.027-371-2260

ラジオ高崎 FM76.2

[ ギャラリートーク ]

プログラム

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

3月20日（金・祝）〜3月31日（火） 11:00

全日本美術協会群馬支部展

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

3月6日（金）〜3月18日
（水）

12:45

14:30

〜展示情報をお届けしています〜

『日本で見られる19世紀フランス美術』
よりミレー、
セザンヌ ほか
『人物画の名品』よりマネ、ルノワール ほか

高崎市少年科学館

映画『ハルをさがして』NEW!!

りません。

3/2（月）、9（月）、16（月）、23（月）

休 館 日

■主催者の都合により、変更になる場合もあります

観覧料

一般320円
（団体260円（20名以上））

（日）
の一般番組は
「冬の星空散歩−Mの秘密を探る旅−」
です。
■子ども向け番組 ※3/1

土・日・祝日
3/27〜4/6の毎日

学習・団体
（午前中）

11:00

ので、詳細は各主催者にお問い合わせください。

住

所

電

話

〒370-0065 高崎市末広町23-1
027-321-0323

科学工作教室

プラネタリウム

火〜金

■開館時間は 9:00〜19:00（展示室終了時）
■ 2/27（木）〜3/4（水）は保守点検のため催し物はあ

9:00〜17:00

開館時間

◎毎週（土）9:15〜9:29／（日）再 10:30〜10:44
展示公開時間は催し物により異なります。

春休み特別上映

※ハイビジョンギャラリーは2/27（木）〜3/5
（木）、12日（木）、19日（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。

プラネタリウム投映時間

DOWN
TEL.080-5463-3252

第13回
高女書道部展

第31回三原色の
ラプソディ展

第6展示室

DOWN

群馬県立高崎女子
高等学校美術部
TEL.027-362-2585

斗南美術協会 TEL.027-252-1709

ハイビジョンギャラリー上映番組

翠の会 TEL.090-6513-7984

群馬松苓会 TEL.090-2541-7248

みんなの作品展
第4展示室

「翠の会」俳画展

キヤノンフォトクラブ群馬 TEL.0277-32-0446

第3展示室

13:30

14:00

15:30

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

お知らせ
●3/3
（火）
〜3/6
（金）
は番組入れ替
えのため投映がありません。
●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）
●3/27（金）〜4/6（月）は春休み期
間中のため4回投映を行います。

要申し込み

「ペットボトルを使ったおもちゃを作ろう」
空気砲、けん玉、浮沈子を作る。
日時
定員

3月7日（土）9:30〜12:00 対象 5歳〜小学生（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27日（木）

「メカ・ドッグを作ろう」

モーターの力で動くイヌ型のロボットを作る。
日時
定員

3月15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）
20人 費用 1,000円（材料費） 締切 3月5日（木）

パソコン教室

一般番組（春の星座解説を含む約40分）

「銀河の渚で」

要申し込み

「スクラッチを使ってプログラミング体験」

3月7日（土）〜5月31日（日）

地上から見た天の川の実写映像をはじめ、
銀河系にある様々な美し
い場面を映像化。さらに遠い過去から未来の銀河系の姿をダイナ
ミックで美しいドーム映像と共にお楽しみいただけます。
大いなる光
の渦巻き
「銀河の渚」
で、
ゆったりとおくつろぎください。

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、
パソコンのキーボードで音を出す簡単なプログラムを作る。
日時
定員

3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 2月27日（木）

「プログラミング言語「スクラッチ」を使ったゲームづくり」

子ども向け番組（春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

水

27

高崎市華道協会 TEL.027-322-1314
高崎市文化課 TEL.027-321-1203

第2展示室

投映期間

26

第51回高崎市
華道協会いけばな展
第24回
高崎市民いけばな展

予備室

■一般番組

25

ブロックくずしゲームを作り、簡単なコンピュータープログラミングを体験する。
日時
定員

3月14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）
10人 費用 無料 締切 3月5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

■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・

「冬から春の天体と金星を見よう」 参加費
日時：3月13日（金）19:00〜

無料 ※事前の申し込みは不要です。

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

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。

※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。

高崎市末広町23番地1

締切日
必着

■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
3月は19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

07

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

3月18日（水）17:45開始（16:00開場）

KOHEI UCHIMURA CUP

浜川プール

住

所

〒 370-0081 高崎市浜川町 1575-1（浜川運動公園内）

電

話

027-344-5511

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

（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

体操競技の普及と東京 2020 オリンピック代
表選手選考を兼ねる全日本選手権に向けた最

日

はじめてのヨガ
日

終調整の場の創出を目的として新設された大

出場選手
内村航平（リンガーハット）、山室光史（コナミス
ポーツ体操競技部）
、
田中佑典（コナミスポーツ体操
競技部）、
武田一志（徳洲会体操クラブ）、
野々村笙
吾（セントラルスポーツ株式会社）、
加藤凌平（コナミ
スポーツ体操競技部）
、
千葉健太（セントラルスポー
ツ株式会社）、
白井健三（日本体育大学大学院/鶴見
ジュニア体操クラブ）
、
柚木健大朗（日本体育大学）、
土井陵輔(学校法人関西学園関西高等学校)、
安達太
一（船橋市立船橋高等学校）、
岡慎之助（徳洲会体操
クラブ）

3月5日・12日（各木曜日）

程

会です。国内トップクラスの 12 名の選手に
よる力強い演技を間近でご観戦ください。

3月3日・10日・17日・24日・31日（各火曜日）

程

時

間

時

13:30〜14:30

ワンポイントアドバイス
日

3月5日・12日・19日（各木曜日）

程

時

間

15:05〜15:55

「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。
●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。

昼のコンサート〜浜川プールで音を楽しむ〜

みかぼ室内管弦楽団によるアンサンブルコンサート
日

程

3月15日（日）

会

場

高崎市浜川プール1階ロビー

時

間

13:00〜14:00

観覧料

B

ミュージックプログラム

事前
申し込み
不要

入場
無料

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

A

無料

親しみのある曲をセレクトしてお贈りします。

Short Shorts Film Festival ＆ Asia in TAKASAKI

色とりどりの人生がギュッと
詰まった珠玉の短編18 本。

13:30〜14:30

温水プール

主催／内村航平（株式会社スポーツコンサルティングジャパン）

3/3（火）
・4（水）
・5（木）

間

会場：高崎芸術劇場 スタジオシアター

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。上映作品は、ミュージックプログラムやアニメーション、2019 年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に色とりどりの人生がギュッと織り込まれた作品群です。

アニメーションプログラム

C

受賞プログラム1

SSFF ＆ ASIA 2019

D

SSFF ＆ ASIA 2019

受賞プログラム2

3/3（火）11:30〜12:30
3/4（水）14:30〜15:30
3/5（木）11:30〜12:30

3/3（火）13:00〜14:00
3/4（水）16:00〜17:00
3/5（木）13:00〜14:00

3/3（火）14:30〜15:30
3/4（水）11:30〜12:30
3/5（木）14:30〜15:30

3/3（火）16:00〜17:00
3/4（水）13:00〜14:00
3/5（木）16:00〜17:00

『新しい音楽』

『観覧車』

『息が苦しい！』

＊
『兄弟愛』

『Cooking Music Video』

『ミスター・ウィダーシンズ』

『ある日本の絵描き少年』

『デルージ』

＊
その他の 『マイリトルゴート』
＊
上映作品 『ル・マン 1955』
『雨のあとに』

『ローレッタ』
その他の 『童謡』
上映作品 『心の重し』

その他の 『ドゥルセ』
上映作品 『街角のワールドカップ』

その他の 『見下ろすとそこに』
上映作品 『ロブ』

＊：マチュア・コンテンツ／作品に性描写・暴力描写などが含まれています。 ※各プログラムは4、5本の短編作品が上映されます。開場は各回上映の10分前です。 【お問い合わせ】高崎芸術劇場 TEL.027-321-7300

高崎芸術劇場

高崎芸術劇場より
お知らせ

施設見学会 vol.6

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！

前橋市Presents
©Roman Goncharov

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）

3/23 🈷

19:00 開演 大ホール
ピアノ：小山実稚恵
©ND CHOW

3/22（日）①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00

［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（S、A席は半額 B、C、D、E席は3,000円
※前売り購入可）

＊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。
〈お問い合わせ〉高崎芸術劇場部 TEL.027-321-7300

舞台芸術祭2020

ボリショイ・バレエ

「白鳥の湖」
全2 幕 4場
ボリショイ劇場管弦楽団

3/22（日）発売開始

11/24 火

19:00 開演 大ホール
©瀬戸秀美

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

08

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）

