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高崎

［曲目］
シュトラウス2世／ワルツ《美しく青きドナウ》 op.314
ショパン／ピアノ協奏曲第1番ホ短調作品11より第3楽章
ポッパー／ハンガリアン・ラプソディー op.68
プッチーニ／歌劇《トゥーランドット》より〈誰も寝てはならぬ〉 ほか

Photo：

大友直人©堀田正矩
新倉 瞳©Hollywoodbeauty
牛田智大©Ariga Terasawa

5,000円S席

3,000円 （U-25  1,500円）B席
4,000円A席

2021年1月1日［金・祝］

群馬交響楽団
管弦楽

大友直人／新倉 瞳／笛田博昭／牛田智大
指揮 チェロ テノール ピアノ

高崎芸術劇場 大劇場 13時 30分開演
（12時 30分開場）
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出　演 下平克宏、野村萬斎 ほか
演　目 〈昼の部〉 狂言「二人大名」（和泉流）

　　　　 能「鉢木」（観世流）
〈夜の部〉 狂言「入間川」（和泉流）
　　　　 能「船橋」（観世流）

14:00開演（13:00開場）2021年1/10 日

大
劇
場
歌あり、踊りあり！本場ウィーンの名門楽団によるワルツ、ポルカで迎える新年

　クラシック音楽ファンにとって新年といえばワルツやポル
カ、オペレッタの名曲が華麗に彩るウィーンの音楽でしょう。そ
んな“音楽の都・ウィーン”の顔といえるのがフォルクスオー
パーです。
　フォルクスオーパーはオペレッタをはじめ、オペラ、ミュージ
カル、ダンスのための劇場。“フォルクス”とはドイツ語で“市民”
の意。年間に上演される演目は100を超え、老若男女を問わず
ウィーン市民の生活の一部として親しまれています。
　今回、高崎芸術劇場で公演を行うフォルクスオーパー交響楽
団は、オペレッタハウスとして1898年に創設された劇場
「ウィーン・フォルクスオーパー」のオーケストラ・メンバーで構
成されます。
　このステージでは「皇帝円舞曲」や「美しく青きドナウ」といっ
た気軽に味わえるワルツやポルカはもちろん、劇場専属のオペ
ラ歌手やバレエダンサーも出演、エレガントな宮廷舞踊と、時に
コミカルな演出で新年ムードをいっそう盛り上げます。

ニューイヤーコンサート2021
ウィーン・フォルクスオーパー
交響楽団

エリーザベト・フレヒル（ソプラノ）グイド･マンクージ（指揮）

野村萬斎下平克宏

メルツァード・モンタゼーリ（テノール）

●チケット発売開始
web 12/4（金）10:00～
電話 12/7（月）10:00～
窓口 12/8（火）10:00～
料　金 全席指定 S席 8,000円　A席 5,000円

※未就学児入場不可

ス
タ
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オ
シ
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ー

能舞台で観る
中世・高崎が舞台の名作2曲

日本ジャズシーンを担う
トップ・プレイヤーたちが集結

料　金 全席指定 S席 8,000円　A席 6,000円　B席 4,000円（U-25 2,000円）
出　演 グイド・マンクージ（指揮）、エリーザベト・フレヒル（ソプラノ）、メルツァード・モンタゼーリ（テノール）

バレエ・アンサンブルSVOウィーン、ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

好評発売中!!

好評発売中!!

いよいよ発売 !!

　高崎芸術劇場の能舞台で行う本格的な能
楽公演です。高崎市出身の観世流能楽師・下
平克宏、狂言師の野村萬斎らが出演します。今
回は昼夜2回公演で、能では中世の高崎・佐
野地区が舞台の名作2曲を上演します。

2021年3/9 火
第16回 高崎演能の会

14:00開演（13:15開場）昼

18:15開演（17:30開場）夜

曲　目 ヨハン・シュトラウスⅡ世／オペレッタ『こうもり』序曲
レハール／オペレッタ『ジプシーの恋』より「ツィンバロンの響きを聞けば」
レハール／オペレッタ『ほほえみの国』より「私の心のすべては君のもの」 ほか

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円
出　演 須川崇志（ベース）、林正樹（ピアノ）、石若駿（ドラムス）

角銅真実（ヴィブラフォン、パーカッション）

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

石若駿（ドラムス）

須川崇志（ベース） 林正樹（ピアノ）

角銅真実（ヴィブラフォン、パーカッション）

　現代ジャズ・シーン
を担う重要ベーシスト
の1人、須川崇志（伊勢
崎市出身）が率いる注
目のトリオがスタジオ
シアターに登場しま
す。11歳でチェロ、18
歳でジャズ・ベースを
弾き始め、2006年に
バークリー音楽大学を
卒業。これまで菊地雅
章や日野皓正、本田珠
也らトップ・アーティス
トと共演を重ねてきま
した。2017年に結成し
た“BANKSIA TRIO”

は、ピアニストに林正樹、ドラマーに石若駿という、強力メンバーを迎え
たニュー・プロジェクトです。今年1月に気鋭のジャズレーベル"Days 
of Delight"から、1stアルバム『Time Remembered』をリリースする
など、いっそうの話題を集めます。リリカルで美しいピアノの旋律とリズ
ム隊のスリリングな疾走感を是非ライブで堪能ください。

18:00開演（17:15開場）2021年2/13 土

須川崇志 Banksia Trio
feat. 角銅真実

す が わ た  か し ト リ オバ ン ク シ ア

みか  く ど  う ま  な

 ©Mitsuru Nishimura

 ©Seiya Uehara
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ピックアップ公演 〈2021年公演より〉



出　演 本條秀慈郎（三味線）
曲　目 第1部 《うつろひ》

鮎沢京吾（本條秀慈郎）／vie（2020年版）、坂本龍一／honj Ⅱ（2019）
端唄～四季追い（萩のしおり戸、寝ながらに、梅と松とや、上げ汐）、福士則夫／円圏

第2部 《超絶三題》
酒井健治／wavering（2017）、大家百子／alii alia（2012）
藤倉大／neo（2014）

～結び～
高橋悠治／微かに～夜の鐘

料　金 全席指定 2,000円

音
楽
ホ
ー
ル

本條秀慈郎（三味線）

13:30開演（12:45開場）12/1火
　テレビ朝日「題名のない音楽会」や坂
本龍一のアルバム「sync」(2017年)へ
の出演など、令和の邦楽界を牽引する
アーティストとして躍進中の本條秀慈郎
さんを迎えます。
　前半では「うつろひ」と題して時節の
変わり目や気持ちの揺らぎ、そして古典
から現代への変化を叙情的な作品を通
して表現します。第2部は藤倉大の代表
作「neo」など本條の超絶技巧を存分に
堪能する選曲です。

三味線 本條秀慈郎

料　金 全席指定 5,000円
出　演 SOIL& ”PIMP”SESSIONS：

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）

料　金 全席指定 3,000円

　2001年、東京のクラブイベントで知
り合ったミュージシャンが集まり結成
されたSOIL&”PIMP” SESSIONS。
ライブを中心とした活動を身上と
し、確かな演奏力とクールな雰囲気
をただよわせます。2005年には英
国BBC RADIO1主催の“WORLD 
WIDE AWARDS 2005”で「John 
Peel Play More Jazz Award」を

受賞。以降、海外での作品リリースや世界最大級のフェスティバル“グラストン
ベリー”、モントルージャズフェスティバル、ノースシージャズフェスティバルな
ど、数々のビッグフェスに出演、これまでに31カ国で公演を行うなど、ワール
ドワイドに活動を続けています。高崎での公演は11年ぶり。

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

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

2

　若手演奏家を広く皆様にご紹介するT-Shotシリーズは、
リサイタルに加え、ラジオ放送、CDおよびDVD制作等を行い、
演奏家に活躍の場を提供します。

　第九のテーマである「苦しみを乗り越えて歓喜に至る」を願い、合唱
の新しいスタイルを模索しての開催となります。政府・自治体・関係諸
機関から示される情報収集に努め、感染拡大防止に細心の注意を払い
行います。可能な限りの安全策を講じて行いますので、ご来場の皆さま
もご協力をお願い申し上げます。

　第2弾に登場する亀井さんは現在19才。最も若い世代のピアニスト

です。高校時代に日本音楽コンクール、ピティナコンペティションで優勝

し、既に活発なコンサート活動を開始している逸材です。

　私はこれまでに２回共演しましたが、恵まれた体格から醸し出される

豊かな音としっかりした技術を伴った積極的な音楽へのアプローチに感

銘を受けました。今後の活躍と成長が本当に楽しみなピアニストです。

〈大友直人芸術監督より推薦の言葉〉〈大友直人芸術監督より推薦の言葉〉

Prof  ile
2001年生まれ。日本音楽コン
クールピアノ部門 第1位および
岩谷賞（聴衆賞）、ピティナ・ピ
アノコンペティション特級 グラ
ンプリおよび聴衆賞、他受賞。
これまでに青木真由子、杉浦日
出夫、現在、上野久子、岡本美
智子、長谷正一の各氏に師事。
飛び入学特待生として現在桐
朋学園大学2年在学中。

高崎芸術劇場
大友直人
Presents シリーズシリーズ

完売御礼 !!
完売御礼 !!

シリアルナンバー入りオリジナルだるま
限定75個を販売しております。
購入は演奏会会場、もしくは

群響事務局にお問い合わせください。2021年1/30
15:00 開演（14:00開場）

土 チケット発売日

調整中
チケット発売日

調整中

ちょう ぜつ さい しん みしゃ ざん まい

©Rowland Kirishima

当日は会場内にマイク・カメラ等が
設置され、お席によっては演奏者が見
えづらくなる場合がございます。ご了
承ください。

＊

＊会場での募金全額を高崎市へ寄付させていただきます。

　お気持ちのある方は、ご入場の際、1,000円以上のご寄付をお願いいたします。

料　金 全席指定 1,500円
曲　目 ショパン／ピアノ・ソナタ 第３番

ロ短調op.58
リスト／ラ・カンパネラ
ブラームス／パガニーニの
主題による変奏曲 ほか

超絶最新 三味三昧

亀井聖矢 ピアノ・リサイタル
かめ い まさ や

高崎第九合唱団 第 47回演奏会新型コロナウイルス対策支援 チャリティーコンサート

「第九」̶ 歌い継ぐ̶

出　演 藤岡幸夫（指揮）、群馬交響楽団（管弦楽）
高崎第九合唱団（合唱指導 赤羽洋子）

曲　目 ベートーヴェン作曲 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付」

主催 NPO法人高崎第九合唱団

共催 公益財団法人高崎財団

お問い合わせ
高崎第九合唱団問い合わせ専用電話
070-4455-2190／080-2563-5611
（9:00～18:00）
チケット取り扱い
高崎芸術劇場窓口
（チケットセンター 027-321-3900）ほか
高崎市内文化施設プレイガイド窓口で販売

ベートーヴェン生誕 250 年

2020 年度 群馬交響楽団 定期演奏会 後期シーズン〈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

第 564 回定期演奏会

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により予定していた
　有希マヌエラ・ヤンケさんが来日できなくなったため、
　ヴァイオリンは千住真理子さんに代わりました。

出　演 小林研一郎（指揮・群響ミュージック・アドバイザー）
千住真理子 *（ヴァイオリン）

曲　目 ブルッフ／
ヴァイオリン協奏曲 第１番 ト短調 作品26 *
ドヴォルジャーク／
交響曲 第9番 ホ短調 作品95「新世界より」

出　演 大友直人（指揮）
古海行子 *（ピアノ）

曲　目 ルーセル／
交響曲 第3番 ト短調 作品42
ラフマニノフ／
パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 *
ラヴェル／
≪ダフニスとクロエ≫第2組曲

 © 山本倫子

 ©Kiyotaka Saito
　 (SCOPE)

2021年2/27
18:45開演（17:45開場）

土

第 565 回定期演奏会

群響創立 75 周年
記念グッズの第3弾！

12.23（水）
13:30開演
（12:45 開場）

音
楽
ホ
ー
ル完売御礼

12.13（日）
15:00開演
（14:00 開場）

大
劇
場

音楽は希望、音楽は勇気、音楽を未来へ。

小林研一郎（指揮）

千住真理子（ヴァイオリン）

 ©Rowland Kirishima

大友直人（指揮）

古海行子（ピアノ）

前

後

vol.2

好評発売中!!

料　金サイズ 2号 2,500円（税込）
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※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。※12/29（火）～1/3（日）はお休みです。 ※高崎芸術劇場は1/1（金）のみ、11:00～17:00まで営業いたします。

■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

音
楽
ホ
ー
ル 　日本を代表するバンドネオン奏者の小松亮太による四重奏には、気心知れたトッ

プ奏者が参加しています。４台のバンドネオンが奏でる多彩な表現力は圧巻です。

　大劇場のホワイエを、クリスマス・カラーの光と映像で
彩る５日間。劇場が持つ技術を駆使して鮮やかなライ
ティングと映像で、クリスマスシーズンを華やかに盛り上げ
ます。詳細は決定次第、HPでご案内します。

小松亮太 バンドネオン・カルテット
15:00 開演（14:30開場）2021年1/9 土

「フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリン」（12/16（水）19:00開演
音楽ホール）は、公演中止となりました。

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）
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

完売御礼 !!

完売御礼

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

群馬県のストップコロナ対策認定店11:00～20:00営 業 時 間
●ディナータイムはなるべくご予約ください。
●お得な「ランチセット」
　提供時間を11:00～16:30に延長中

　秋の昼下がり、約40名の参加者が劇場の優雅な午
後のティータイムを楽しみながら、ソリスト2名の歌と
ロビーのスタンウェインピアノの響きにうっとりと酔い
しれました。映画のテーマソング、祈りを込めたメッ
セージソングなど全6曲。つかのまの癒しの時、励まし
の時となりました。（2020.11/7）

　クリスマス特別料理を楽しみながら、生演奏の音
楽を聴くミニコンサートを開催。シャロンゴスペル
チャーチ聖歌隊のソリストがクリスマスキャロルや
クリスマスソングを歌い、伴奏に劇場ロビーにある
スタンウェイン＆サンズ社のピアノを使用。ホットな
クリスマスをお過ごしください。

高崎芸術劇場1F「シアターカフェ＆レストラン」では
生演奏の音楽とともにお食事を優雅にお楽しみいただける
ミニコンサートを開催しています。

18:00～20:00 クリスマス ディナータイム
19:00～19:30 ミニコンサート

12/24（木）クリスマスディナー8,000円（税別）

X’masミニコンサート付きディナー＆ランチ

12:00～14:00 クリスマス ランチタイム
13:00～13:30 ミニコンサート

12/25（金） クリスマスランチ
5,000円（税別）

歌手：石北美輝／高橋季絵（シャロンゴスペルチャーチ聖歌隊）
ピアノ：中澤麻里子（ザ・ジョージアンハウス1997 ピアニスト）

演 奏 者

アフタヌーンティー＆ミニコンサート

シアターカフェ vol.1 リポート

 ©Eddy Posthuma de Boer

トン・コープマン バッハへのオマージュ
14:00 開演2021年2/14 日

 © 井村重人

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 ～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

●チケット発売日 調整中

三浦一馬キンテート バンドネオン五重奏
19:00 開演2021年3/10 水

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 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

●チケット発売日 調整中

ミラノ大聖堂聖歌隊
14:00 開演2021年3/7 日

小松亮太

9月に初開催した
ライトアップウィークの様子

 ©YUSUKE TAKAMURA

音楽ホール 2021年2・3月の公演予定

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）、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

●チケット発売日 調整中

※掲載内容は11/13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。

高崎芸術劇場
ライトアップ ウィーク
2020冬
～劇場のメリークリスマス～

中止情報

12/21（月）～25（金） 18:00～22:00

ご予約・お問い合わせは、シアターカフェ＆レストランまで

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

辰巳美納子チェンバロ ・ リサイタル
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 3,000円

【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

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

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。

全席自由 2,500円（当日 3,000円）
パヴェル・フォルティンと群馬交響楽団の仲間たち

Mozart フルート四重奏全曲の夕べ
株式会社 空間あい

TEL：090-1815-4608
2021 年1/23（土）

14:00 開演

全席指定 一般 1,000円　高校生以下 500円
モーツァルト交響曲 全曲演奏シリーズ

第 16 回演奏会
高崎チェンバーミュージックソサエティ
モーツァルトオーケストラ事務局

TEL：080-2019-0645（担当：石黒）

2021 年1/16（土）
18:30 開演

高崎芸術劇場
音楽ホール
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ピックアップ公演 〈2021年公演より〉



住所 〒370-0815 高崎市柳川町31　TEL 027-395-0483

＊（ ）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10:00～17:00（入館は16:30まで）　※邸内の観覧は当面の間事前予約制

一般100円（80円） 大高生80円（50円）観覧料

12/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）～2021年1/4（月）休館日

正田壤 《アイオ（眼のない牛）》

高崎市美術館コレクション
「追悼特集 時代への花束 1917→2020」

と き
収蔵品展

関連
事業

開催期間 まで～ 2021年1/10 日 開催期間 まで～ 2021年1/24 日

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

12/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）～2021年1/4（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）

12/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）～2021年1/4（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

※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。

　収蔵作家より、過去5年間に逝去した11名の作家を追悼します。11名が生まれ、
亡くなった1917年から2020年は、戦争と復興を経験した激動の100年でした。
世代や技法は異なりますが、同時代を生きたそれ
ぞれの仕事を振り返り、「戦争と人間」「リアリズ
ムと抽象表現」「内と外」の共通テーマでその足跡
を辿ります。

染色工芸館会　場

みじかい解説会③「内と外」  2021年1/9（土） 14:00～
学芸員が会場でテーマごと30分の短い解説会を行います。
先着10名様／開始15分前から受付にて整理券をお配りします。

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

12/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）～2021年1/4（月）休館日

　鮮やかな印象が強いかまち作品の中で、落
ち着いた色彩をバランスよく配置した絵画です。
ぴったりと寄り添う二人の人物像が描かれます。
中学生頃の彼の作品を紹介した書籍『15歳
のポケット』に、遠足土産として母にあげた、
土偶を模した一対の人形が掲載されています。
どことなくこの絵の二人に趣きが似ており、か
まちが何かのインスピレーションを受けていたとも想像できます。『かまち』という
名前も、父愛読の歴史を取り上げた書籍に登場する、原始時代の少年の名から付
けられており、いにしえの時代へ特別な気持ちがあったのかもしれません。

《二人》 水彩・紙

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。
絵画解説

開催期間 まで～ 2021年2/28 日12/1火

草木染の美・冬から早春収蔵品展

山崎青樹「黄丹」再現品

　平安時代の法令集『延喜式』に記される色彩のコーナーでは、
「立皇嗣の礼」で秋篠宮さまが着用された装束の色彩「黄丹」
を紹介しています。「黄丹」は奈良時代の『養老律令』（718年
制定）で皇太子の服色として定められ、現在も皇室の装束に受
け継がれている色彩です。『延喜式』の記述に基づきベニバナ
とクチナシで染めた再現品（山崎青樹 作）を展示しています。

　九州、台湾、中国に産する常緑小高木で高さ３ｍ内外、花は６月頃、
小さい白色の花をつけますが、雌雄異株、果実は球状で赤く熟します。
　染色は緑葉を用いて熟煎して煎汁をとり、アルミ媒染で赤樺色、銅媒
染で小豆色、鉄媒染で紫黒色を染めます。

園内の植物情報 ソヨゴ （もちのき科）

えん ぎ しき

りっこう し おう に

住　　所 〒370-2107 高崎市吉井町池1085
　　　　  TEL：027-387-4928
開館時間 9:30～17:00（入館は16:30まで）
休 館 日 月曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

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 無料（ユネスコ「世界の記憶」登録記念で2021年3/31（水）まで）

12/6（日）まで開催 「金井沢碑の遺産～古代豪族と仏教」
ユネスコ「世界の記憶」登録3周年を記念して、金井沢碑を中心とした企画展示を開催します。
県内の古代豪族と仏教の関係を通じ、金井沢碑建立の背景を考えます。多胡碑記念館

サイズ！ ─ 大きさから作品を見る
　ポスターやチラシなどに掲載された作品を展覧会場で見た
ときに、想像よりも大きい、あるいは小さいと感じたことはあ
りませんか。大きい作品から小さい作品まで、本展覧会では、
大きさ（＝サイズ）という視点で作品を紹介します。絹、紙な
ど、絵を描く素材を基底材と呼びますが、作品の大きさはこの
基底材の規格によるところが大きいです。渡辺省亭《松竹梅
の図》は絹の作品ですが、幅は40cm、一尺五寸に少し足りな
いくらいです。画絹は一尺から三尺幅くらいまでがありますが、
実際には両端は裁断され、幅は画絹より小さくなります。画題
といい、幅といい、家の床の間にぴったりそうなサイズです。

渡辺省亭 《松竹梅の図》 明治時代

収蔵作品展

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

“映画に命を与える”知られざる「音」の世界

ようこそ映画音響の世界へ
　映画における「音」といえば、名場面と共に
思い出される印象的な主題歌。だが、それだけ
ではない。音楽、効果音、音声といった、映画を
彩る「音」はどのように作られ、効果を生んでい
るのか。ハリウッドの映画監督や音響の技術
者たちが大勢登場し、名作映画のシーンを交え、
「音」から映画史を紐解くドキュメンタリー。

2019年 アメリカ 1時間34分
監督 :ミッジ・コスティン
出演 :ウォルター・マーチ／ベン・バート
　　 ジョージ・ルーカス／スティーヴン・スピルバーグ

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

2週間上映
12/19　〜31土 木

※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。 予約制（受付時間／10:00～19:00）、各回100名限定

※12/1（火）10:00～電話予約受付開始
チケット
について

無料料　金 『ペット』 ©Universal Studios. All Rights Reserved.

『おかあさんといっしょ すりかえかめんをつかまえろ』
©2020「映画 おかあさんといっしょ すりかえかめんをつかまえろ！」

製作委員会

※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。

高崎電気館祭
～クリスマス無料上映会～

上映12/19　・20土 日

12/19（土） 12/20（日）
10:30～11:35
『おかあさんといっしょ
 すりかえかめんをつかまえろ』
12:30～14:01
『ペット』（吹替版）
14:30～16:15
『めぐり逢えたら』（字幕版）

10:30～11:35
『おかあさんといっしょ
 すりかえかめんをつかまえろ』
12:30～14:11
『ドクター・ドリトル（2020年）』（吹替版）
15:00～16:32
『東京ゴッドファーザーズ』

子どもも大人も楽しめる
クリスマス上映会です

上映スケジュール

ミュージアム / シネマ情報

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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エルガー:愛の挨拶
カッチーニ:アヴェ・マリア 
プロコフィエフ:
ロメオとジュリエット組曲
フランク:
ヴァイオリン・ソナタ ほか

エルガー:愛の挨拶
カッチーニ:アヴェ・マリア 
プロコフィエフ:
ロメオとジュリエット組曲
フランク:
ヴァイオリン・ソナタ ほか

チケットのお問い合わせは：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、今後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

12/13（日）発売開始

©Roman Goncharov

©TANKA. ©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
木嶋真優

ヴァイオリン
リサイタル

菊池洋子 ピアノ・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

再決定再決定

2/19年 （金）
19:00 
2021

開演 大ホール

［料金］ 全席指定500円
発売中（会館HPより）

JSバッハ:
ゴールドベルク
変奏曲

JSバッハ:
ゴールドベルク
変奏曲

©Yuji Hori

3/28
年
（日）

16:00 

2021

開演
大ホール

［料金］ 全席指定500円
発売中（会館HPより）

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
※年末年始のため、12/29（火）～1/3（日）はお休みです。
※1/1（金）のみ11:00～17:00まで営業いたします。

休館日

※掲載内容は、11/13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。

12/4 金

■15:00開演
■料金／全席指定 S席11,000円 A席9,000円 B席7,000円 C席5,000円
■問い合わせ先／コンサート・ドアーズ　TEL 03-3544-4577

フジコ・ヘミング 昼下がりのコンチェルト大劇場

12/5 土

■10:15開演／20:00終演　■入場／関係者のみ
■問い合わせ先／ピティナたかさきechoステーション（大久保）　TEL 027-321-2519

ピティナ・ピアノステップ 高崎東地区音楽ホール

12/6 日

■10:45開演／20:00終演　■入場／関係者のみ
■問い合わせ先／北関東ピアノコンクール実行委員会事務局　TEL 027-363-6280

第 21 回北関東ピアノコンクール本選音楽ホール

12/16 水

■①10:30開演／11:45終演　②13:30開演／14:45終演　③16:10開演／17:30終演
■料金／全席指定 一般3,580円
　※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につき、
　　お子さま1名まで保護者のひざ上での鑑賞が無料（席が必要な場合は有料）。
■問い合わせ先／しまじろうコンサートお客さま窓口　TEL 0120-988-883

しまじろうコンサート ～しまじろうとふゆのおうじょさま～大劇場

12/26　･27 日土

■①13:00開演／16:00終演　②18:00開演／21:00終演
■料金／全席指定 一般2,000円 高校生以下1,000円
　※未就学児は膝上鑑賞可（席が必要な場合は有料）
■問い合わせ先／東京農業大学第二高等学校吹奏楽部　TEL 027-323-1483

東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 第 63 回定期演奏会大劇場

12/18 金 高崎経済大学附属高等学校 芸術コース音楽系【第 2 学年】校外演奏会
■17:30開演／20:30終演　■料金／無料
■問い合わせ先／高崎市立高崎経済大学附属高等学校　TEL 027-344-1230

12/17 木 Jim Butler Group Xmas Jazz Night
■18:30開演／21:00終演
■料金／全席自由 一般4,000円 大学生以下2,000円（当日は各500円増）
■問い合わせ先／事務局　TEL 090-5335-1327（石川）

8:30～17:15開館時間

12/29（火）～1/3（日）は年末年始休館休館日

〒370-0829 高崎市高松町35-1　TEL：027-328-5050

高崎シティギャラリー

12/5 土 明徳幼稚園 お遊戯会
■10:00開演／16:00終演　■入場／無料
■問い合わせ先／明徳幼稚園　TEL 027-322-6370

12/17 木 第 392 回例会 青年劇場「あの夏の絵」
■18:30開演／20:30終演　■入場／会員のみ
■問い合わせ先／高崎演劇鑑賞会　TEL 027-323-0955

12/16 水 第 99 回葡萄屋寄席 春風亭一之輔独演会
■18:30開演／21:00終演　■料金／全席指定 4,000円
■問い合わせ先／葡萄屋　TEL 090-3146-8973

8:30～17:15開館時間

月曜日（祝日の場合は翌平日）
12/28（月）～1/4（月）は年末年始休館

休館日

〒370-0065 高崎市末広町23-1　TEL：027-325-0681

高崎市文化会館

8:30～17:15開館時間

月曜日（祝日の場合は翌平日）
12/28（月）～1/4（月）は年末年始休館

休館日

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

群馬音楽センター

12/5 土 高崎市民吹奏楽団ウインターコンサート（第 48 回定期演奏会）
■14:00開演／15:30終演　■料金／無料
■問い合わせ先／高崎市民吹奏楽団　TEL 090-8511-8108

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

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。

各施設をご利用の皆さまへ

天候はフェイスブックで確認できます

東東 西西

北北

南南

図のように見える時刻
12 月初め  21 時
12 月中旬  20 時
12 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

12月の星空
ほし だよ

高崎市少年科学館

12 
　月

きらめく冬の星々が
東の空に！

高崎市少年科学館／担当：岸 東の空に次つぎ昇る冬の星

12 月は
18：00 以降が

見頃です

　東の高い空に、星が群れ集まった「すばる（プレアデス星団）」が見
つかります。少し下には「おうし座」の右眼の 1 等星「アルデバラン」
（語源は、すばるの「あとに続くもの」）が、赤橙色に輝きます。
　さらに続いて昇るのは「オリオン座」です。巨人の狩人で、歩くよう
に海を渡ることができたと神話では語られます。リボンのように星が
並び、赤っぽい「ベテルギウス」と青白い「リゲル」の 2 つの 1 等星が、
両端で輝きを競っています。その真ん中に
整然と並ぶ 3 つの 2 等星「三ツ星」もとて
も目立ちます。
　南の高い空には、「火星」が赤く輝いてい
ます。今年の「ふたご座流星群」は好条件
で 13 日前後が活動のピークです。また、
21 日ごろ、夕暮れの南西の低空で起こる
「木星 ・ 土星の大接近」も必見です。

あかだいだい

12月 イベント・カレンダー

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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一般320円（団体260円（20名以上））観 覧 料

投映中～12/27（日）投映期間

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

● クリスマスファンタジー2020

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

プラネタリウム投映時間 ■クリスマス特別番組

※12/5（土）はイベント準備のため、11:00の投映のみ行います。
※投映は予告なく変更または中止になる場合があります。

プラネタリウムの星 と々、クリスマスの音楽、そしてオリジナルの物語で
お楽しみいただくスペシャルプログラム「クリスマスファンタジー2020」。
今年は、クリスマスの「願い」そして、「祈り」をテーマにお送りします。
「プラネタリウム」だからこそできる夢と温もりに満ちたクリスマスのひ
とときをお楽しみください！

科学工作教室・パソコン教室の申し込み

プラネタリウム 科学工作教室

締切日
必着

クリスマス特別番組 冬の星座解説を含む約40分

高崎市少年科学館 9:00～17:00開館時間 12/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）～31（木）※12/28（月）～1/4（月）は年末年始休館休 館 日

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

12/19（土）  9:30～12:00日　時

18人定　員

創作室会　場

500円費　用 12/10（木）締　切

18人定　員 500円費　用 11/26（木）締　切

10人定　員 無料費　用 12/10（木）締　切

10人定　員 無料費　用 11/26（木）締　切

● クリスマスキャンドルを作ろう
ろうを溶かしてカラフルなキャンドルを作る。

要申し込み

パソコン教室

12/6（日）  9:30～12:00日　時

● 年賀状づくり
年賀状作成ソフトを使って年賀状を作る。

12/20（日）  9:30～12:00日　時

● カレンダーづくり
文書作成ソフトで卓上カレンダーを作る。

要申し込み

木工工作教室

12/12（土）  9:30～12:00日　時

● オリジナルパズルを作ろう
国旗・文字・アルファベット・動物などを描き、オリジナルパズルを作る。　　　

要申し込み

小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

小学１年生～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

小学１年生～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

創作室会　場

パソコン室会　場

パソコン室会　場

無料  ※事前の申し込みは不要です。参 加 費

● 秋から冬の天体と月を見よう

天文教室

12/18（金）19:00～日　時

※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。

期　間

冬休み特別上映（期間内連日上映）

プログラム 上映時間（約30分）

月・火・水・金
12/1（火）～16（水）

12/18（金）～28（月）、1/4（月）～6（水）

『１９世紀フランス美術の世界』より
「連作の魅力」モネ

「白磁 井上萬二のわざ」

アニメ「盲導犬クイール」

11:00 14:00

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

※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。※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 12/29（火）～1/3（日）は年末年始休館休 館 日

12月スケジュール 1
火

2
水

3
木

4
金

5
土

6
日

7
月

8
火

9
水

10
木

11
金

12
土

13
日

14
月

15
火

16
水

17
木

18
金

19
土

20
日

21
月

22
火

23
水

24
木

25
金

第 3展示室

第 4展示室

第 5展示室

第 6展示室

学外写真展
高崎経済大学写真部 TEL:080-2084-5857

絵画展
斗南美術協会 TEL:027-252-1709

町田譽曽彦  絵画教室展
高崎カルチャーセンター油絵・パステル教室

TEL:090-8301-9134

西陣美術織  若冲動植綵絵展
西陣美術織全国巡回展実行委員会
TEL:072-808-2223

― 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

■12/29（火）～1/3（日）は年休年始休館となります。 　■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。

■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23-1 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。

アート / サイエンス

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は11/13 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!

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

体操天皇杯 第74回 全日本体操個人総合選手権
兼 第74回 全日本体操種目別選手権

個人総合日本一、各種目別日本一を決定する大会です。
※チケット販売については、未定です。

公益財団法人日本体操協会主　催
公益財団法人日本体操協会　TEL:03-6455-4037お問い合わせ

12/10（木）～12/13（日）開催日時 高崎アリーナ会　　場

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― 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 下記よりHPをご確認ください。

〒370-3534 高崎市井出町903-1住 所

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

憧れの高商に入学した善造。テニス部の門を叩くが、そこには高いハードルがあった。
新たな出会いに助けられながらもひたすらテニスに打ち込み、
学生テニス界にその名をとどろかせてゆく。

レ
ジ
ェ
ン
ド清水 善造

◆憧れの高商で目の当たりにした熱い学生テニス界
　明治41（1908）年、善造少年は、地域の期待を一身に背負って、東
京高等商業学校（現一橋大学）への進学のため上京した。高商と東京
高等師範学校は、学生テニス界の双璧。当時はこれに慶応や早稲田の
台頭で、相当な盛り上がりだった。試合には応援団が駆けつけ、太鼓や
声援、野次が飛び交うという、現在では考えられないようなにぎやかさ
だったようだ。このころのテニスは日本独自の軟式テニスだった。さて、
高崎中学でもテニス部で活躍していた善造は、高商のテニス部の門を
叩いた。しかし、レベルが高く選考があって、入部できるのはたったの
14人だった。東京近郊のテニス少年たちに比べたら雲泥の差。後に
「草刈りテニス」と自身でも周囲に話すように独特のフォームで滑稽に
も見える。しかし、ある先輩が、善造の生真面目さや雑用もこなせる芯
の強さを見抜いて推してくれたことで、運よく14人目に選ばれた。ちな
みに先見の明に長けたこの先輩は、武井理三郎という人物で、後に日
銀理事などの要職を歴任している。

◆正確無比なスタイルを築き上げた「壁打ち伝説」
　もうダメだと思っていたのに、入部が叶ったのだから喜びも一入だっ
たろう。自分を推してくれた先輩の顔にも泥を塗るような真似はできな
い。持ち前の一所懸命な気概も手伝って、ひたすらテニスに打ち込む

青春時代の幕が開けた。当時の高商の校舎はレンガ造り。このレンガ
の壁にネットに見立てた線を引き、手の皮がむけるほど、来る日も来る
日も壁打ちテニスに明け暮れた。レンガだけにどこに跳ね返るかわか
らないボールをひたむきに追い続け、壁打ちを極めていった。後に臨む
ことになる米国デビスカップの大舞台で、現地メディアに「壁が跳ね返
すような防御」と評された善造流テニススタイルの原点は、この壁打ち
テニスにある。善造の「壁打ち伝説」は、現在の一橋大テニス部にも語
り継がれている。現役を退いた後も壁打ちは続け、その打球の正確性
は他の追随を許さないものだったという。「壁面と跳ね返る地面、同じ
位置にボールの跡が残っていた」と善造の令孫で、元俳優、現新居浜
市テニス協会会長の清水善三さんは祖父の思い出を振り返る。
　
　　おのが姿を球にみて　壁に当てたり当たったり
　　ひねもす球と首っ引き

　善造は、ユーモアあふれる、こんな歌を詠んで級友たちの喝さいを
浴びたこともある。その級友の中には、テニスに打ち込んで勉学の面
で苦戦する善造を応援しようと、試験対策のためのノート作成などの
配慮をしてくれる者もいた。周囲に恵まれた善造は、高崎中学時代に
牛乳配達や草刈りで鍛えた体力を基礎に、メキメキとテニスの腕を上
げ「高商に清水あり」とその名をとどろかせるまでに成長していった。

（つづく）

少年期の草刈りがベースとなったといわれる
善造独特のフォーム

 ©JTA

第
二
章

●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。 ●対象は市内在住の年少～年長児とその保護者（お子様１人に対し保護者１人）。お子様と保護者の氏名を記入しお申し込みください。

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

施設名

武道館

教室名

第3期親子仲良し運動教室

期 間

2021年1/21～2/25
（計5回）

曜 日

木

コース

午後コース　16:00～17:00

参加料

1,500円

定員

20組

申込期間 

12/1（火）～15（火）

スポーツ教室のご案内 参加者募集

競技日程
12/10（木）開会式、女子予選　12/11（金）男子予選
12/12（土）女子決勝、表彰式　12/13（日）男子決勝、表彰式、閉会式

スポーツ／お知らせ
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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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