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サクソフォン界のパイオニアが挑む新境地、バッハから現在へ連なる音楽

14:00 開演
（13:15 開場）

全席指定 一般 4,000 円  U-25 2,000 円

高崎芸術劇場 音楽ホール
（土）
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バッハ・シークェンス

須川展也（サクソフォン）、小柳美奈子（ピアノ）出演

J.S.バッハ／無伴奏ヴァイオリン・パルティータより
第３番より「ガヴォット」「プレリュード」
第１番より「アルマンド」「クーラントのドゥーブレ」
第２番より「シャコンヌ」
カッチーニ（朝川朋之編）／アヴェ・マリア
本多俊之：枯葉シークエンス ＊須川委嘱新曲
ピアソラ（啼鵬編）／アディオスノニーノ
ピアソラ（小松亮太編）／天使のミロンガ
吉松隆／ファジイバード・ソナタ

曲目

　日本が世界に誇るクラシック・サクソフォン
奏者で国際的に活躍している須川展也がこの
秋、満を持してバッハ無伴奏パルティータに挑
戦します。
　彼が長い年月をかけて練り上げてきたバッハ
作品。サクソフォンへのアレンジはすべて自らの
手で行い、伝統的な装飾音やリズムの処理にこ
だわった正統的なアプローチから、よりジャズ
に近いアプローチまで多彩に表現します。中で

も「シャコンヌ」では、この楽曲にこめられた人
の心の動きに限界まで迫ります。
　さらにリサイタル後半ではカッチーニ、ピアソ
ラ、吉松隆などバロックから現代にいたるバッ
ハの音楽へと連なる作品を取り上げます。
　2020年10月にはバッハ作品を集めたアルバ
ムをリリース予定。常に進化を続けるアーティス
トの“今”をお届けします。

チケット発売 web：9/25（金）［高崎芸術劇場メンバーズ］　電話：9/28（月）［チケットセンター 027-321-3900］　窓口：9/29（火）

須川 展也
サクソフォン  リサイタル
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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 ヤヌシュ・プルシノフスキ、ピーター・バラカン（紹介＆解説） ほか

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円

 ©Rowland Kirishima

完売御礼

大
劇
場

　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。
　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。

フォーレ四重奏団 Fauré Quartett
14:00 開演（13:30開場）10/11日
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料 金 全席指定 1,500円
出 演 荒井里桜（ヴァイオリン）、日下知奈（ピアノ）
曲 目 フバイ／カルメンによる華麗な幻想曲

フランク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調
ドビュッシー／ヴァイオリン・ソナタ
エルガー／愛の挨拶
フォーレ／夢のあとに
ファリャ／スペイン舞曲
クライスラー／愛の悲しみ

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

19:00開演（18:15開場）10/30 金

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）

公演中止

S 席・A 席 完売

ヤヌシュ・プルシノフスキ・コンパニャ
19:00 開演（18:15開場）10/14 水

　故国への思いを込めた数々の作品で知られる
ポーランド生まれの作曲ショパン。彼の音楽の原点
となった舞曲「農村マズルカ」が中欧で空前の盛り
上がりをみせています。その火付け役でもある人
気ユニットによる待望の来日公演。

日下知奈（ピアノ）

2020.10.13（火） 13:30 開演（12:45 開場） 音楽ホール

高崎芸術劇場 芸術監督 大友直人

　将来性豊かな実力ある若手演奏家を、多くの
皆さまにご紹介する『高崎芸術劇場 大友直人
Presents T-Shotシリーズ』を今期、スタートさせ
ることとなりました。
　このシリーズは、各アーティストによるリサイタ
ルを開催すると同時に、当劇場の音楽ホールの
響きを最大限に生かした録音を行いCDおよび
DVD化しリリースしていくものです。
　若手の出演者の皆さんの“今”を記録に残すことは意義あること
と考えます。聴衆の皆さまには、これからの音楽シーンを担ってい
くであろう魅力的な演奏家とここで出逢い、今後さらに羽ばたいて
いく姿を末永く応援していただければ幸いです。

東京藝術大学附属高校、大学、大学院修了。
第14回園田高弘賞ピアノコンクール第3位、メシアン賞受賞。
ケルン音大をピアノ・室内楽ともに首席で卒業。
第3回東京音楽コンクール第3位。
2007年バロックザール賞受賞。
2009年摂津音楽祭伴奏者賞受賞。
2019年日本演奏家コンクール伴奏者賞受賞。
現在東京藝術大学弦楽科伴奏助手。

Prof  ile

vol.1 荒井里桜 ヴァイオリン・リサイタル
Rio Arai Violin recital

　シリーズ第1弾に登場するのは、2018年の日本音楽コンクール優勝者、荒井里桜さんです。現在、東京藝術大学４年に在籍しながら
数々のコンクールで入賞し、演奏会でも活躍。「華があり、芯の強い音楽を奏でる魅力ある演奏家」と大友監督も注目しています。
　プログラムは、フランスの香り漂うドビュッシーとフランクの美しいソナタを中心に、やはりフランスの作曲家ビゼーのオペラ「カルメ
ン」のテーマを使ってヴァイオリニストの名人芸を堪能出来るフバイの名作、更に味わい深いクライスラーの小品など、ヴァイオリンの豊
かな魅力を存分にお楽しみいただける内容になっています。

1999年東京都出身。東京藝術大学4年在学中、および平成
29年度東京藝術大学宗次徳二特待奨学生。
第15回東京音楽コンクール弦楽部門第1位および聴衆賞。
第87回日本音楽コンクールバイオリン部門第1位、併せてレウ
カディア賞・鷲見賞・黒柳賞を受賞。
東京藝術大学内にて、福島賞・安宅賞・宮田亮平奨学金を受賞。
東京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、群馬交響楽団
等と共演多数。
使用楽器は、財団法人ITOHより貸与されているJ.B.Guadag
nini1779年製。

［ラジオ高崎生放送］
当日の演奏会の様子と大友監督によるトークを
ラジオ高崎（FM76.2）でオンエアします。

高崎芸術劇場 大友直人Presents

シリーズ始動！シリーズ始動！

～T-Shotシリーズ～
TはTAKASAKIの頭文字と映像記録に残すショッ
トの意味を込めました。さらに、ゴルフのホールで
の大事な一打目と音楽ホールで放つ新鮮な第一音
のイメージとを重ね合わせています。

「フォーレ四重奏団」は、出演者の
日本への渡航が困難なことから公演を中止します。

●払戻期間: 10/31(土)まで
●チケットの払戻しにつきましては、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
　（TEL:027-321-3900）までお問い合わせください。
●チケットぴあでご購入されたお客様は、以下Webサイトよりご確認ください。
　チケットぴあ: http://t.pia.jp/guide/refund.jsp

 ©Ayumu Kosugi

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円
出　演 エリカ・ゲルトゼッツァー（ヴァイオリン）、サーシャ・フレンブリング（ヴィオラ）

コンスタンティン・ハイドリッヒ（チェロ）、ディルク・モメルツ（ピアノ）
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新型コロナウィルス感染防止対策として客席を半分以下にするため、
定期演奏会の追加公演を行います。

※出演を予定していた指揮者パスカル・ヴェロ氏は新型コ
　ロナウイルスの影響で来日が難しくなったため、大友直
　人氏に変更して開催します。

2020 年度 群馬交響楽団 
定期演奏会
創立 75 周年記念公演 〈大劇場〉 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

〈75周年 チケット料金〉 SS席6,000円　S席5,500円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円

第 562 回定期演奏会

高関健（指揮）

 ©StasLevshin

出　演 高関健（指揮）
群響名誉指揮者

曲　目 スメタナ／
連作交響詩
《わが祖国》

チケット発売中
10/17 18:45 開演（17:45開場）土

10/16 19:00 開演（18:00開場）金
チケット発売中

第 563 回定期演奏会

チケット発売開始 10/21（水）10:00～
11/21 18:45 開演（17:45開場）土

チケット発売中
11/22 15:00 開演（14:00開場）日

 ©Yoshinori Tsuru

山田和樹（指揮）

 ©Marco Borggreve

今井信子（ヴィオラ）

 ©Rowland Kirishima

大友直人（指揮）

 ©Yuji Hori

酒井有彩（ピアノ）

創立 75周年記念演奏会

出　演 山田和樹（指揮）、今井信子 *（ヴィオラ）
曲　目 ベルリオーズ／《イタリアのハロルド》作品16 *

ガーシュイン／《パリのアメリカ人》
ラヴェル／《ラ・ヴァルス》 出　演 大友直人（指揮）、酒井有彩 *（ピアノ）

曲　目 ベルリオーズ／序曲《ローマの謝肉祭》作品9
ラヴェル／ピアノ協奏曲 ト長調 *
フランク／交響曲 ニ短調 FWV48

10/31 18:45 開演（17:45開場）土
チケット発売中

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

出　演 徳永二男（指揮・ヴァイオリン）、群馬交響楽団（管弦楽）
曲　目 ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲集《四季》 ほか

料　金 全席指定 4,000円　U-25 1,500円

徳永二男（指揮・ヴァイオリン）

ミラノ大聖堂聖歌隊

音
楽
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出　演 トン・コープマン（チェンバロ）、岡本誠司（ヴァイオリン）、丸山 韶（ヴァイオリ
ン）、佐々木梨花（ヴィオラ）、島根朋史（チェロ）

曲　目 J.S.バッハ／平均律クラヴィーア曲集第2巻より、モーツァルト／5つのフーガ 
K.405-1～5、モーツァルト／チェンバロ協奏曲 ニ長調 K107-1（原曲：
J.Chr.バッハ「ソナタ」Op.5-2）ほか

料　金 全席指定 5,000円　U-25 2,000円

トン・コープマン

 ©Eddy Posthuma de Boer

 ©ヒダキトモコ

　現代最高の古楽奏者で、客演指揮者として世界
の一流オーケストラに招かれることも多いトン・
コープマン。2018年の高崎公演（高崎シティギャ
ラリー・コアホール）ではバロック音楽を俯瞰する
彼ならではのプログラムで満員の客席を魅了しま
した。今回のテーマは「バッハとモーツァルト」。巨
匠ならではのこだわりの選曲を日本の俊英奏者と
ともに奏でます。

　当劇場主催、群響による音楽ホールの再開
公演を飾るのは、ヴァイオリン界の重鎮、徳永
二男との共演です。徳永の指揮とヴァイオリン
によるヴィヴァルディの《四季》。徳永と群響に
はおもしろい逸話があります。1978年に故丸
山勝廣が徳永に「群響のレベルアップには誰
が良いか」アドバイスを求めたところ、紹介さ
れたのが後の音楽監督豊田耕兒でした。そし
て今、新時代の群響との共演となります。

音
楽
ホ
ー
ル

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 ～オール・ピアソラ・プログラム～ 天使の死、アディオス・ノニーノ、鮫、五重
奏のためのコンチェルト、リベルタンゴ ほか

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円

　2021年、タンゴの革命児アストル・ピアソラ
（1921～1992）が生誕100年を迎えます。高崎
芸術劇場でも多彩なステージを用意しています。
三浦一馬はバンドネオン、ヴァイオリン、ピアノ、
コントラバス、エレキギターというピアソラが後
期に取り組んだオリジナル編成、キンテート（五
重奏）を再現。斬新な感性とアイディアで希代の
作曲家の核心へ、アグレッシヴに迫ります。

　ミラノ大聖堂聖歌隊の起源は14世紀末の
大聖堂建立が着手された時までさかのぼりま
すが、その音楽活動は11世紀以前の司教座
大聖堂学校から始まり、現在に至るまで連綿
と続きます。
　天上から降り注ぐ中世ヨーロッパ1000年
の響き「グレゴリオ聖歌」や大作曲家らによる
「アヴェ・マリア」をはじめ、祈りの共鳴が呼び
起こすハーモニーは今を生きる私たちの心を
きっと揺り動かすはずです。

音
楽
ホ
ー
ル

 © 井村重人

出　演 クラウディオ・リヴァ（指揮）、ミラノ大聖堂聖歌隊
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

●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 9/18（金）10:00～ 電話 9/21（月）10:00～ 窓口 9/22（火・祝）10:00～

●チケット発売開始

●チケット発売開始

14:30 開演（13:45開場）11/3 火・祝

休日午後のコンサート
徳永二男×群響 《四季》

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3/7 日 バンドネオン五重奏
三浦一馬キンテート

19:00 開演（18:30開場）2021年3/10 水

ミラノ大聖堂聖歌隊

web 10/16（金）10:00～ 電話 10/19（月）10:00～ 窓口 10/20（火）10:00～

web 10/16（金）10:00～ 電話 10/19（月）10:00～ 窓口 10/20（火）10:00～

大坪純平（ギター）髙橋洋太（コントラバス）山田武彦（ピアノ）石田泰尚（ヴァイオリン）

三浦一馬（バンドネオン）

高崎芸術劇場主催公演は現在、ソーシャルディスタンス
を保つため間隔を空けての配席を行っておりますが、ガ
イドライン等の変更に伴い、今後、対応が異なる場合がご
ざいます。詳しくは、高崎芸術劇場HPでご確認ください。

新型コロナウィルス感染防止対策における配席についてのご案内

音
楽
ホ
ー
ル
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※掲載内容は9/10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

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
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

【振替公演】
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

高崎芸術劇場
音楽ホール

群馬交響楽団事務局
TEL：027-322-4316
（平日 10:00～18:00）

2021 年
3/25（木）

19:00 開演

【振替公演】
高木直樹 ピアノリサイタル

高崎芸術劇場
音楽ホール

日本ヒナステラ協会
E-mail：japan.ginastera.
association@gmail.com

2020 年
11/29（日）
14:00 開演

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

自由席 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
※2020/3/26（木）のチケットをお持ち
　の方は、そのままご入場いただけます。

自由席 一般 2,000 円
高校生以下  1,500 円

※当日券は500円増しとなります。
※2020/3/15（日）のチケットをお持ち
　の方は、そのままご入場いただけます。

辰巳美納子
チェンバロ ・ リサイタル

高崎芸術劇場
音楽ホール

アレグロミュージック
info@allegromusic.co.jp
TEL：03-5216-7131

（火・木・金曜日 11:00～16:00）

2021 年
1/17（日）

14:00 開演
全席指定 一般 3,000 円

料　金 全席指定 4,200円

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）、アンヌ・ビラニェ（チェロ）、ナタナエ
ル･マルヌリー（コントラバス）

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

©Milan Djakov,creative studio

高崎芸術劇場1F  TEL.027-328-2019  https://takasaki-theatre-cafe.jp/

高崎芸術劇場一周年記念コース
～シアターアニバーサリーコース～

立川談春

シアターアニバーサリーコース
（5,000 円税別）
＊2020 年、年末営業日までの特別コースです。

追加公演決定！！

完売御礼

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

高崎芸術劇場の事業担当者が出演し、劇場の旬な
情報を丁寧にじっくり、時に熱くご紹介しています。
公演の裏話など聴きどころたっぷりです！

ラジオ高崎 FM76.2

●毎週 第1・3金…

●毎週 水…………

19:00～19:14
（第2・4週は再放送)

6:30～6:44（再）

ON
AIR

　「日本で最もチケットが取れない落語家」とも称される立川
談春。7月に発売した当劇場公演のチケットは即完売となり、急
きょ昼公演を追加して行うことに
なりました。
　圧倒的な迫力と巧みな話芸を間
近でご堪能ください。

　人気ヴァイオリニスト、ネマニャ・ラドゥロ
ヴィチが率いる"悪魔のトリル"は、彼の恩師
の息子、ギョーム・フォンタナローザら気心
知れたフランスの仲間5人と結成した弦楽
ユニット。インパクトあふれるユニット名はイ
タリアの作曲家タルティーニが書いたヴァイ
オリン・ソナタに由来します。超絶技巧で魅
せる新時代のヴァイオリニストと仲間たちに
よる圧巻のアンサンブルを堪能ください。

●追加公演チケット発売開始

web 9/25（金）10:00～
電話 9/29（火）10:00～

音
楽
ホ
ー
ル

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”

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円
出　演 Port of Notes：畠山美由紀（ヴォーカル）、小島大介（ギター）、サポートメンバー：小池

龍平（ギター、コーラス）

17:30 開演（16:45開場）11/15 日
Port of Notes ポート・オブ・ノーツ

ノスタルジックな楽曲で人気を博す
アコースティック・デュオ

料　金 全席指定 5,000円
出　演 社長（アジテーター）、タブゾンビ（トランペット）、丈青（ピアノ、キーボード）、秋田ゴールドマ

ン（ベース）、みどりん（ドラムス）、サポートメンバー：栗原健（サックス）

18:00 開演（17:15開場）12/12 土

SOIL ＆ “PIMP”SESSIONS
ソイル・アンド・ ピンプ・セッションズ

世界各国で観客を沸騰させる
最強インスト・ジャズバンド

14:00 開演（13:15開場）11/18 水 昼

19:00 開演（18:30開場）夜

立川談春 独演会

急きょ決定 !
詳しくは、劇場HPまで。スタジオシアター

●チケット発売開始
e+（イープラス）先行 web 電話 窓口 10/12（月）10:00～9/26（土）
https://eplus.jp/

10/9（金）10:00～

※窓口での発売はありません。

群馬県のストップコロナ対策認定店

11:00～17:00
（L.O 16:30）

営 業 時 間

●ディナータイムはご予約にて
　営業いたします

日曜日店　休　日

●お得な「ランチセット」
　提供時間を11:00～16:30
　に延長中

※公演がある日は開館時間に合
　わせて営業いたします。詳細は
　当レストランのHPでご確認
　ください。

　イタリアカラーをイメージした色彩豊か
な前菜に高崎産の豚肉とチーズのパスタ料
理。県産野菜をふんだんに使用したお魚料
理とメインの牛ロース肉、シェフ自家製の
パン、そして一周年をお祝いした特別デ
ザートとお飲み物が付いた大変お得なフル
コースです。高崎芸術劇場一周年のこの機
会に、ぜひシアターカフェ＆レストランをご
利用くださいませ。
　皆さまのご来館を心よりお待ち申し上げ
ております。

パスタ料理
自家製勝五郎豚のパンチェッタと
チーズが香るカチョ・エ・ペペ

魚料理
本日鮮魚と高崎産キノコのフリット
高崎産フレッシュトマトの冷製ソースで

肉料理
アルゼンチン産牛ロース肉のグリル

季節の彩り野菜を添えて
エピス香る赤ワインのソース
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シネマテークたかさき
住所 〒370-0831 高崎市あら町202
TEL 027-325-1744

若き巨匠がわずか一晩で書き上げた
「剣の舞」に込められた真実とは

剣の舞 我が心の旋律
　第二次世界大戦中、地方へ疎開したレニング
ラード国立オペラ・バレエ劇場の団員たちは10
日後に控えたバレエ「ガイーヌ」の準備に追われ
ていた。そんな中、文化省の役人の検閲が入り、勇
壮な曲の追加を命じられる。誰もが不可能と訴え
る中、音楽を担当するハチャトゥリアンは、作曲
家人生を懸けて理不尽な挑戦に立ち向かう。

2018年　ロシア他　1時間32分
監督 :ユスプ・ラジコフ

出演:アンバルツム･カバニャン/ヴェロニカ・クズネツォーヴァ/
アレクサンドル・クズネツォフ

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円料 金

　19世紀後半から20世紀にかけて、ヨーロッパ美術の世
界では、それ以前の「美術」の概念を根底から覆すような革
命的な表現が相次いで登場します。こうした新しい表現は
人々の視覚と精神に決定的な変化をもたらし、現代美術へ
の流れを作っていきました。今回の特集展示では、イギリス
の鬼才オーブリー・ビアズリーが生んだ19世紀末の美学、
20世紀初頭にパブロ・ピカソが開始したキュビスムとい
う実験、サルバドール・ダリをはじめとするシュルレアリス
トたちの衝撃、20世紀前半に世界中からパリに集まった
気鋭のコスモポリタンたち―エコール・ド・パリの芸術など、
近代ヨーロッパ美術における４つの革命を紹介します。

＊（ ）内は20名以上の団体割引料金　＊入場制限をしている場合もあります。　＊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。

住　　所 〒370-0849 高崎市八島町110-27　T E L 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）　※邸内の観覧は当面の間事前予約制

一般300円（200円） 大高生200円（150円）観覧料

10/5（月）・12（月）休館日

『サロメ』のための
オーブリー・ビアズリー挿絵集より

《孔雀の裳裾》1894年
うらわ美術館蔵

4つの革命 ― ビアズリーからダリまで ―

開催期間

特集展示 令和２年度国立美術館巡回展・京都国立近代美術館所蔵品展
京の美術─洋画、日本画、工芸
みやこ

企画展

まで～ 10/18 日

　この展覧会は、高崎市歴史民俗資料館の本館建物
が旧群南村役場庁舎を活用しており、昭和30年代
に建てられた木造の役場庁舎の建築様式をよく残し
ていることから、本年8月17日に国登録有形文化財
（建造物）に登録されたことを記念して開催するもの
です。昭和40年9月1日に高崎市と合併後は高崎市
群南支所および公民館、昭和53年10月1日には高
崎市歴史民俗資料館となりましたが、現在まで本格
的な改修はされていません。我が国にとって希少で価
値の高い歴史的建造物であることを、日頃見ること
のできない建物の一部も公開して紹介します。

「国登録有形文化財 旧群南村役場庁舎
－高崎市歴史民俗資料館のもう一つの顔－」展

開催期間

企画展

まで～ 11/1日10/3 土

まで～ 11/8 日開催期間

まで～ 11/29日開催期間

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500円（400円） 大高生300円（250円）観覧料

10/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）休館日

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）

10/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）休園日

一般100円（80円）
大高生80円（50円）

入館料 無料入園料

TAKASAKI  CITY  DYE  PLANT  BOTANICAL  GARDEN

８月に咲いた白花に球形で紺色に熟した実をつけます。木の実を
熱煎した染液に浸して染め重ねるときれいな濃い青色になりま
す。糸染にはかかせない染材料です。

園内の花情報 クサギ （くまつづら科クサギ属）

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、入館の際は検温、「健康状態申告書」のご記入をお願いしております。また、手指の消毒、マスクの着用にもご協力ください。 
※展示室内では入場制限を行い、お待ちいただく場合もございます。 ※距離を保ちながらご覧ください。 ※ご協力をお願いいたします。

草木染の美・秋収蔵品展

　京都国立近代美術館の所蔵品をご紹介するこの展
覧会では、日本画のほか、洋画、工芸も展示します。今
回は、晩年に京都洋画壇の指導者として多くの後身を
育てた浅井忠の作品をご紹介しましょう。浅井は、工部
美術学校で洋画を学び、東京美術学校の教授在任中
に渡仏し、帰国後は京都に移住して聖護院洋画研究所
を主宰しました。印象派の技法を用いて描かれた本作
品は、渡仏中、その自然情景に魅了され長く滞在したパ
リ近郊の小村グレーで描いたもので、宿泊したホテル
の若主人の妻を描いたものと言われています。 浅井忠《編みもの》1901年

新収蔵品・山崎青樹 帯「ススキ」(部分)

　飛鳥・奈良時代から豊かな色彩が生み出されてきた
日本の染織文化の歴史に沿って、天然染色の魅力を紹
介します。また、今年寄贈を受け新たに収蔵した草木染
の着物や帯を初展示します。

住　　所 〒370-0027 高崎市上滝町1058　T E L 027-352-1261
開館時間 9:00～16:00

無料観覧料

10/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）休館日

住　　所 〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5
　　　　  TEL：027-321-0077
開館時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）
休 館 日 10/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）

施設名 開催中の展示 お問い合わせ・開館時間・休館日

入館料 一般200円（160円）　大高生160円（100円）

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。高崎市山田かまち美術館

染色工芸館会　　場

現在の外観（南より）

建設当時の外観

10/10　〜23土 金市川雷蔵祭 part.4
　日本映画史に残る傑作を残した大スターの没後50年特別企画を開催。 
　市川雷蔵は、大映入社後1954年に映画デビュー。1969年に37歳という若さ
で死去するまでわずか15年で159本の作品に出演した、伝説の大スター。 
　代表作の眠狂四郎シリーズなど選りすぐりの8本を上映する特集の完結編。

当日1作品鑑賞料金1,000円（前売販売無し）料 金

住　　所 〒370-0815 高崎市柳川町31　TEL 027-395-0483
上映時間 11:00～（チケット販売開始・開場 10:30～）
休 映 日 10/14（水）・21（水）

『眠狂四郎 無頼剣』
©KADOKAWA 1966

※ご鑑賞の方にマスクの着用をお願いしています。間隔を空けての着席にご協力お願いいたします。 
※上映作品や上映時間の詳細につきましてはお問い合わせください。

『剣』
1964年／監督：三隅研次
出演：市川雷蔵、藤由紀子、川津祐介

『忍びの者』
1962年／監督：山本薩夫
出演：市川雷蔵、藤村志保、伊藤雄之助

『眠狂四郎 女地獄』
1968年／監督：田中徳三
出演：市川雷蔵、田村高廣、伊藤雄之助

『眠狂四郎 女妖剣』
1964年／監督：池広一夫
出演：市川雷蔵、藤村志保、久保菜穂子

『眠狂四郎 無頼剣』
1966年／監督：三隅研次
出演：市川雷蔵、天知茂、藤村志保

『破戒』
1962年／監督：市川崑

出演：市川雷蔵、藤村志保、三國連太郎

『花の兄弟』
1961年／監督：池広一夫
出演：市川雷蔵、橋幸夫、水谷良重

『弥次喜多道中』
1956年／監督：斎藤寅次郎
出演：市川雷蔵、林成年、花菱アチャコ

2週間上映
10/17　〜30土 金

※事前予約制・全席指定となります。 ※ご来館の際はマスクの着用をお願いいたします。

ミュージアム / シネマ情報
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秋の星座と火星（今年 7月撮影）
左下：2018 年の火星（望遠鏡で拡大撮影）

南 紫音・清水和音
デュオA.バリオス:大聖堂

R.ディアンス:
   タンゴ・アン・スカイ 
E.グラナドス:
   詩的ワルツ集 ほか

A.バリオス:大聖堂
R.ディアンス:
   タンゴ・アン・スカイ 
E.グラナドス:
   詩的ワルツ集 ほか

（ヴァイオリン） （ピアノ）

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

［料金］ S席10,000円～E席3,000円　ペア・U25券あり
※2020年3/23（月）および6/14（日）公演のチケットがお手元に
　ある場合は、11/1（日）から発売するチケットと交換できます。

〈プログラム〉
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

〈曲目〉
ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ
「春」、「クロイツェル」ほか

11/1（日）発売開始

©Roman Goncharov

©Mana Miki
©Shuichi
  Tsunoda ©ND CHOW

ピアノ : 小山実稚恵

（旧モスクワ放送交響楽団）

ウラディーミル・フェドセーエフ指揮
パク・キュヒ
ギター・リサイタル

チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ
3/102021年 （水）

19:00 開演

11/23
2020年

（月・祝）
16:00 開演 大ホール

再決定再決定

高崎芸術劇場

〒370-0841 高崎市栄町9-1　TEL：027-321-7300

9:00～22:00開館時間

無休休館日

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

8:30～17:15開館時間

月曜日・火曜日休館日

8:30～17:15開館時間

無休休館日

〒370-0829 高崎市高松町35-1　TEL：027-328-5050

高崎シティギャラリー

10/11 日 タレントグループ第 2 部コンサート
■15:00開演／19:00終演 ■料金／無料
■問い合わせ先／タレントグループ　TEL 027-323-2075

10/25 日 はるな寄席
■13:00開演／15:45終演 ■料金／無料
■問い合わせ先／富澤健一　TEL 080-1167-5407

榛名文化会館

10/9 金

■①12:30開演 ②18:30開演
■料金／全席指定 4,500円 ※3歳未満入場不可、3歳以上有料
■問い合わせ先／SOGO TOKYO　TEL 03-3405-9999

BUCK-TICK TOUR2020 ABRACADABRA ON SCREEN大劇場

■14:00開演／16:30終演 
■料金／全席指定 一般3,000円 25歳以下（Ｕ-25）2,000円 ※未就学児の入場不可
■問い合わせ先／群馬交響楽団　TEL 027-322-4316（平日10:00～18:00）

10/25 日 千葉 理 退団記念コンサート
群馬交響楽団精鋭メンバーと千葉理、仁井谷久実子による至高の室内楽音楽ホール

■16:30開演 ■料金／全席指定 8,800円 ※3歳未満入場不可、3歳以上有料
■問い合わせ先／MASエンターテイメント　TEL 03-5746-9900

10/11 日 日医工 創立 55 周年特別協賛
葉加瀬太郎 コンサートツアー 2020「FRONTIERS」大劇場 劇場分完売

10 月は
19：00 以降が

見頃です

天候はフェイスブックで確認できます。

くらぶちこども天文台で星を観よう！
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。

15:00～21:30開館時間

月曜日、火曜日休館日

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930住　所

027-386-6837電　話

［料金］ 全席指定500円

11/21
2020年

（土）
16:00 開演 小ホール
［料金］ 全席指定500円

ほし だよ

高崎市少年科学館

東東 西西

北北

南南

図のように見える時刻
10 月初め  21 時
10 月中旬  20 時
10 月末       19 時

「１等星」は全天に
21個ある特に明るい星。
星図の★マーク

10月の星空

高崎市少年科学館／担当：岸

「準大接近」の火星が輝く秋！10月の星空

　10 月 6 日に最も接近する「火星」が
赤く強く輝く、特別な秋の星空です。
　約 2 年ごとの火星接近の中で、今回
は特に好条件です。機会があれば望
遠鏡でも眺めてみてください。火星は、
かつて海があって生命を育んだ可能性
があるなど、興味深い惑星です。
　天馬「ペガスス座」の胴体にあたる
台形「秋の四辺形」は、秋の星空の案内
役です。西側の 2 つの星を結び南に延
ばすと、秋のただひとつの1等星「フォー
マルハウト」の白い輝きが見つかります。
　また、四辺形の北東の星は、お隣の
「アンドロメダ座」の顔の星です。Ａを横
にしたような星の並びが、古代エチオピア王家の物語の美しい姫の姿です。
　今月はさらに、2 回のお月見（1 日：十五夜「中秋の名月」、29 日：十三夜「後の月」）も楽
しみです。

のち

※掲載内容は、9/10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わせください。

10月 イベント・カレンダー

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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第 48 回高崎ユネスコ協会
国際児童画展
高崎ユネスコ協会
TEL:027-321-1297

12/5（土）19：00開演（18：30開場）日　時

高崎シティギャラリー展示室 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

10月スケジュール 5
月

6
火

7
水

8
木

9
金

10
土

11
日

12
月

13
火

14
水

15
木

16
金

17
土

18
日

19
月

20
火

21
水

22
木

23
金

24
土

25
日

26
月

27
火

28
水

29
木

30
金

31
土

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

絵画展
斗南美術協会 TEL:027-252-1709

令和 2 年度
環境ポスター展
高崎市環境政策課
TEL:027-321-1251

上州アーティスト俱楽部作品展
上州アーティスト俱楽部 TEL:027-364-3946

一般320円（団体260円（20名以上））観 覧 料

無料  ※事前の申し込みは不要です。参 加 費

投映中～11/15（日）投映期間

火～金 学習・団体（午前中）

土・日
10/28（水） 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

● 銀河の渚で−ディレクターズカットバージョン−

● 星とピアノの夕べ　斎藤守也クリスマスコンサート

●中秋の名月と惑星を見よう

投映中～11/15（日）投映期間

子ども向け番組
● ムーミン谷のオーロラ

次の方は無料（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

お知らせ

■一般番組
■子ども向け番組

※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）
※投映は予告なく変更または中止になる場合があります。
※10/28（水）の県民の日は4回投映になります。

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。

〈 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？

ピアノとプラネタリウムのコラボ
レーション！斎藤守也さん（from
レ・フレール）をお迎えして星空の
下で行うライブコンサートです。

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1人1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

科学工作教室

天文教室

締切日
必着

― 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

秋の星座解説を含む約40分

秋の星座解説を含む約35分

10/1（木）19:00～日　時

プラネタリウムホール会　場

全席指定 一般2,000円 小・中学生500円
※未就学児入場不可

入場料

■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。

C�y Ga�ery

期　間 プログラム 上映時間（約30分）

月・火・水・金
10/2（金）～31（土）

『19 世紀フランス美術の世界・都市の表情』

「みちのくの鬼たち - 鬼剣舞の里 -」
11:00 14:00

土・日

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

※プログラム等は、都合により変更することがあります。 ※毎週木曜日は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

高崎市少年科学館
9:00～17:00開館時間 10/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）休 館 日

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

10/10（土）  9:30～12:00日　時 1,000円（材料費）費　用 9/24（木）締　切

対象：小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）　定員：各18人

● メカ・ラビットを作ろう
モーターで動くウサギ型のロボットを作る。

10/24（土）  9:30～12:00日　時 300円（材料費）費　用 10/15（木）締　切

● スリーミラー型の万華鏡を作ろう
3 枚の同じ大きさの鏡を使い、のぞくと三角形のパターンの
連続模様が無限に広がる万華鏡を作る。

要申し込み

パソコン教室

10/11（日）  9:30～12:00日　時 無料費　用 10/1（木）締　切

対象：小学１年生～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）　定員：各10人

● 迷路ゲームづくり
プログラミング言語「スクラッチ」を使って迷路ゲームづくり。

10/25（日）  9:30～12:00日　時 無料費　用 10/15（木）締　切

●もぐらたたきゲームづくり
プログラミング言語「スクラッチ」を使ってもぐらたたきゲームづくり。

要申し込み

シニア工作教室

10/1（木）  9:30～12:00日　時 おおむね60歳以上の方対　象

18人定　員 300円（材料費）費　用 9/17（木）締　切

● スリーミラー型の万華鏡を作ろう
３枚の同じ大きさの鏡を使い、のぞくと三角形のパターンの連続模様が無限に広がる万華鏡を作る。

要申し込み

シニアパソコン教室

10/22（木）  9:30～12:00日　時 おおむね60歳以上の方対　象

10人定　員 無料費　用 10/8（木）締　切

● 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。

要申し込み

※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。

●チケット発売開始：
※電話予約は高崎芸術劇場チケットセンターのみ可。（TEL：027-321-3900 10:00～18:00）P4 参照
※　　　　 についてはP4プレイガイド参照。 ※当日券の販売はありません。

web 10/23（金）10:00〜（高崎芸術劇場メンバーズ限定） 電話 10/26（月）10:00〜

web 電話

アート / サイエンス
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※掲載内容は、9/10 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。

▲

プログラム等は所定の場所に設置します。ご自身でお取りください。

▲

座席の間隔を空けて配席しています。座席の移動はご遠慮ください。

▲

ブラボー等の声援は、お控えください。

▲

当面の間、以下のサービスを取りやめます。
　給水機／クローク／ひざ掛け・キッズクッションの貸し出し
　ビュッフェの営業／アンコール曲等の掲示

▲

発熱や咳の症状等体調不良により来場を見合わせたい方には、
　当面の間、チケットの払戻しを行います。

▲

終演後は、時差退場を行います。

▲

出演者への花束、プレゼント等をお渡しすることはお断りしています。

高崎芸術劇場で高崎芸術劇場主催公演を鑑賞されるお客様へ

※上記の項目は、共催公演・貸館公演では対応が異なる場合があります。
　別途ご確認ください。

▲

チケット半券裏面に、ご来場される方のお名前（カナ）・電話番号をご記入の上、
　ご来場ください。▲

係員の指示に従い、ご入場ください。

▲

発熱や咳の症状・体調不良の方のご入館はご遠慮ください。　

▲

マスクの着用・手洗い（手指消毒）をお願いいたします。

▲

ソーシャルディスタンス（思いやりの距離・社会的距離）の確保をお願いいたします。

よりお知らせ新型コロナウイルス感染拡大の予防対策に、ご理解・ご協力をお願いします。

〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18　TEL：027-329-5447JR高崎駅から徒歩8分!

スポーツ教室のご案内 参加者募集

●申し込みは、１教室につき、1人1通までとします。 ●定員を超えた時は、抽選となります。
●高崎市外の人は、「市内在勤」「市内在学」どちらか明記してください。

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、次のあて先までお申し込みください。

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、浜川体育館へお申し込みください。

あて先
お問い合わせ

武道館施設名
第3期ボクシングフィットネス

本市箕郷町出身の歴史的テニス選手・清水善造の功績を伝えるー

教室名
12/18～3/12（計12回） 期　間
金曜日曜　日

午前コース　10:30～11:30コース
3,500円参加料
50人定　員
10/15（木）～10/31（土）申込期間

ランニングコースについて

※入場の際の注意事項は
　こちらから
　ご確認ください。

清水善造メモリアルテニスコート

●コート面数 セミハードコート21面
●ご利用案内 右記よりHPをご確認ください。

●寄付は専用サイト「ハレブタイ」から申し込みいただけます。
●寄付者限定のゲネプロ招待などの特典もあります。
●詳しくは群馬県地方創生部文化振興課 TEL:027-226-2593までお問い合わせください。

群響創立 75周年記念プロジェクト
〈音楽の力で世界を「つなぐ」群響演奏会〉を
実現するためクラウドファンディングにご協力ください。

〒370-3534 高崎市井出町903-1住　所

12/5（土）19:00～21:00日 時
群馬交響楽団、群馬県主 催 ベトナム国立交響楽団リモート出演

高崎芸術劇場 大劇場会 場 小林研一郎指 揮

027-393-6441電　話
8:30～21:00
（土曜日、日曜日および休日は8:30～17:00）

開場時間

年末年始（12/29～1/3）休場日

　テニスコートに併設されたクラ
ブハウス２階に「Café ぜんぶうま
いぞう」がオープンしました。
　メニューは、清水善造が初出場
し、初優勝を飾ったインドのベン
ガル大会に因んで発案した善造
ビーフカレー（500 円）やロールサ
ンドウィッチ（450 円）、テニス
コートまでデリバリーしてくれる
かき氷などをご用意。どなたでも
お気軽にご利用いただけます。

　コロナ禍で中止となってしまったベトナム海外公演のかわりに、県
内のベトナム出身者や医療従事者・介護従事者を招待する特別演
奏会を企画しました。
　群響初の試みとしてテレビ生放送やオンラインでのライブ配信も
予定しています。

テラスからはテニスコートを一望できます。

かき氷は定番のいちご、
メロンのほか、大人味の
かき氷として人気のカ
フェオレ、ミルクティー、
ミルクもラインナップ
（各300～350円）

検温にご協力ください
（37.5 度以上の熱があった場合は
入場をお断りさせていただきます）

ソーシャルディスタンスを
確保して間隔を空けて

お並びください

チケットはご自身で
切り取ってください

※価格は税込です。

 © 山本倫子

第20回 全日本新体操クラブ団体選手権

　新体操のクラブ団体日本一を決める大会で、全国のクラブから5人1組の団体チームで競います。11月に高崎
アリーナで開催される「全日本新体操選手権」への出場権もかかる国内最高レベルの大会です。

ランニングコースはメインアリーナ２階観覧席の背
面が走路となっており、1周は285ｍです。床材はタ
ラフレックスを採用しています。
ご利用の際は受付にて健康状態申告書を記入後、券
売機で発券をお願いします。
ランニングコースの利用は無料となっておりますが、
大会やイベント・メインアリーナの利用状況によって
は利用できない場合があります。
利用状況につきましては、お電話にて確認をお願いし
ます。（TEL:027-329-5447）

10/9（金）～10/11（日）開催日時 高崎アリーナ会　　場

公益社団法人日本新体操連盟主　催 公益財団法人日本体操協会共　催
高崎市、高崎市教育委員会、公益財団法人高崎財団後　援
公益社団法人日本新体操連盟　TEL:03-5770-5711お問い合わせ

第18回 全日本新体操ユースチャンピオンシップ（女子）

　新体操のユース世代（高校生以下）女子日本一を決める大会です。フープ・リボンの演技を行います。成績上位の
選手は11月に高崎アリーナで開催される「全日本新体操選手権」への出場権を獲得します。

10/30（金）～11/1（日）開催日時 高崎アリーナ会　　場

公益財団法人日本体操協会主　催 群馬県体操協会主　管
高崎市、公益財団法人高崎財団後　援 株式会社ササキスポーツ特別協賛
公益財団法人日本体操協会　TEL:03-6455-4037お問い合わせ

※無観客開催

※無観客開催

スポーツ／お知らせ

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING

‐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）
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