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※掲載内容は5/15時点のものです。公演内容等、変更になる場合がございます。最新情報は高崎芸術劇場HPでご確認いただくか、高崎芸術劇場チケットセンターにお問い合わせください。

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　※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。 

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)
〈キャスト〉アリス：小野絢子（27日）、米沢唯（28日）
　　　　  ハートのジャック：福岡雄大（27日）、渡邊峻郁（28日）

舞台写真：鹿摩隆司

料　金 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
※４歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。

出　演 三澤洋史、群馬交響楽団、おにころ合唱団
〈キャスト〉萩原潤（おにころ）、前川依子（桃花）、田中誠（喜助）、黒澤明子（梅）
　　　　  大森いちえい（庄屋）、初谷敬史（伝平）、猿谷友規（猿之介）
　　　　  國光ともこ（妖精メタモルフォーゼ）

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　　　  4.チケットぴあ TEL:0570-02-9999窓口

群馬交響楽団プレイガイド

群馬交響楽団 第559 回 定期演奏会

広上×ブルックナー×群響
YouTube 群響チャンネル

料　金

出　演

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
広上淳一（指揮）

曲　目 ブルックナー／交響曲 第8番 ハ短調 WAB108（ハース版）6/20 18:45 開演（18:00開場）土高崎芸術劇場 大劇場

　人気・実力ともに日本を代表する指揮者・広上淳一によるブルックナーの交
響曲第8番（ハース版）。後期ロマン派を代表する作品であり、演奏時間80分を
超える大曲です。この曲には特段、表題や情景のようなものはありませんが、ブ
ルックナーの他の交響曲に比べて、トランペットのファンファーレが多用されて
いる事や、2・3楽章にハープが効果的に使われていたりするなど、随所に劇的な
表現が見られます。

地元発の市民参加ミュージカル
演出新たに高崎芸術劇場で初上演

世界に誇る最強ビッグ・バンド
結成15周年記念アルバムを携えて登場

7/26 14:00 開演（13:15開場）日ミュージカル おに ころ

Profile 三澤洋史（指揮）

　小曽根真率いる総勢15
名のビッグ・バンド、ノー・
ネーム・ホーセズが、結成
15周年を記念したアルバ
ムを携えて登場します。
　つねに進化を続ける彼
らが今回テーマに取り上
げるのは「ロック」。ジャズ
初挑戦という若手天才ギ
タリストの山岸竜之介を迎えるなどサプライズな構成にも注目です。
　トランペットのエリック宮城、トロンボーンの中川英二郎、ドラムスの高橋信之介ら
国内ジャズ界の最強メンバーが突っ走ってきた15年の軌跡をこの上ない興奮ととも
に体感できるステージです。

1955年高崎市新町生まれ。県立高崎高
校、国立音楽大学声楽科卒業。1984年ベ
ルリン芸術大学指揮科を首席で卒業。
1999～2003年、バイロイト音楽祭で祝
祭合唱団指導スタッフとして従事。2001
年より新国立劇場合唱団で合唱指揮者を務める。上毛新聞社
より上毛音楽賞受賞。

19:00 開演（18:15開場）10/30 金

小曽根真 featuring No Name Horses 
～ Until We Vanish 15×15 ～

料　金 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
出　演 小曽根真（ピアノ、ハモンド・オルガン）、エリック宮城（トランペット）、中川英二郎（ト

ロンボーン）、近藤和彦（アルト・サックス）、高橋信之介（ドラムス）ほか　
スペシャル・ツアーメンバー：山岸竜之介（エレキギター）

●チケット発売開始
web 7/17（金）10:00～ 電話 7/20（月）10:00～ 窓口 7/21（火）10:00～

見どころ満載のダイナミックな演出
世界的なヒット作の高崎公演が実現

両日14:00 開演（13:15開場）6/27土・28日
新国立劇場バレエ団  不思議の国のアリス

　2011年に英国ロイヤル・バレエで華々しく世
界初演を果たした「不思議の国のアリス」。日本
初演の2018年から2年、アジアで唯一上演を
許可されている新国立劇場バレエ団との交渉が
実り、稀少な地方公演が高崎で実現します。
　物語は、ポップで愉快なモチーフはそのまま
に、原作のダークな部分も描かれ、子供から大人
まで楽しめる内容です。カラフルな衣装、変幻自 在な振り付け、映像をダイナ

ミックに使った大胆な演出。
オーケストラの軽快な演奏とと
もに繰り広げられる場面展開
は、「バレエは初めて」という人
も大興奮間違いなしでしょう。

Alice in
Wonderland

広上淳一（指揮）

　群響メンバーが自宅で演奏風景を撮影、音楽をより身近に楽しんで
もらおうと「おうちで群響」プロジェクトをスタートしました。特定の
テーマは設けずそれぞれ思いのままに制作。オーケス
トラメンバーひとりひとりをクローズアップしており、
コンサートとはまた違った一面を見ることができま
す。ぜひ、ご自宅でも群響の演奏をお楽しみください。

https://www.youtube.com/channel/UCl-CO9-gfkAvex1swAsO-mw

群響メンバーがYouTube出演

公演中止となりました

公演中止となりました

　「鬼」といえば悪の象徴であ
り、勧善懲悪のストーリーなら、
正義の味方に退治されるのが常
でしょう。しかし、「おにころ」で

は違います。神流川流域で水利
をめぐって争う人々。エゴと欲に
まみれた人間の社会に一石を投
じ、人の心を動かすのが鬼の子
＝おにころなのです。
　高崎で生まれ、市民とプロの
ソリストたちが創る情熱の舞台。
本当に恐れるべきものは何なの
か。信じるべきものは何なのか。
苦難の時にこそ胸に響くステー
ジを、スケールアップした新演出
版でお届けします。

かん な

※払戻しにつきましては高崎芸術劇場HPおよび、
　高崎芸術劇場チケットセンター（TEL:027-321-3900）でご案内しております。

 ©Ayumu Kosugi

※チケットの払戻しについて：ご購入いただいたプレイガイドによって返券方法が変わり
　　　　　　　　　　　　　 ます。詳しくは群響HPでご案内しております。
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小松亮太

6回セット券
おトク！

20,000円（１回ずつ購入すると28,000円）※６回それぞれお好きな　お席が選べます。

　最高峰のオーケストラ、ベルリン・
フィルハーモニー管弦楽団が誇るホル

ンセクションによる四重奏は、リーダーのシュテファン・ドールを筆頭にメンバー全員
がソリストとしても活躍する極上のアンサンブルです。
　そんな彼らによる今回のステージの注目は後半の「世界の歌」。ヨーロッパからアメ
リカ両大陸、日本のクラシックの名曲から民謡など多彩な旋律で世界を巡るユーモア
あふれるプログラムです。

音楽ホール・後期公演ラインナップ

全412席 豪華アーティストを
ゆったりとした空間で愉しむ

14:00 開演（13:30開場）
10/17 土
ザ・ベースギャング

14:00 開演（13:30開場）
11/7 土

ネマニャ・ラドゥロヴィチ
＆フレンズ“悪魔のトリル”

14:00 開演（13:30開場）
11/14 土

ミラノ大聖堂 
聖歌隊

曲　目 オール・ピアソラ・プログラム

19:00 開演（18:30開場）
12/16 水

フィルハーモニクス 
ウィーン = ベルリン

14:00 開演（13:30開場）
2021年2/14 日

トン・コープマン 
バッハへのオマージュ

14:00 開演（13:30開場）
2021年3/14 日

三浦一馬キンテート
（バンドネオン五重奏）

©井村重人

©Hiromichi Nozawa

料　金 全席指定 4,000円
U-25　　2,000円

出　演 三浦一馬（バンドネオン）、石田泰尚（ヴァイオリン）
山田武彦（ピアノ）、髙橋洋太（コントラバス）
大坪純平（ギター）

曲　目 グレゴリオ聖歌、モーツァルト／アヴェ・マリア
グノー／アヴェ・マリア、フランク／天使のパン ほか

料　金 全席指定 4,000円
U-25　　2,000円

出　演 クラウディオ・リヴァ（指揮）、ミラノ大聖堂聖歌隊

曲　目 ヴィターリ／シャコンヌ、J.S.バッハ（セドラー編）／
トッカータとフーガ ニ短調 ほか

料　金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円
出　演 ネマニャ・ラドゥロヴィチ、ギヨーム・フォンタナ

ローザ、フレデリック・ドゥシュ（以上ヴァイオリ
ン）、クリスティーナ・アタナソヴァ（ヴィオラ）

曲　目 クラシック、ジャズ、ロック、J-POPなど予定

料　金 全席指定 4,000円
U-25　　2,000円

出　演 アメリゴ・ベルナル
ディ、アルベルト・
ボチーニ、アンドレ
ア・ピーギ、アントニオ・シャンカレポーレ

曲　目 J.S.バッハ／平均律クラヴィーア曲集 第2巻から
モーツァルト／5つのフーガ K405-1～5 ほか

料　金 全席指定 5,000円
U-25　　2,000円

出　演 トン・コープマン（チェンバロ）
国内奏者によるアンサンブル

曲　目 トリスタンのタンゴ
スウィング・オン・ベートーヴェン ほか

料　金 全席指定 6,000円　U-25 2,500円
出　演 ノア・ベンディックス＝バルグリー（ヴァイオリン）

セバスティアン・ギュルトラー (ヴァイオリン)
ティロ・フェヒナー（ヴィオラ） ほか

ホルン界の名手と巡る音楽世界紀行

料　金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円
出　演 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
曲　目 ロッシーニ（ルロワール編）／狩の集い-4本のホルンのための幻想曲

世界の歌／パリの空の下（フランス）、コンドルは飛んでいく（ペルー） ほか

ベルリン・
フィルハーモニー・
ホルン・カルテット

14:00 開演（13:30開場）7/4 土

　この楽器の魅力を存分に堪能させてくれる超絶技巧ユニット。「この楽器で、まさ
か！」と思わせる選曲ですが、彼らにかかれば難曲もまさに“お手のもの”です！

ドイツの名門楽団
首席奏者たちによる
奇跡のユニット

タンゴの伝道者 渾身のプログラム

料　金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円

曲　目 ヘンデル／組曲「王宮の花火の音楽」、プロコフィエフ／バレエ音楽「ロミオとジュリ
エット」、ムソルグスキー／組曲「展覧会の絵」

出　演 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）

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

料　金 全席指定 4,000円　U-25 1,500円
出　演 渡邊一正（指揮）、濵地宗（群馬交響楽団首席ホルン奏者）、群馬交響楽団

400席で聴く群響。
贅沢な昼下がり
平日午後のモーツァルトⅡ
8/26 13:30 開演（13:00開場）水

小松亮太 バンドネオン・カルテット

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円
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）、福井浩気（ギター）

15:00 開演（14:30開場）6/6 土
 ©YUSUKE TAKAMURA

　小松亮太はタンゴという音楽を体現する世界的バンドネオン奏者。その姿勢はこの
ジャンルの伝道師といえるでしょう。情熱的なプレイが多くのファンを魅了する彼が、
気心知れたメンバーと繰り広げるのは「ラ・クンパルシータ」（ロドリゲス）、「エル・チョ
クロ」（ジョルド）といった名作が並ぶオール・タンゴ・プログラムです。来年2021年
はアストル・ピアソラの生誕100年。まさに音楽シーンを先取りするステージです。

 ©Monika Rittershaus

©Satoru Mitsuta

web 7/10（金）10:00～ 電話 7/13（月）10:00～ 窓口 7/14（火）10:00～

●チケット発売開始 web 6/12（金）10:00～ 電話 6/15（月）10:00～

●チケット発売開始

web 8/21（金）10:00～ 電話 8/24（月）10:00～ 窓口 8/25（火）10:00～

●チケット発売開始
web 10/16（金）10:00～ 電話 10/19（月）10:00～ 窓口 10/20（火）10:00～

●チケット発売開始
web 10/16（金）10:00～ 電話 10/19（月）10:00～ 窓口 10/20（火）10:00～

●チケット発売開始

web 7/10（金）10:00～ 電話 7/13（月）10:00～ 窓口 7/14（火）10:00～

●チケット発売開始
web 7/10（金）10:00～ 電話 7/13（月）10:00～ 窓口 7/14（火）10:00～

●チケット発売開始

●チケット発売開始
web 6/19（金）10:00～ 電話 6/22（月）10:00～ 窓口 6/23（火）10:00～

　“400席の空間にオケが入る贅沢な演奏会”として、長年の群響ファンの皆様からも
好評をいただいたシリーズ第2弾は、モーツァルトのホルン協奏曲全4曲をお贈りしま
す。モーツァルトが友人のホルン奏者のために書いた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ぞろい。10～20分ほどの4曲を一挙に聴ける貴重な機会と
なります。
　2017年、日本音楽コンクールで優勝したホルンの名手、濵地 宗が群響メンバーとと
もに奏でる豊潤な音色をお楽しみください。

はま じ　かなめ

渡邊一正（指揮） 濵地宗

曲　目 ホルン協奏曲 第1番 ニ長調K.412、第2番 変ホ長調K.417
第3番 変ホ長調K.447、第4番 変ホ長調K.495

延期・振替決定しました

 ［振替公演］
15:00 開演（14:30開場）2021年1/9 土

※出演者の一部が変更になります。
※お手持ちのチケットで振替公演にご入場いただけます。払戻しにつきましては高崎芸術劇場
　HPおよび、高崎芸術劇場チケットセンター（TEL:027-321-3900）でご案内しております。

高崎財団ピックアップ公演
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※掲載内容は5/15時点のものです。公演内容等、変更になる場合がございます。最新情報は高崎芸術劇場HPでご確認いただくか、高崎芸術劇場チケットセンターにお問い合わせください。

※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

■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） ※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）

各種
プレイガイド

存在理由～Raison d'etre～
さだまさし コンサートツアー 2020

高崎芸術劇場
大劇場

桐生音協
TEL : 0277-53-3133（平日 9:00～17:00）

全席指定 8,800円
※未就学児入場不可

7/12（日）
17:00開演

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

高崎芸術劇場
大劇場

桐生音協
TEL : 0277-53-3133（平日 9:00～17:00）

前売 6,600円　当日 7,000円
※未就学児入場不可

7/9（木）
15:00開演

第15 回 高崎演能の会
特別公演「道成寺」

14:00 開演（13:00開場）7/11 土

高崎芸術劇場
メンバーズ限定

プレイガイド
窓口発売web先行

登録受付中 !

受付開始日の10:00～ 高崎芸術劇場
チケットセンター

TEL : 027-321-3900
（10:00～18:00）

電話受付

能の大曲「道成寺」を県内初上演！

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）24時間受付 無　休

アルフレッド・ロドリゲス（ピアノ、ヴォーカル）

　多彩なリズムを操り、新世代ラテン・ジャズを牽引する存在として期待さ
れるピアニストのアルフレッド・ロドリゲスが、自身のトリオで来日します。
　2006年の「モントルー・ジャズ・フェスティバル」でワールド・デビュー
を飾った際に名プロデューサーのクインシー・ジョーンズ氏の目にとまり、
以来、同氏のプロダクションの一員として活躍の場を広げています。

　シンガーのマロはポルトガル出身で、天才
マルチ・プレイヤーとして知られるジェイコ
ブ・コリアーのツアーにも参加する実力派
です。今回の来日でのホール公演は高崎の
みの稀少なステージです。

ALFREDO RODRIGUEZ TRIO featuring MARO
アルフレッド・ロドリゲス・トリオ フィーチャリング・マロ

18:00 開演（17:15開場）6/7 日
Presented by QUINCY JONES PRODUCTIONS

マロ
（ヴォーカル、ギター）

撮影：前島吉裕

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。

出　演 Alfredo Rodriguez(p,vo)、Munir Hossn(b,g)、Michael Olivera(ds)、MARO(vo,g)

https://takasaki-theatre-cafe.jp/

高崎芸術劇場1F
TEL:027-328-2019

店休のご案内
　現在、高崎芸術劇場での公演が見合わさ
れている状況に伴い、［シアターカフェ＆レ
ストラン］は休業させて頂いております。営
業再開につきましては当店HP等でお知ら
せいたします。開店の暁には、皆様のまた
のご来店をお待ちいたしております。

公　演　名 日　時 料　金 会　場 お 問 い 合 わ せ

チケット販売サービス・取扱いチケット一覧�月 �月 公演

どう　じょう　じ

クインシー・ジョーンズも惚れ込んだ偉才ピアニスト

料　金 Ｓ席 10,000円　A席 8,000円　B席 6,000円
出　演 下平克宏、殿田謙吉 ほか

圧倒的な迫力と
巧みな話芸で魅了

料　金 全席指定 4,200円

●チケット発売開始

出　演 立川談春、立川こはる

+

+
ディナーコース
「ヴィアッジョ・ディ・キューバ」
～キューバの旅～

公演チケット【通常料金6,000円】

スペシャル・カクテル

数量限定

9,500円１名様

ディナー付
  SPプラン！ 

好評発売中

19:00 開演（18:30開場）11/18 水
立川談春 独演会

　昨年デビュー35周年。今、最もチケット
が取れない落語家といわれる談春が当劇
場に登場します。人気・実力を兼ね備えた
“新世代の名人”による話芸をお楽しみくだ
さい。

下平克宏

●チケット発売開始
web 5/29（金）10:00～ 電話 6/1（月）10:00～ 窓口 6/2（火）10:00～

web 6/19（金）10:00～
電話 6/22（月）10:00～
窓口 6/23（火）10:00～

　高崎出身の観世流シテ方能楽師・下平克宏による公演。
今回は大曲「道成寺」を上演します。
　紀州道成寺の鐘再興の日、寺に現れた白拍子（主役の
女）は、激しく舞って、鐘を引きずり落し、その中へと飛び入ります。住僧は、この謎
の白拍子はかつてこの鐘に隠れた山伏を鐘もろともに焼き殺した女の悪霊であろ
うと語ります。そして一心に祈ると、鐘が再び上がり、中から蛇となった女が現れ、僧
たちに襲いかかります。やがて僧の懸命な祈りに屈服し、蛇体は日高川の水中へと
姿を消します。

　小鼓とシテ（主役）との気迫みなぎる「乱拍子」から、一転して壮絶な「急之
舞」、そして息つく暇なく「鐘入り」へと、見せ場満載の大曲です。
　大がかりな舞台からこれまで高崎での上演は不可能でしたが、当劇場専用の
能舞台（仮設式）が完成したことで、悲願の舞台が実現します。

公演中止となりました

※払戻しにつきましては高崎芸術劇場HPおよび、高崎芸術劇場チケットセンター
　（TEL：027-321-3900）でご案内しております。

中止となりました

高崎財団ピックアップ公演

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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ロケ地 : 高崎市城南球場©2019「泣くな赤鬼」製作委員会

ロケ地 : 高崎市城南球場

監督：兼重淳（「キセキ-あの日のソビト-」「水上のフライト」 2020年公開）
出演：堤真一、柳楽優弥、川栄李奈、竜星涼（2019年6月公開）
原作：重松清　短編集「せんせい」より
 

＊（ ）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。

　かつて熱血指導により〈赤鬼〉と呼ばれていた高校教師・小渕（堤真一）は、甲
子園出場の夢破れ10年の歳月が流れた今、野球への情熱をすっかり失ってい
た。そんなある日、昔の教え子・ゴルゴこと斎藤（柳楽優弥）と思いがけず再会
する。かつてすれ違ってしまった〈先生と生徒〉。止まっていた二人の時間が再び
動き出したときには…。兼重監督の故郷・群馬県内でオールロケされた本作。高
崎市内の馴染みの風景が物語をより身近に感じさせてくれます。

住　　所 〒370-0849 高崎市八島町110-27　　TEL：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10:00～18:00（入館は17:30まで）
休 館 日 6/1（月）・8（月）・15（月）入館料 一般400（300）円 大高生200（150）円

～6/21（日）まで開催

施設名 開催中の展示 お問い合わせ・開館時間・休館日

秋山コレクション 人間のいる風景
― ラインハルト・サビエ、深井克美を中心に高崎市美術館

旅する風景

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

一般200円（160円） 大高生160円（100円）観覧料

6/1（月）・8（月）・15（月）・22（月）・29（月）・30（火）休館日

住　　所 〒370-3534 高崎市井出町1514　T E L 027-373-8880
開館時間 9:30～17:00（入館は16:30まで）
　　　　 八幡塚古墳の石棺展示室　9:30～16:30（博物館の休館日は閉鎖します。）

一般200円（160円） 
大高生100円（80円）

観覧料

6/2（火）・9（火）・16（火）・23（火）・30（火）休館日

開催期間 まで～ 6/28 日

　前橋市出身の日本画家・髙橋常雄が長野県安曇野村上高地の夜明けを描い
た作品です。空はまだ暗く、大正池には朝靄が立ち込め、岳沢は早朝の張りつめ
た空気に満ちています。神秘的な情景
から「神河内」「神合地」などが地名の
由来といわれる上高地の幻想的なイ
メージを、金泥を効果的に用い、丹念
に色を重ねて表現しています。髙橋は
朝の上高地を題材とした作品を数点遺
していますが、本作品は第35回群馬
県美術展に出品され、文化事業団会長
賞を受賞しました。

髙橋常雄《晨（上高地）》1984年

　榛名山東南麓には巨大な前方後円墳を築いた王の拠点がありました。発掘調
査によって見つかった豪族の館、ムラ、水田などにより、当時の社会についてトー
タルにわかる全国的にも貴重
な場所です。かみつけの里博物
館では、6m×4mの巨大ジオラ
マや埴輪などの実物資料によ
り、5世紀の世界をリアルに体
感できます。
　屋外の復元整備された古墳
では、墳丘に登って散策を楽し
むことができます。

常設展示室 5世紀復元模型

よみがえる５世紀の世界

TAKASAKI  CITY  DYE  PLANT  BOTANICAL  GARDEN

住　　所 〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11　T E L 027-328-6808
開園時間 9:00～16:30（入園は16:00まで）、4～8月の土日祝は9:00～18:00（入園は17:30まで）

6/1（月）・8（月）・15（月）・22（月）・29（月）休園日

園内の花情報

　ムラサキの花は小さな白いものですが、染色
には紫色の根を使用します。古く冠位制度で
は、紫色は高貴な色として高い地位の人の服色
として使われた歴史があります。また、万葉集や
古今集の歌にも登場し古来から人々の憧れの
色であることがわかります。

6月に園内に咲く染料植物をご紹介します。

住　　所 〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5　T E L 027-321-0077
開館時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）

一般200円（160円） 
大高生160円（100円）

観覧料

6/1（月）・8（月）・15（月）・22（月）・29（月）休館日

おすすめの高崎市内ロケ映画作品をご紹介します！鑑賞会!おウチ de鑑賞会!おウチ de 鑑賞会!おウチ de鑑賞会!おウチ de

泣くな赤鬼

「俺、また野球やりたいな。」素晴らしい〈高崎の空〉と迫力の高校野球シーンは必見！

常設展示

絵画解説

《無題》 水彩・鉛筆・紙

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。

　暗闇をさまようような人物像は、1976年にかま
ちのノートに書かれた詩を思い起こさせます。「暗
い道をたった1人で歩いてゆくように/ そこには何
もない…/ （中略）/ 触れられるものは/ この熱っぽ
い自分の身体と衣服/ それがいったいなに？/ わ
かるのは/ ただ心臓の動きと、生きてる微動 （後
略）」。画面の中に乱れ飛ぶ黒い点々ですが、実物
の絵をよく見ますとこの点には指紋が写っています。指先に絵具を塗り押しつけて
いったのでしょう。これは「心臓の動きと、生きてる微動」の表現なのでしょうか。

・本編111分
  （メイキング等
  特典映像有）
・画面16:9LBサイズ

Blu-ray&DVD
レンタル & 販売中

ムラサキ

　クチナシは、11月に赤味の多い実を採って乾
燥し保存しておきます。その実を煮出して黄色
に下染めした上にベニバナの赤を重ねた色を黄
丹（おうに）といい、「養老律令」の衣服令で皇
太子の枹の色として定められています。

クチナシ

無料入園料

常設展示

ミュージアム / シネマ情報

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は、5/15 時点のものです。変更等ある場合がございますので、最新情報は各施設へお問い合せください。

北

東 西

南

高崎シティギャラリー

©山本倫子 ©Yuji Hori
［両公演鑑賞共通券］ S席8,000円～D席2,000円 ペア券・U25券あり

©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

11/24
19:00 開演 大ホール
2020年 （火）

ボリショイ・バレエ 「白鳥の湖」 全2幕4場
演奏：ボリショイ劇場管弦楽団

［料金］ SS席18,000円～D席6,000円 ペア券あり、U25券（前売りでの購入が可能・ペア券を除く）

高崎芸術劇場

〒370-0841 高崎市栄町9-1　TEL : 027-321-7300

9:00～22:00
※現在は9:00～18:00の開館となっております。

開館時間

10:00～18:00チケットセンター 無休休館日

大劇場6/13 土 仮面ライダースーパーライブ 2020
■①10:00開演 ②13:45開演 ■料金／全席指定 3,300円 
　※2歳以下膝上鑑賞無料。ただし、座席が必要な場合は有料。 
■問い合わせ先／Zen-A（ゼンエイ） TEL 03-3538-2300（平日11:00～19:00）

小さな音楽家たちのコンサート6/27 土

■①10:00開演／12:00終演 ②13:30開演／15:30終演 ■料金／無料
■問い合わせ先／雨宮音楽教室　TEL 027-347-2332

〒370-0829 高崎市高松町35-1　TEL : 027-328-5050
8:30～17:15開館時間 無休休館日

※5/28（木）～ 6/3（水）は保守点検のため催し物はありません。

11/202020年 （金）19:00 開演 大ホール

11/212020年 （土）14:00 開演 大ホール

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」

小林研一郎 指揮 
ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団

ピアノ: 菊池洋子

菊池洋子 ピアノ・リサイタル

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。

6月は
19：30以降が

見頃です

アクセスマップ

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住　所

15:00 ～ 21:30開館時間

月曜日、火曜日休館日

027-386-6837電　話

くらぶちこども天文台で星を観よう！ 至吾妻・北軽井沢至吾妻・北軽井沢

倉渕中倉渕中

倉渕支所倉渕支所

道の駅
くらぶち小栗の里
道の駅
くらぶち小栗の里

〒

倉渕せせらぎ公園倉渕せせらぎ公園

倉渕福祉センター倉渕福祉センター

相間川温泉
ふれあい館
相間川温泉
ふれあい館

消防団
第3分団詰所

倉渕水沼公園内至松井田至松井田 至高崎市街地至高崎市街地

倉渕郵便局前倉渕郵便局前

406

※天文台に無料駐車場を
併設しております。

「道の駅くらぶち小栗の里」より
車で約 5 分

お車でお越しの方

ほし だよ

高崎市少年科学館

夏の大三角

６月の星空

高崎市少年科学館／担当：岸

初夏の星空

梅雨の晴れ間には夏の星！

図のように見える時刻
6 月初め  22 時
6 月中旬  21 時
6 月末　  20 時

「１等星」は全天に 21個ある
特に明るい星。星図の★マーク

　雨上がりの空に星々がきらめく夜は、まず東の空に「夏の大三角」を見つけてみま
しょう。
　3つの白い1等星で、大きな三角を描きます。やや高い空に一番明るい「こと座」の「ベ
ガ」が光っています。ベガから右下・南東側の星が「わし座」の「アルタイル」、左下・北東
側が「はくちょう座」の「デネブ」です。
　デネブには「しっぽ」の意味があり、そこから十字架のように星をたどると、羽を広げ
て天の川の上を飛ぶ白鳥
がイメージできます。神々
の王ゼウスが変身した姿と
されています。
　南の低い空にも、赤っぽ
く輝く明るい星があります。
「さそり座」の心臓とも呼ば
れる「アンタレス」です。
　 南 東 か ら は惑 星の「木
星」が、さらに「土星」が昇っ
てきます。

公演中止となりました

6月 イベント・カレンダー

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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高崎シティギャラリー展示室

高崎市少年科学館

8:30 ～17:15開館時間

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

6月スケジュール 4
木

5
金

6
土

7
日

8
月

9
火

10
水

11
木

12
金

13
土

14
日

15
月

16
火

17
水

18
木

19
金

20
土

21
日

22
月

23
火

24
水

25
木

26
金

27
土

28
日

29
月

30
火

予　備　室

第1展示室

第 2展示室

第 3展示室

第 4展示室

第 5展示室

第 6展示室

てつねこ人形展 1997－2019（初期作品ー最新作）
目時哲雄 TEL : 090-7007-6236

群馬作家展
（一社）群馬県作家協会 TEL : 027-324-0161

絵画展
斗南美術協会 TEL : 027-252-1709

6/1（月）～ 6/3（水）は保守点検のため
催し物はありません

期　間 プログラム 上映時間

月・火・水・金
6月5日（金）～30日（火）

『都市の表情』『人物画の名品』より
マネ、ドガ、スーラ他

「みすゞ」

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

10:00 12:00 14:00土・日

9:00 ～17:00開館時間

一般320円（団体260円（20名以上））観 覧 料

6月13日（土）  9:30 ～12:00日　時

20人定　員 300円（材料費）費　用 6月4日（木）締　切

５歳～小学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

無料　 ※事前の申し込みは不要です。参 加 費

6月6日（土）～8月31日（月）投映期間

6/1（月）・8（月）・15（月）・22（月）・29（月）休 館 日

〒370-0065 高崎市末広町23-1住　　所 027-321-0323電　　話

火～金 学習・団体（午前中）

土・日・祝日 11:00 14:45

15:30

13:30

14:00

16:00

プラネタリウム投映時間

一般番組

● 冒険のプラネタリウム

もしかしたら世界は無数にあるのかもしれない・・・

● 海ホタルを作ろう

● 初夏の天体と月を見よう

6月6日（土）～11月15日（日）投映期間

子ども向け番組

● ムーミン谷のオーロラ

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、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

■一般番組　■子ども向け番組

※6/2（火）～6/5（金）〔番組入替〕と6/9（火）〔保守点検〕は投映がありません。
※団体投映は、一般・子ども向け番組から選ぶことができます。（要予約）

■プラネタリウムホール前にて30分前から受付します。 ■望遠鏡で天体を観察します。
■曇りや雨の場合はホールでの解説のみになります。

大航海時代、消えた星座、謎の神殿、落雷、恐竜、ビッグバン・・・
宇宙138億年の歩みをさかのぼって、現代のプラネタリウムへ
今、パラレルワールドをめぐる驚異の旅が始まる！

〈 あらすじ 〉
ムーミンが冬眠から目覚めると、まだムー
ミン谷は深い雪の中。春を呼び戻すことは
できるのでしょうか？

薬品で作ったカプセルを、水の入ったペットボトルに入れて海ホタルを作る。

6月14日（日）  9:30 ～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 6月4日（木）締　切

小学1・2年生（保護者同伴）対　象

● プログラミング6月・低学年向け
文部科学省のウェブサイト「プログラミン」とプログラミング言語「スクラッチ」を
使った初歩的なプログラミングを体験する。

6月28日（日）  9:30 ～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 6月18日（木）締　切

小学3年生～中学生（小学3年生は保護者同伴）対　象

● プログラミング6月・中高学年向け
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。

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。
 （シニアは、教室名・開催日・氏名・住所・電話番号を記入してください。）
■〒370-0065　高崎市末広町23-1　高崎市少年科学館まで。
　お申し込みは締切日必着。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） ※必ず返信メールをご確認ください。

プラネタリウム

天文教室

科学工作教室 要申し込み

パソコン教室 要申し込み

6月11日（木）  9:30 ～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 5月28日（木）締　切

おおむね60歳以上の方対　象

● シニア・プログラミング体験
文部科学省のウェブサイト「プログラミン」とプログラミング言語「スクラッチ」を
使った初歩的なプログラミングを体験する。

締切日
必着

いずれも入場無料。上映時間内に自由に出入りできます。ハイビジョンギャラリー上映番組 ― ギャラリートーク ―
ラジオ高崎 FM76.2

展示情報をお届けしています!
土 9:15～9:29
日 再10:30～10:44

毎週

夏の星座解説を含む約40分

夏の星座解説を含む約35分

6月26日（金）19:30～　※季節によって開始時間が変わります。ご注意ください。日　時

6月27日（土）  9:30 ～12:00日　時

20人定　員 1,000円（材料費）費　用 6月11日（木）締　切

小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）対　象

● メカ・ホッパーを作ろう
太陽光発電で動くバッタ型のロボットを作る。

※プログラム等は、都合により変更することがあります。 ※毎週木曜日、および 6/1（月）～ 6/4（木）は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

■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。

シニアパソコン教室 要申し込み

お知らせ

アート / サイエンス

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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よりお知らせ

※掲載内容は、5/15 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 等でご確認ください。

■  アルフレッド・ ロドリゲス・トリオ フィーチャリング・マロ6/7（日）

■  群馬交響楽団 第 559 回 定期演奏会6/20（土）

■  新国立劇場バレエ団「不思議の国のアリス」6/27（土）
　28（日）

■  福田こうへいコンサートツアー 20206/3（水）

［振替公演］12/4（金） 15:00 開演

［振替公演］2021 年 3/10（水） 13:30 開演

高崎芸術劇場 HPから手続用紙をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、
チケットと合わせて（株）コンサート・ドアーズへご郵送ください。
ご指定の口座へお振込いたします。

オーケストラの来日中止のため以下の通り、内容を変更して振替公演を行います。

中止公演、および、チケット払戻し方法

振替公演、および、チケット払戻し方法

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、下記の
スポーツ施設は 5/31（日）まで閉館しております。

下記の文化施設は開館時間の変更をいたします。

※上記施設以外の屋外スポーツ施設は、当面市内の方のみのご利用とさせていただきますが、
　極力利用の自粛をお願いいたします。また、人が多く集まる大会等はご遠慮ください。

・高崎アリーナ  ・高崎市浜川体育館  ・高崎市浜川プール・高崎市弓道場
・高崎市武道館  ・高崎市相撲場  ・サンライフ高崎

・高崎芸術劇場 ……………………………………………………………9:00〜18:00
・高崎サウンド創造スタジオ「TAGO STUDIO TAKASAKI」 ………… 11:00〜18:00

〈高崎芸術劇場〉 公演中止 ・ 振替公演 ・ チケット払戻し方法 追加情報 （5/15 時点）

■  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

5/24（日）

チケット払戻しについて
高崎芸術劇場HPでご確認いただくか、
当劇場チケットセンター（TEL:027-321-3900）までお問い合わせください。

チケット払戻しについて
ご購入いただいたプレイガイドによって返券方法が変わります。詳しくは
群響事務局（TEL:027-322-4944）または群響HPでご案内しております。

チケット払戻しをご希望の場合

※お手持ちのチケットでご入場いただけます。紛失しないよう、
　大切に保管してください。

●受付期間：5/11（月）～ 6/10（水）必着
　※ 複数枚ご購入のお客様は、ご予約・ご購入時のお客様がまとめてお手続きください。
　※「特定記録郵便」にてご郵送ください。

●宛先：（株）コンサート・ドアーズ　〒104-0045 東京都中央区築地 2-14-6-503　

チケット払戻しをご希望の場合

●受付期間：6/1（月）～7/31（金） ※お手持ちのチケットが必要となりますので、大切にお持ちください。
●その他、お問い合わせ：（株）ベルワールドミュージック
　　　　　　　　　　　 TEL:03-3222-7982（当面の間、月・水・金12:00～16:00）

■  小松亮太 バンドネオン・カルテット6/6（土）

［振替公演］2021 年1/9（土） 15:00 開演
チケット払戻しをご希望の場合

高崎芸術劇場HPでご確認いただくか、
当劇場チケットセンター（TEL:027-321-3900）までお問い合わせください。

※お手持ちのチケットでご入場いただけます。紛失しないよう、大切に保管してください。
※出演者の一部変更あり（詳細はP3をご覧ください）。

高崎芸術劇場 HPでご確認いただくか、
当劇場チケットセンター（TEL:027-321-3900）までお問い合わせください。

高崎芸術劇場に専用駐車場および提携駐車場はありません。お車でお越しの場合は、
近隣の有料駐車場をご利用ください。

感染症予防対策へのご協力をお願いします

●マスクの着用を徹底し、咳エチケットにご配慮ください。
●入館時にアルコール消毒液で手指の消毒をお願いします。
●こまめに石鹸などで手洗いをお願いします。
●人との距離をとる「ソーシャルディスタンス」にご協力ください。
●発熱や風邪症状など体調不良の方は、ご利用をお控えください。

P2 アートパーク高崎東
高崎市双葉町209-3 

7月上旬オープン（予定）

P3 メディアメガ高崎
高崎市下和田町5-3-8

P4 高崎駅東口駐車整理場
高崎市八島町222 

P5 LABI1立体駐車場
高崎町栄町1-1 

P6 ココパルク800
高崎市東町5

P12 西口サウスパーク

P1 芸術劇場南駐車場
高崎市北双葉町1-3

6/1オープン（予定） P7 パーク525
高崎市東町126-1

P8 プリンス駐車場
高崎市旭町138

P9 平和パーク旭町
高崎市旭町21-1

P10 ウエストパーク1000
高崎市旭町34-1

P11 ココウエスト
高崎市八島町257

高崎市鶴見町3-1 

※ 400台以上の時間貸駐車場を掲載しています。

高崎芸術劇場 近隣駐車場のご案内P

緊急事態宣言の解除に伴う、各施設再開の折には、
「新しい生活様式」に基づき、下記事項にご留意いただき、

ご利用いただけますようお願いいたします。

出　演 フジコ・ヘミング（ピアノ）、マリオ・コシック（指揮）
プラハ室内オーケストラ

※お手持ちのチケットでご入場いただけます。紛失しないよう、
　大切に保管してください。

お知らせ

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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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）
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