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2020年6月27日（土）・28日（日）両日14:00開演（13:15開場） 高崎芸術劇場 大劇場
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新国立劇場バレエ団

不思議の国のアリス
Alice's Adventures in Wonderland©

by Christopher Wheeldon

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 
＊4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。 Photos by Yusuke Nishimura

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 ピックアップ公演

5/29（金）19:00開演（18:15開場）

5/24（日）14:00開演（13:30開場）

6/27（土）・28（日） 両日14:00開演（13:15開場）

クイーンの名曲がダンスで炸裂！

もう一度、僕たちのファンと友人に観ていただきたい ―ブライアン・メイ（クイーン ギタリスト）

ポップでユーモラス！世界が熱狂した21世紀型バレエが高崎へ！

モーリス・ベジャール・バレエ団
BALLET FOR LIFE

NEW!!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

この素晴らしい機会にもう一度、僕
たちのファンと友人の皆さんに観てい
ただきたいと願っています。もっとも
大胆なバレエのクリエーターであり、
今なお惜しまれる偉大な友、故モーリ
ス・ベジャールが、モーツァルトとク
イーンの曲をめぐり創り上げた、信じ
られないほど独創的なバレエ作品を。

− Brian May
振付 モーリス・ベジャール　 衣装 ジャンニ・ヴェルサーチ
音楽 クイーン、W.A.モーツァルト ※音楽は特別録音による音源を使用します。

新国立劇場バレエ団  
「不思議の国のアリス」

4/4（土）
13:30開演（12:45開場）

松竹大歌舞伎

人間国宝、
片岡仁左衛門が登場！

魂のピアニスト、初来日のドイツ伝統オケと奇跡の初共演！！

出演 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）

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

※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。

舞台はイギリス。アリス一家の邸宅でパーティ
が始まろうとしています。アリスは恋する庭師の
ジャックにジャム・タルトをプレゼント！ところ
が、ジャックがタルトを盗んだと母親に誤解されて
…。悲しむアリスを慰める友人が、不思議なことに
白ウサギに変身！アリスは白ウサギに誘われて不思
議の国の奥深くへ…。

昨年、映画『ボヘミアン・ラプソディ』がアカデミー賞４冠を獲得し、その
メガヒットぶりはいまだ記憶に新しい世界的ロック・バンド、クイーン。振付
師、故モーリス・ベジャールが彼らの音楽を使って、ロックとバレエを融合さ
せた奇跡のステージがこの「バレエ・フォー・ライフ」です。全編に響き渡る
クイーンのヒット曲。ダンサーたちが生を炸裂させるなか、フレディとおぼし
き人物が登場します。ところどころにモーツァルトの音楽が挿入され、病や
死、天国のイメージが鮮やかに対比され、クライマックスは“現代の犠牲者た
ち”への追悼式ともいうべき厳かな雰囲気に包まれます。

数奇な運命をたどったフジコ・ヘミングは、
遅咲きの 60代でブレイクし、80代後半となっ
た今も世界の舞台で人々を魅了しています。日
本人ピアニストの母とスウェーデン人デザイ
ナーの父を両親として生まれ、10代で天才少女
と呼ばれましたが、その後、聴力を失い、また
一時期、無国籍者となるなど過酷な人生を歩み
ました。「ひとつひとつの音に色をつけるよう
に弾く」と話すフジコの繊細かつ優しさと深み
のある演奏にご期待ください。

片岡仁左衛門による「義経
千本桜」など歌舞伎の醍醐味
を堪能できる舞台です。

名作「不思議の国のアリス」を題材に、振付、楽
曲、美術・衣装デザインと各界をけん引する気鋭
アーティストが集結して創る新時代の舞台。目の前
で起こるポップでユーモラスな展開に子どもも大人
も夢中になることでしょう！
新国立劇場を除くと、国内では愛知と高崎のみで
の公演です。お楽しみに！

曲目 メンデルスゾーン／序曲「フィンガルの洞窟」
　　　モーツァルト／ピアノ協奏曲第21番 ハ長調
　　　リスト／ラ・カンパネラ ほか
主催 コンサート・ドアーズ TEL.03-3544-4577

料金 S席11,000円　A席 9,000円　B席 7,000円　C席 5,000円

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

　©BBL-Gregory Batardon

舞台写真：鹿摩隆司

　©BBL-IliaChkolnik

　©Fuzjko Hemming

　©松竹株式会社

出演 片岡仁左衛門 ほか
演目 一、正

しょうふだつきこんげんくさずり
札附根元草摺

　　　二、義
よしつねせんぼんざくら
経千本桜

　　　　  「木の実」「小金吾討死」「すし屋」

料金 全席指定 S席 6,000円
　　   A席 4,000円

S席完売御礼

白ウサギに誘われて不思議の国へ…。アリスの体は大きくなったり小さくなったり。アリスの冒険が始まります！
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高崎財団 ピックアップ公演

高崎芸術劇場 大劇場
4/18（土）18:45開演（18:00開場）

フランスのエスプリに満ちた
色彩豊かなプログラムを。

ミッシャ・マイスキー
＆スペシャル・カルテット

昨年9月のマルタ・アルゲリッチの公演をご
縁に実現した当公演。最高峰チェリスト、マイ
スキーによるソロとアンサンブル（国内唯一）
をお楽しみください。
「チェロの旧約聖書」ともいわれるバッハの
無伴奏チェロ組曲はチェロ奏者にとってバイブ
ル的な存在。「音楽に対する姿勢を絶えずリフ
レッシュし、柔軟かつ寛容でありたい」と話す
マイスキーが同曲をいかに響かせてくれるの
か。世界的名手と日本の気鋭奏者らによる共演
にもご期待ください。

出演 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

料金 全席指定 8,000円　U-25 2,500円

　©Hideki Shiozawa

第22回別府アルゲリッチ音楽祭
関連コンサート

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
群馬交響楽団プレイガイド

ミッシャ・マイスキー

横溝耕一 富岡廉太郎

﨑谷直人 瀧村依里

【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
【出演】 大植英次（指揮）、ミハル・カニュカ（チェロ）＊
【曲目】 ハイドン／チェロ協奏曲  第2番 ニ長調 Hob.Ⅶb-2＊

　　　 ラフマニノフ／交響曲 第２番 ホ短調 作品27

この度は高崎の新しい芸術的シンボル、高崎芸術劇
場で私のライフワークとしている作曲家の一人、オリ
ビエ・メシアンを中心としたプログラムを演奏させて
いただける事を大変嬉しく光栄に思っております。

メシアンは20世紀を代表する作曲家で、この四重
奏は第二次世界大戦で自身が捕らわれていた困難な環
境の中で創られた作品にも関らず、希望に溢れた音楽
に感じます。プログラムの前半はフランスのサロンの
優雅な雰囲気が漂うフォーレとお茶目で活き活きとし
たプーランクを選びました。

高崎では長い歴史を持つ素晴らしい群馬交響楽団
と、数えられないほど演奏させていただいています。
今回はまた新しいホールで、新しい歴史の始まりに敬
愛するヨーロッパの音楽家たちと色彩豊かなプログラ
ムをお届けできる事を、心から楽しみにしています。

ー児玉 桃

4/17（金）19:00開演（18:30開場）

5/28（木）19:00開演（18:30開場）

児玉桃（ピアノ）と
ヨーロッパの仲間たち

出演 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

料金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円

　©S.IMURA

　©Marco Borggreve

児玉 桃

ジェニファー・ギルバート（左）、パヴェル・ゴムツィアコフ（中央）、フラン
ソワ・ソゾー（右）

群馬交響楽団
第557回定期演奏会

奇才・大植英次とチェコの至宝ミハル・カニュカの共演
2020年度シーズン最初の演奏会に大植英次マエストロが

登場。巨匠レナード・バーンスタインの弟子として知られ、
東洋人として初めてバイロイト音楽祭で指揮をしました。
前半は、チェコ随一の実力を誇る世界的チェリスト、ミハ
ル・カニュカを招聘し、チェロ協奏曲 第2番 ニ長調（ハイド
ン）を取り上げます。後半は、交響曲 第2番 ホ短調（ラフマ
ニノフ）。3つあるラフマニノフの交響曲の中でも、最も人気
のある第2番。美しい旋律が随所に盛り込まれたこの名曲を
どのように創り上げるか注目です。

大植英次
（指揮）

ミハル・カニュカ
（チェロ）

　©飯島隆

《6回セット券》 20,000円（1回ずつ購入すると30,000円）
＊6回それぞれお好きなお席が選べます。

出演 小松亮太、北村聡、早川純
　　　ヴィッレ・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

料金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円

■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）

■児玉桃（ピアノ）とヨーロッパの仲間たち

■ミッシャ・マイスキー＆スペシャル・カルテット

7/8（水）19:00開演（18:30開場）
■トロンボーン・ユニット・ハノーファー

曲目 プロコフィエフ／ロミオとジュリエット
　　　ムソルグスキー／展覧会の絵 ほか

料金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円

7/4（土）14:00開演（13:30開場）

曲目 ロッシーニ（ルロワール編）／
　　　狩りの集い-４本のホルンのための幻想曲
　　　世界の歌　コンドルは飛んでいく（ペルー） ほか

料金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円

■ベルリン・フィルハーモニー・ホルン・カルテット

■フォーレ四重奏団
10/11（日）14:00開演（13:30開場）

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.15m、ムソルグスキー／展覧会の絵

料金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円

　©JB Millot

高崎芸術劇場で開催を予定しておりました
「5/5（火・祝）ファジル・サイ ピアノリサイタル」は、
中止となりました。ご了承ください。

412席の音楽ホール・前期公演
世界のトップ奏者たちが登場する

贅沢なシリーズを今年もお届けします。

公演中止の
お知らせ

　©YUSUKE TAKAMURA
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高崎財団 ピックアップ公演

4月 チケット発売情報 

公演名 日時 料金 会場 お問い合わせ

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）

高崎芸術劇場
音楽ホール

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

高崎第九合唱団メイコンサート2020 
ベートーヴェン生誕250年記念

 5/17（日）
14:00開演 全席自由 1,000円 高崎芸術劇場

大劇場
TEL.070-4455-2190
TEL.080-2563-5611（9:00～18:00）

福田こうへいコンサートツアー2020  6/3（水）
13:30開演 全席指定 S席 6,800円　A席 5,800円 ※未就学児入場不可

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
（平日12:00～18:00）

KEISUKE YAMAUCHI 20th ANNIVERSARY
山内惠介コンサートツアー2020

 7/9（木）
15:00開演 全席指定 6,600円（当日7,000円） ※未就学入場不可 高崎芸術劇場

大劇場 桐生音響 TEL.0277-53-3133

《5～7月公演・窓口取扱いチケット一覧》※下記プレイガイド 窓口発売 をご参照ください。

※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

ALFREDO RODRIGUEZ TRIO featuring MARO
presented by QUINCY JONES PRODUCTIONS

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

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

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 月休（8:30～17:15）
■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）

窓口発売

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

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）

キューバ出身の鬼才ピアニスト、アルフレッド・
ロドリゲスは、スイスのモントルー・ジャズ祭にお
けるステージをクインシー・ジョーンズに認めら
れ、2012年にアルバム・デビュー。クインシーとい
えば、マイケル・ジャクソンを世界に送りだした名
プロデューサー。
スティング、ポール・サイモン、アクセル・トス
カなどとの共演でも知られる気鋭パーカッション奏
者、ペドリート・マルティネスとのデュオ・アルバ
ム『デュオローグ』はマイケルの名曲「スリラー」、
さらに「スーパーマリオ・ブラザーズ」などキャッ
チーな選曲で話題となりました。本公演は、マルチ
インストゥルメンタリスト（マルチプレイヤー）で

アルフレッド・ロドリゲス（ピアノ、ヴォーカル）

マイケル・オリヴェラ
（ドラムス）

ムニール・ホッスン
（ベース、ギター）

マロ
（ヴォーカル、ギター）

世界のトップミュージシャンが出演する名門ジャズ・クラブ
「ブルーノート東京」と高崎芸術劇場のコラボレート企画がスタート！

■ 6/7（日）14:00開演（13:30開場）

道の駅 くらぶち小栗の里

料金 全席自由 1,000円

▼チケット発売開始　4/3（金）

桂小文治

［出演］桂 小文治
　　　古今亭 今いち
　　　桂 こう治
　　　東 京太・ゆめ子
［問い合わせ］
高崎市倉渕支所地域振興課 TEL.027-378-4522

シリーズ高崎寄席
新緑の会

高崎芸術劇場 大劇場

■ 10月21日(水)19:00開演（18:00開場）　

▼チケット発売開始　4/1（水）
料金 全席指定 S席 3,000円　A席 2,000円

［出演］西村悟（テノール）、金子三勇士（ピアノ）、永峰大輔（指揮）、市原愛（ソプラノ）
［曲目］ヘンデル「オンブラ・マイ・フ」、シューマン「献呈」、リスト「愛の夢」 ほか
［問い合わせ］ガトーフェスタ ハラダ CI推進部文化事業担当 TEL.0274-40-3622（平日10:00～18:00）
　　　　　　群馬交響楽団プレイガイド（P03の定期公演の欄をご確認ください。）

ガトーラスク「グーテ・デ・ロワ」生誕20周年記念
西村 悟×金子三勇士
プレミアム ジョイントコンサート

西村悟 ©Yoshinobu Fukaya(aura)　金子三勇士 ©Ayako Yamamoto　永峰大輔 ©N_IKEGAMI　市原愛©Takayuki Yoshida

金子三勇士

市原愛

西村悟

永峰大輔

■ 7/26（日）
     14:00開演（13:15開場）

料金 S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円
　 　U-25（B席） 1,500円

高崎芸術劇場 大劇場

※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

ミュージカル「おにころ」

▼チケット発売開始
web 4/24（金）　 電話 4/27（月）　 窓口 4/28（火）

新国立劇場合唱団指揮者・三澤洋史
氏が手がける市民参加ミュージカル

クインシーがその才能に惚れ込んだ天才ピアニスト

シンガーのマロをフィーチャー。雄大なピアノ・
タッチ、独創的なアレンジが魅力のピアニストが
出演する「ブルーノート東京」とのコラボレート企
画、第一弾をお見逃しなく。

土屋太鳳出演／夏木マリ演出　印象派NÉO vol.4　
The Last of Pinocchio ピノキオの終わり

 料金 全席指定 S席 8,500円　A席 8,000円　U-22 4,000円
　　  ※U-22料金は公演当日22歳以下の方が対象です。
出演 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）

6/27（土） ①13:30開演（12:30開場）  ②18:30開演（17:30開場）

土屋太鳳を主演に迎え、「ピノキオ」を題材にした新作を上演します。

東京・京都・福岡と全４都市のみの希少公演

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。

コンサートやバレエ、演劇、歌舞伎など貴重な
映像コンテンツをスタジオシアターの大スクリー
ンで上映します。2020年度も6作品を予定。最新
鋭の設備と音響でダイナミックな映像をお楽しみ
ください。	

出演 Alfredo Rodriguez（p,vo） 
　　　Munir Hossn（b,g） 
　　　Michael Olivera（ds） 
　　　MARO（vo,g）

料金 全席指定・ワンドリンク付
　　   6,000円　U-25 3,000円
　　  数量限定 ディナー付SPプラン 9,500円
　　  ※当劇場１階シアターカフェ&レストランのディ

ナー付スペシャルチケットをご用意しました。
詳しくは当劇場HPをご覧ください。

2020年度も
上映決定！

6/7（日）18:00開演（17:15開場）

▼チケット発売開始　 web 4/10（金）　 電話 4/13（月）　 窓口 4/14（火）
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上毛野はにわの里公園内にある博物館です。館
内には榛名山の噴火で埋没した5世紀後半の豪族
の館や集落、水田などを再現した模型や遺跡から
出土した資料を展示しています。また、古墳から
出土した貴重な資料や人物・動物埴輪も展示し、
当時の文化や生活の様子を知ることができます。
館外には国指定史跡の保渡田古墳群のうちの2基
が復元整備されています。八幡塚古墳は石が葺か
れ、埴輪が並べられた古墳時代当時の姿に復元さ
れ、井出二子山古墳は、墳丘に登ったり周囲を散
策したりすることができます。

絵は時間や場所を超えて、時には作家
の心に広がる物語の中にまで旅をさせて
くれます。当館の収蔵作品をご紹介する
本展覧会では、作家の目をとおして描か
れた風景の中を旅するように作品を鑑賞
し、景色の中に入り込んだり眺めたりし
ながら、日本画の旅をお楽しみいただきます。展覧会ポスターに使用しているこの図版
は、ギリシャを訪れた作家がエーゲ海を臨む岬で出会った風景で、西欧の明るい陽光と
清澄な大気を穏やかな色彩で捉えており、爽やかな情景に心が躍る作品です。

「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
を紹介しています。
伊勢崎市在住の染織家、芝崎重一の

着物などを展示しています。

ミュージアム／シネマ

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

〒370-0841 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

＊（ ）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。

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

“古墳王国ぐんま”の魅力を発信　
旅する風景
4.18 土-6.28 日

9:00~16:30（入館は16:00まで）、4～8月の土日祝は9:00～18:00（入館は17:30まで）開園時間

〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11住 所

027-328-6808　電 話

無料入 園 料

八幡塚古墳

加倉井和夫《花咲く岬》1978年

収蔵品展＜草木染の美・春＞
開催中-4.19 日

会場：染色工芸館

休 館 日 4/20（月）・27（月） ※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200（160）円　大高生160（100）円観 覧 料 大人200円（160円）　学生100円（80円）

観 覧 料 一般200（160）円　 大高生160（100）円 入 館 料 一般100（80）円　大高生80（50）円 ※企画展開催中は変更になります
休園・休館日 4/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）・30（木）

山
ヤマブキ

吹

園内の花情報

赤味のある黄色い花を
咲かせます。
植物の名前がそのまま
色名になっています。

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

10:00～18:00（入館は17:30まで）開館時間

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5住 所

027-321-0077電 話

休 館 日 4/6（月）・13（月）・20（月）・27（月） ※GW期間（4/29～5/6）は休まず開館

全プログラム上映中止のお知らせ
高崎映画祭第34回

〈絵画解説〉
かまちが色彩豊かな背景の中に描く恋人たちは、楽園に
住んでいた頃のアダムとイブのように無垢に見えます。愛
情への純粋なあこがれに満ちているからでしょうか。クレ
ヨンの混色により、若く美しい肌や立体感が表現されてい
ます。画面中央の女性はルノワールの描く裸婦像のように
ふくよかで、やわらかな存在感があります。左上に描かれ
るのは太陽でしょうか。背景の絶妙な配色により、日差し
をまとう恋人たちの暖かな雰囲気が生み出されています。 ≪恋人たち≫　クレヨン・紙

9:30～17:00（入館は16:30まで）
※八幡塚古墳の石棺開館時間および開館日は博物館と同様

開館時間

〒370-3534 高崎市井出町1514
（上毛野はにわの里公園内）

住 所

027-373-8880 電 話

休 館 日 4/7（火）・14（火）・21（火）・28（火）

高崎映画祭委員会は、新型コロナウイルス感染拡大防止に鑑み、全上映プログラムを中止することを決定いたしま
した。高崎映画祭の開幕を楽しみにしていた皆さま、関係各位の皆さまには大変心苦しくありますが、何卒ご理解
いただけますようお願いいたします。　［お問い合わせ］高崎映画祭事務局 027-388-9649

高崎芸術劇場 スタジオシアター

能舞台に命、吹き込まれた瞬
と き

間- 
■能舞台披露公演
去る2月5日土曜日、午後2時。当劇場は着
物姿のご婦人方で賑わいました。この日は、ス
タジオシアターに現れた能舞台に、いよいよ命
が宿る日です。5.4メートル四方の本舞台、高
さ5.8メートルの屋根付き舞台は、仮設では全
国でも稀な吊り下げ式。檜は三重県尾鷲市産で
す。黒い鉄骨のホールと伝統的な檜舞台との組
み合わせは、今までにない意匠です。
鏡
かがみいた
板に描かれた老松は、神々の依

よりしろ
代。その

昔、芸能者たちが春日大社（奈良）の一本松の
前で田楽や猿楽を披露したことからいつしか
“影
ようごう
向の松”と呼ばれ、絵のルーツとなりました。

■こけら落としにふさわしい演目
観世流家元、観世清和・三郎太父子の共演に
よる「翁」は、「能にして能にあらず」と言われ、
天下泰平、国土安泰を祈る神聖な儀式に近い演
目です。 祝言を述べる神聖な儀式曲「翁」

“獅子の子落とし”を再現する迫力の舞（「石橋」）

五穀豊穣を寿ぐ三番叟の舞（「翁」） 一枚の袴を破って身に着ける親子（「二人袴」）

公演レポ
ート

狂言は、めでたい聟
むこ
入りの日を滑稽に描い

た「二人袴
ばかま
」。野村萬斎・裕基父子の息の合っ

た親子像に場内は温かい笑いに包まれました。
後半は、親子の白獅子、赤獅子が豪快に舞う
「石
しゃっきょう
橋」。地元高崎出身の下平克宏、大槻崇充の

共演と見どころ盛りだくさんで、大入りのお客
様は終始釘付けとなりました。
今後の能舞台公演に、ご期待ください。（Y）
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4月イベント・カレンダー

4月 催し物 開演 終演 施設名 料金 問い合わせ先

5日 第27回邦楽春の祭典2020 13:00 16:30 高崎市文化会館 無料 NPO法人三曲合奏研究グループ
TEL.027-323-8564

10金 重税反対全国統一行動　高崎・渋川地区集会 13:00 14:10 高崎市文化会館 無料 高崎民主商工会 TEL.027-364-0627

11土 第12回高崎高校 和太鼓部 漢組定期演奏会 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

12日 第24回アニマート・テューネ　ピアノコンサート 13:00 16:30 高崎シティギャラリー 無料 アニマート・テューネピアノスクール
 TEL.027-363-8618（佐々木貴子）

16木 高崎演劇鑑賞会第 389回例会
文化座「恋からはじまる物語」PICK UP!

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

18土 大人の音楽教室発表会 12:30 16:30 高崎シティギャラリー 無料 ヴィエナピアノフルート教室 TEL.027-289-0197

19日 カラオケ「心の会」発表会 11:00 17:00 群馬音楽センター 無料（要入場整理券） カラオケ「心の会」 TEL.027-328-6613

19日 第1回川久保博子バレエアカデミー発表会 16:30 19:30 高崎市文化会館 無料 川久保博子バレエアカデミー
TEL.090-4537-3458

26日 高崎経済大学附属高等学校吹奏楽部第15回定期演奏会 18:00 20:30 群馬音楽センター 大人500円　高校生以下300円 高崎経済大学附属高等学校 TEL.027-344-1230

27🈷 スプリングコンサート（公開例会） 14:00 16:00 高崎シティギャラリー 無料 高崎演奏家協会 TEL.090-5393-1363

29 祝 coba solo tour 2020 The Accordion～61歳の日～ 17:00 19:00 高崎芸術劇場
（スタジオシアター） 全席指定 5,500円 ※未就学児入場不可 キョードー東京 TEL.0570-550-799

（平日11:00～18:00／土･日･祝日10:00~18:00）

29 祝 第32回たかさきスプリングフェスティバル PICK UP! 11:00 15:00 群馬音楽センター 無料 たかさきスプリングフェスティバル実行委員会
TEL.027-347-1686

会場 高崎市文化会館　 出演 有賀ひろみ ほか　 演出・構成 原田一樹　 原作 芥川龍之介
備考 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。

問い合わせ先 ハンプトンジャパン（株）
　　　　　　 TEL.0120-131-213（平日10:00～18:00）

会場 群馬音楽センター　 料金 無料

PICK UP!
4月16日（木）18:30開演
高崎演劇鑑賞会第 389回例会
文化座「恋からはじまる物語」
芥川龍之介は、その作風や風貌、また自ら命を絶ったこと
からストイックで神経質なイメージで知られますが、のちの
妻となる塚本 文へ「文ちゃんがお菓子なら頭から食べてしま
いたいくらい可愛い気がします。」という手紙を送るなど、恋
多き一面もありました。この作品は芥川龍之介作品の中でも
名作としてしられる「杜子春」と恋愛と失恋の中で生まれた
「羅生門」、「藪の中」そして後の妻に宛てた恋文で新たな芥川
龍之介を描きます。

4月29日（水・祝）11:00開演（オープニングセレモニーは10:00開演）

第32回たかさきスプリング
フェスティバル
高崎の春の訪れを祝うフェスティバル。群馬音楽センター
前広場の特設ステージでのオープニングセレモニーで幕を開
け、音楽センター周辺や市庁舎前広場で、和太鼓や三味線の
生演奏、ダンスパフォーマンス、フリーマーケットといった
多彩な催しが行われる。お子様連れでも安心して遊べるキッ
ズコーナーもあり、また、オリジナリティ溢れるメニューが
登場するフードコーナーも魅力です。

高崎芸術劇場1F　TEL.027-328-2019

https://takasaki-theatre-cafe.jp

「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。

期間限定の高崎産やよいひめの
苺パフェ（1日限定15食）と
イタリア栗のマロンパフェ

平日限定の
シアターアフタヌーンティー
※写真は2名様分です。

6月18日（木）17:30開演（17:00開場）
高崎芸術劇場 大劇場

加山雄三コンサート2019-20 START

3月15日公演延期について

振替公演

高崎芸術劇場で行う予
定でした本公演は、新型
コロナウイルスの感染が
拡大している状況を受
け、延期することになり
ました。
本公演のチケット料金
の払い戻しについては、
ご購入先へお問い合わせ
のうえ、返金の手続きを
お願いいたします。

※営業時間、提供メニューの詳細についてはHPやお電話にてご確認ください。

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。

●シアターカフェ

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。

●シアターレストラン

高崎芸術劇場
開館時間 9:00～22:00
チケットセンター 10:00～18:00
無休

 〒370-0841 高崎市栄町9-1
TEL.027-321-7300

高崎市文化会館
開館時間 8:30～17:15
月曜休館

〒370-0065 高崎市末広町23番地1
TEL.027-325-0681

榛名文化会館
開館時間 8:30～17:15
月・火曜休館

〒370-3345 高崎市上里見町1072番地1
TEL.027-374-5001

箕郷文化会館
開館時間 8:30～17:15
月・火曜休館

〒370-3102 高崎市箕郷町生原922番地1
TEL.027-371-7211

群馬音楽センター
開館時間 8:30～17:15
月曜休館

〒370-0829 高崎市高松町28番地2
TEL.027-322-4527

高崎シティギャラリー
開館時間 8:30～17:15
無休

〒370-0829 高崎市高松町35番地1
TEL.027-328-5050

新町文化ホール
開館時間 8:30～17:15
月・火曜休館

〒370-1301 高崎市新町3190番地1
TEL.0274-42-9133

吉井文化会館
開館時間 8:30～17:15
月・火曜休館

〒370-2132 高崎市吉井町吉井285-2
TEL.027-387-3211

施設案内

お 知 ら せ

お手持ちのチケットはそのまま振替公演でも
ご利用できますので、大切に保管してください。
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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。

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

4月 5月
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
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 木 金 土 日 月 火 水

予備室
元高経大生
星野文昭絵画展
星野文昭絵画展実行委員会
TEL.090-9964-1309

第46回群馬芸術文化協会展
群馬芸術文化協会 TEL.0274-22-4383第1展示室

第36回
榛陽会かな展
榛陽会 TEL.027-343-6944

第2展示室
第20回日中水墨画
≪聴雨会展≫
聴雨会 TEL.027-321-3444

第8回流形ぐんま展
流形美術会群馬支部 TEL.027-233-1267

第17回風友会写真展
風友会 TEL.090-2332-1388

第3展示室
絵画展
大黒 明
TEL.027-323-9454

Colourパレット 6th Exhibition
色えんぴつ画展
Colourパレット TEL.027-361-2294

山崎ちぎり絵教室作品展
山崎ちぎり絵教室 TEL.027-288-5662

第4展示室 絵画展
斗南美術協会 TEL.027-252-1709

風の花展
本間幸江 TEL.090-2763-7892

ハクビ和紙ちぎり絵高崎教室展
ハクビ和紙ちぎり絵高崎教室
TEL.048-763-7248

第5展示室

第6展示室
第20回高崎写真研究会
フォトクラブ「光景写」作品展
高崎写真研究会フォトクラブ「光景写」
TEL.027-362-7194

石田貞三写真展
石田貞三 TEL.090-7287-0630

高崎日本画展
高崎日本画同人会 TEL.027-352-6092

不透明水彩画作品展
不透明水彩画高崎教室 
TEL.090-1651-4064（畑山）

期間 上映時間 プログラム

4月1日（水）～8日（水） 11:00 12:45 14:30 春休み特別上映　映画『ハルをさがして』

4月10日（金）
　　　～29日（水）

月・火・水・金 11:00 12:00 13:00 14:00 『日本で見られる19世紀フランス美術』よりモネ、ピサロ ほか

土・日 11:00 12:00 13:00 14:00 「もうひとつの興福寺」 ■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4/9（木）・16（木）・23（木）・30（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。

 [ギャラリートーク ]

プラネタリウム

9:00～17:00開館時間 〒370-0065 高崎市末広町23-1住 所

4/13（月）・20（月）・27（月）休 館 日 027-321-0323　電 話高崎市少年科学館

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
ミックな美しいドーム映像でお楽しみいただきます。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。

「銀河の渚で」
投映期間 投映中～5月31日（日）

一般番組（春の星座解説を含む約40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 投映中～5月31日（日）

子ども向け番組（春の星座解説を含む約35分）

～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

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
3/27～4/6の毎日 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））

●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。

お知らせ
■一般番組　■子ども向け番組

〒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
4月は19時以降が天体の見頃です。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。

天文教室
「春の天体と金星を見よう」
日時：4月24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。

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。

川久保紀子フラワースクール
作品展　Vol.4 ～四季～
花扇／川久保紀子フラワースクール
TEL.027-327-0991

科学工作教室 要申し込み

回転する絵が動いて見えるコマを作り、アニメーションの原理を考える。
「アニメゴマを作ろう」

日時 4月11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 300円（材料費）　 締切 4月2日（木）

モーターで動くカブトムシ型のロボットを作る。
「メカ・ビートルを作ろう」

日時 4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 4月9日（木）

パソコン教室 要申し込み

文部科学省のウェブサイト「プログラミン」などを使った
初歩的なプログラミングを体験する。

「プログラミング4月・低学年向け」

日時 4月12日（日）9:30～12:00　 対象 小学1・2年生（保護者同伴）
定員 10人　 費用 無料　 締切 4月2日（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使ったプログラミングを体験する。
「プログラミング4月・中高学年向け」

日時 4月26日（日）9:30～12:00　 対象 小学3年生～中学生（小学3年生は保護者同伴）
定員 10人　 費用 無料　 締切 4月16日（木）
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スポーツ／お知らせ

主催：公益社団法人日本チアリーディング協会　観覧：有料

第7回アジアン ジュニア チアリーディング
チャンピオンシップ

5月9日（土）・10日（日）

高崎アリーナでの開催が４回目となる今大会は、日本からは130チーム、1,500人の選手（予
定）、アジアの７か国・地域（予定）からも多くの選手が出場するハイレベルな大会です。

昨年のDIVISION１優勝チーム「梅花女子大学」

参 加 者 募 集スポーツ教室

申し込み期間内に、往復はがきに教室名、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、下記のあて先までお申し込みください。 

●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。

申込方法（消印有効）

浜川体育館　〒370-0081 高崎市浜川町1487　 TEL.027-344-1551
※武道館で開催の教室は、浜川体育館へ申し込みください。
浜川プール　〒370-0081 高崎市浜川町1575-1　 TEL.027-344-5511

あて先・
問い合わせ先 ●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。

浜川プール

10:00～21:00（日曜・祝日は17:00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

トレーニングルーム
日　程 4月7日、14日、21日、28日（各火曜日） 　 時　間 13:30～14:30たのしくエアロ
日　程 4月2日、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

会場名 教室名 対象 期間 曜日 コース 参加料 定員 申込期間

武道館 第1期親子
仲良し運動教室

市内の年少から
年長児とその保護者

5/28（木）
～6/25（木） 木 午後コース　 16:00～17:00 1,500円

（計5回） 20組 4/1（水）
～4/15（水）

浜川プール

第2期水泳教室
昼間

市内在住か在勤、
在学の18歳以上の方

5/29（金）
～6/30（火）

火
・
金

午前コース 初級B、中級 10:15～11:45
午後①コース わかば、初級A 12:00～13:30 
午後②コース 初級Ｂ、中級 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）

各1,500円 ※
（全10回）

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

4/1（水）
～4/15（水）

アクアキッズ
～水慣れ水泳教室～

市内の年中・年長児
（4・5・6歳）

 5/27（水）
～6/24（水） 水 水曜クラス 16:00～17:00

・水慣れから潜る練習など
木曜クラス 16:00～17:00
・バタ足やけのびなど水泳の基本

各1,000円 ※
（全5回）

水曜クラス　30人
木曜クラス　30人

4/15（水）
～4/30（木）5/28（木）

～6/25（木） 木

※浜川プール開催のスポーツ教室には、入場料が毎回別途大人410円／1回・小人220円／1回必要です

〈お問い合わせ〉高崎芸術劇場部 TEL.027-321-7300

下記の症状に該当するお客様は感染症を
拡散させてしまう恐れがあることから
各施設のご利用をご遠慮ください。

感染症予防対策への
ご協力をお願いします

高崎芸術劇場よりお知らせ

●マスクの着用など咳エチケットにご配慮ください。
●こまめに石鹸などで手洗いをお願いします。
●入館時にアルコール消毒液で手指消毒をお願いします。

（公財）高崎財団

楽器やダンスの練習に最適。あなたの創造活動を応援します！

劇場内の練習スタジオを使ってみませんか？

◆選べる3つの時間区分
午前・午後・夜間の3つから、ご都合の良い時間帯をお選びください。

充実の設備◆
すべてのスタジオにピアノを完備。ガラス張りの明るいスタジオです。

◆お手頃な利用料金
3時間1,200円から（税込、土日同料金）。
ピアノ、椅子、CDデッキ等備品代込。

●利用希望日の前月1日10:30に抽選を行い、抽選後は先着順に受け付けます。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。
●空き状況や詳細については、お電話でお問い合わせください。

［受付・抽選場所］高崎芸術劇場 3階・劇場オフィス（9:00～17:00）申込方法

※感染症予防のため、発熱や風邪の症状がある場合は利用をお控えください。　
※ピアノを利用される方は、利用前後に手洗いをお願いします。

スタジオ利用の際の
お願い

〒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

第14回チアリーディング アジア
インターナショナルオープン チャンピオンシップ

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 

〈新プログラム〉
チャイコフスキー：弦楽セレナーデ ハ長調 作品48
　　　　　　　　 ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
　　　　　　　　（チェロ：アレクサンドル・クニャーゼフ）
ハチャトゥリアン：バレエ音楽「ガイーヌ」
　　　　　　　　  組曲「仮面舞踏会」（フェドセーエフ・セレクション）

2020年6/14日 18:00 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）

©Roman Goncharov

［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 S、A席は半額。B、C、D、E席は3,000円
※前売り購入可 ペア券を除く

チケット発売中
お手元のチケットは、そのまま振替公演でご使用い
ただくことが出来ます。なお、新たな日程にご都合の
つかないお客様には払い戻しを申し受けます。詳細
は昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）HP
をご覧ください。

本公演は公演日程と
プログラムが変更となりました。

3月23日（月）
19:00

【旧】 【新】6月14日（日）
18:00

!

37.5℃以上の発熱がある方
くりかえす咳、くしゃみのある方
その他、感染の疑いのある方

ご協力をお願いします。

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） ※掲載内容は3月16日時点のものです。変更等ある場合が
　ございますので、最新情報は各施設HPなどでご確認ください。


