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ザ ・ ニュースペーパー
2/11 木・祝 14:00開演（13:15開場）昼 18:00開演（17:15開場）夜

出　演 ザ・ニュースペーパー料　金 全席指定 4,000円

出　演 ヤノシュ・オレイニチャク（ピアノ）、浦久俊彦（音楽評論家・進行）
曲　目 ピアソラ／アディオス・ノニーノ、リベルタンゴ  ショパン／バラード第1番、ポロネーズ第6番「英雄」 ほか

料　金 全席指定 4,000円
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“今を生きる社会風刺コント集団”が激動する日本、
そして世界の最旬なネタを携えて高崎芸術劇場に登場！！

　社会の日々のニュースを鋭く見つめ続ける社会風刺コント集団、
ザ・ニュースペーパー（TNP）。テレビでおなじみの政治家などの
形態模写を中心としたネタで「いま」を鋭くえぐり出します。
　日々刻々と変わる「ニュース」を素材に、コントを仕上げて舞台
化する手法はすでにおなじみ。見たり聞いたりしたばかりの
ニュースが舞台にのることもめずらしくありません。客席をどっ
と笑いで包みこむステージからはニュースのウラに隠された社会
の本質が見えて、これが何とも痛快。かれらの醍醐味といえます。
　特に歴代総理大臣や米国大統領は彼らの十八番。あらたなトッ
プリーダーたちをどう見せてくれるのか、まさに今もっとも旬な
舞台となるはずです。
　なお、結成は1988年、昭和天皇のご病状に伴う“自粛”ムードの中で仕事がなくなったコントグループ3つが仕方なく集
結して、モロモロの社会情勢を笑いに転換すべく結成されたのだそう。ふたたび世間を覆う閉塞感を打ち破るコントに期待。

BLUE NOTE TOKYO ALL-STAR JAZZ ORCHESTRA
directed by ERIC MIYASHIRO with special guests Kazumi Watanabe & Junko Onishi
ブルーノート東京 オールスター・ジャズ・オーケストラ directed by エリック・ミヤシロ with special guests 渡辺香津美＆大西順子

2/20 土 18:00開演（17:00開場）

出　演 エリック・ミヤシロ（トランペット、コンダクター）、渡辺香津美（ギター）
大西順子（ピアノ）、ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ（ビッグバンド）

料　金 全席指定 S席 6,000円　A席 5,000円（U-25 2,000円）

ジャズの魅力に酔いしれる華麗なる一夜

　名門ジャズ・クラブとしてその名を知られる「ブルーノート東京」と「高崎芸術劇場」
がタッグを組んで贈るコラボレート企画。当初、今年5月からの開催を進めておりま
したが、出演者の来日中止が続いていたことから開始できずにおりました。それがつ
いに再開、満を持して贈る第1弾。ビッグバンド・ジャズの魅力を余すことなく伝える
「ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ」による高崎芸術劇場だけの
プレミアム公演が実現します。
　ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラは2013年、トランペット奏
者エリック・ミヤシロを音楽監督に発足しました。スイスのモントルー・ジャズ祭へ
の出演をはじめ、国内外でも話題となったジャズ界きってのスター軍団です。
　さらにスペシャル・ゲストに、ジャズ・フュージョン界きってのスーパー・ギタリスト
渡辺香津美、唯一無二の存在感で熱狂的支持を得るピアニスト大西順子が登場します。
　豪華なアンサンブル、丁々発止のインプロヴィゼーション、ジャズの魅力に酔いし
れる一夜をお楽しみください。
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小松亮太
バンドネオン・カルテット

15:00 開演（14:30開場）1/9 土

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

小松亮太

 ©YUSUKE TAKAMURA

完売御礼 !!

好評発売中!!

好評発売中!!

好評発売中!!

ヤノシュ・オレイニチャク～ショパンからピアソラへ～
1/26 火 13:30開演（12:45開場）

ショパン国際ピアノコンクール本選審査員、映画『戦場のピアニスト』での
迫真の演技で絶大な評価を浴びた名匠によるリサイタル

　「ショパンの化身」と称され、現代最高のショパン弾きでもある彼は、弱冠18歳で第8回ショパン・コンクー
ル入賞。アカデミー賞受賞作『戦場のピアニスト』では、すべてのピアノ演奏と、手のみの迫真の演技が絶大な
評価を浴びています。レコーディングでも、これまでに40タイトル以上をリリース。現在、ワルシャワ国立ショ
パン音楽院教授。2021年ショパン国際ピアノコンクールでも、本選審査員を務めます。
　今回披露するのはショパンの他に、2021年に生誕100年を迎えるピアソラ作品を加えた、高崎芸術劇場
オリジナル・プログラム。フランス留学時代に同地に来演した全盛期のピアソラに触れたオレイニチャクは、
ポーランドで初めて彼のタンゴ作品を紹介した先駆者でもあります。2人の孤高の作曲家の通じ合う詩情など、
ピアニストならではの視点から語るトークも興味深いです。

※途中休憩はありません（上演時間各回約90分）

エリック・ミヤシロ
（トランペット、コンダクター）

渡辺香津美（ギター） 大西順子（ピアノ）

※通常の半分程度の座席（バルコニー席以外は1席おき）で販売しています。

※通常の半分程度の座席で販売しています。

大
劇
場
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ピックアップ公演 〈1月チケット情報〉



　岡本侑也さんは、現在多くの優秀な若手チェリストが活躍する我が国のチェロ界にあってひときわ大きな輝

きを放っている逸材です。ドイツを拠点に研鑽を積むとともに国際的な演奏活動を行っています。若手とは言

え既にそのキャリアは格別で、岡本さんの奏でる真摯な音楽は常に強い説得力を持って聴衆を魅了します。

高崎芸術劇場での初リサイタルになる今回の無伴奏公演は、必ずや特別なコンサートになることでしょう。

〈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〉

©Rowland Kirishima

Prof  ile
2019年秋にイタリアと日本でピアニストのクリスチャン･ツィメルマンと共演して大
成功を収めるなど、今世界が最も注目する1994年東京生まれのチェリスト。
2011年第80回日本音楽コンクール第1位および岩谷賞（聴衆賞）を含む4つの
特別賞、2017年エリザベート王妃国際音楽コンクール第2位･イザイ賞。第25回新
日鉄住金音楽賞フレッシュアーティスト賞、第16回齋藤秀雄メモリアル基金賞、
第28回出光音楽賞、第20回ホテルオークラ音楽賞を相次いで受賞。ドイツ･ミュ
ンヘン音楽大学を首席で卒業し、現在はミュンヘン音楽大学大学院室内楽科で
A.チュマチェンコとH.シュリヒティヒ両氏に師事。

＊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。

岡本侑也 無伴奏チェロ・リサイタル
おか もと ゆう や

vol.3

　アルゼンチン・タンゴに革命を起こしたと
いわれるアストル・ピアソラ（1921～1992）
が2021年に生誕100年を迎えます。
　これにちなんだオール・ピアソラ作品によ
るコンサートに出演するのが、若手実力派と
して人気を誇る三浦一馬が率いる五重奏団
（キンテート）です。バンドネオンのほかヴァ
イオリン、ピアノ、ベース、ギターで構成、石田
泰尚や山田武彦といったベテランたちがサウ
ンドをがっちりと固めます。
　2018年10月にリリースした最新版『Libertango』は高い評価を得ており、
この記念すべき年に記憶に残る演奏を聴かせてくれることでしょう。

音
楽
ホ
ー
ル 三浦一馬キンテート

バンドネオン五重奏
19:00 開演（18:30開場）3/10 水

3

　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。

高崎芸術劇場
大友直人
Presents シリーズシリーズ 2.21（日）

13:30開演
（12:45開場）
音楽ホール

好評発売中

曲　目 ヨハン･セバスティアン･バッハ／
無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 BWV1011
パウル･ヒンデミット／
無伴奏チェロ･ソナタOp.25-3
アンリ･デュティユー／
ザッハーの名による3つのストロフ
黛敏郎／無伴奏チェロのための「BUNRAKU」
ジョージ･クラム／無伴奏チェロ･ソナタ
ジョヴァンニ･ソッリマ／ラメンタチオ

料　金 全席指定 1,500円

 ©Shigeto Imura ©Shigeto Imura

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

今年生誕100年を迎える
ピアソラの代表作を一挙に演奏！

 © 井村重人

 © 青木信二 © 青木信二 © 青木信二 © 青木信二

三浦一馬

〈昼の部〉 〈夜の部〉

二人三番叟 摂州合邦辻・合邦住家の段 本朝廿四孝・十種香の段 釣女
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太夫、三味線、人形が
一体となって醸し出す
日本を代表する伝統芸能

料　金 全席指定 S席4,000円　A席3,000円（昼夜通し券 S席7,000円　A席4,000円）　U-25 1,000円

　登場人物のセリフと心情や情景までも物語る“太夫”。物語の
描写を補い、ときにリードする“三味線”。1体の人形を3人で遣
うという、世界に類を見ない高度な操演方法をとる“人形遣い”。
　太夫の語りと三味線が一体となった浄瑠璃に、3人遣いの人
形ならではの所作が合わさった情感豊かな美しい世界は、多く
の観客を魅了する、日本が世界に誇る伝統芸能です。
　字幕表記や出演者によるあらすじ解説もあるので、初めての
方でもお気軽にお楽しみいただけます。

演　目 〈昼の部〉二人三番叟、摂州合邦辻「合邦住家の段」

〈夜の部〉 本朝廿四孝「十種香の段」「奥庭狐火の段」、釣女

ににんさんばそう せっしゅうがっぽうがつじ がっぽうすみか

ほんちょうにじゅうしこう じゅしゅこう おくにわきつねび つりおんな

好評発売中!!人形浄瑠璃 文楽
に ん ぎょう じょう る り ぶ ん ら く

3/15 月 13:30 開演（12:45開場）昼

18:00 開演（17:15開場）夜

※字幕表記がございます。
　席によっては見えにくい場合もございますので、
　あらかじめご了承ください。

出　演 豊竹咲太夫（太夫・人間国宝）、豊澤富助（三味線）、吉田和生（人形・人間国宝） ほか

　T-Shotシリーズ第1弾に登場した荒井里桜

さんによる初ソロアルバムが、当劇場よりリリー

スとなります。リサイタル音源（2020/10/13 

高崎芸術劇場 音楽ホール）と本格的なセッショ

ン録音による意欲作で、ミュージックビデオと

メイキング映像を収録しました。ドビュッシーの

ヴァイオリン・ソナタは、日本音楽コンクールで

も共演した日下知奈さん（ピアノ）と創り上げた

思い出の曲。荒井さんが今、残したい曲を収めた

渾身の1枚です。

　来年、海外留学を控えた荒井さんは「国際コ

ンクールにも挑戦し、クラシックにあまり興味

のない方にも興味を持ってもらえるような説得

力のあるヴァイオリニストになりたい」と抱負を

語ります。音楽ホールの響きを身近にお楽しみ

いただきながら、若きアーティストのこれから

を末永く応援してください。

RIO ARAI  IN CONCERT
Recorded at Takasaki City Theatre 2020

荒井里桜
（ヴァイオリン）

日下知奈
（ピアノ）

¥3,300+税（コジマ録音 ALCD-9220）

● 2020/12/23（水）
　 T-Shot シリーズ vol.2 会場にて先行発売
● 2021/1/7（木） 一般発売

エルガー／愛の挨拶、クライスラー／愛の悲しみ
ドビュッシー／ヴァイオリン・ソナタ ト短調
フォーレ／夢のあとに
フランク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調
フバイ／カルメンによる華麗な幻想曲

Ｃ 

Ｄ

①ドビュッシー／
　ヴァイオリン・ソナタ ト短調 第一楽章
②メイキング映像
③シベリウス／ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品 47
　（群馬交響楽団 第 556 回定期演奏会より）
　荒井里桜（ヴァイオリン）、大友直人（指揮）
　群馬交響楽団

Ｄ
Ｖ
Ｄ

たゆう

完売御礼
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ピックアップ公演
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米国空軍太平洋音楽隊―アジア演奏会

※1人1枚の応募で定員を超えた場合は抽選
※当選者には 2月上旬に入場整理券を発送

無料 ※入場整理券が必要 ※未就学児入場不可料 金

往復はがきに、①住所・②氏名・③電話番号・
④希望人数(2人まで)を記入し、下記宛先へお申し込みください。
〒370-3345　高崎市上里見町1072-1
　　　　　　　 榛名文化会館「米国空軍演奏会」係

お申し込み方法

榛名文化会館
（TEL:027-374-5001）

お問い合わせ

18:00開演（予定）3/3 水
やさしいクラシック音楽会

高崎市文化課（TEL:027-321-1203）

一般 1,500 円 学生 1,000 円
※未就学児入場不可

料 金

梅田俊明（指揮）、群馬交響楽団出 演

お問い合わせ

チケット発売 窓口1/7（木）より　　　にて販売開始
1/8（金）より榛名文化会館（TEL:027-374-5001）にて
電話予約を受付いたします。（8:30～17:15/ 月・火休）
※初日完売の場合はお受けできません。予めご了承ください。

14:00開演3/7 日

 ©K.Miura

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）

1/17（日） 14:00 開演 全席指定 3,000円

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

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

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。

自由席 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

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）
1/16（土） 18:30 開演

全席指定 前売 5,500円 ※未就学児入場不可Coba solo tour 2020 The Accordion
キョードー東京

TEL：0570-550-799
（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

2/28（日） 17:00 開演 高崎芸術劇場
スタジオシアター

高崎芸術劇場
音楽ホール

高崎芸術劇場
音楽ホール

2/23（火・ 祝） 14:00 開演 群馬室内合唱団
TEL:080-5420-6476（担当：竹歳）

全席指定  1,000円
創立 25 周年記念

群馬室内合唱団 第 10 回定期演奏会

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

1/4（月）～1/29（金）必着

　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・下平克宏さん、狂言師の野村萬斎さんらが出演します。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。

料　金 全席指定 S 席 8,000 円　A 席 5,000 円
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）

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

第16回 高崎演能の会
3/9 火 14:00 開演（13:15開場）昼 18:15 開演（17:30開場）夜

好評発売中!!
専用能舞台で観る中世・高崎が舞台の名作 2曲

野村萬斎

下平克宏

※未就学児入場不可

 ©K.Miura

 ©Rowland Kirishima

小林研一郎（指揮）

千住真理子（ヴァイオリン）

大友直人（指揮）

古海行子（ピアノ）

 © 山本倫子

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。

1/30 15:00開演
（14:00開場）

土

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」

第565回定期演奏会
2/27 18:45開演

（17:45開場）
土

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 大井剛史（指揮）

第566回定期演奏会
3/20 18:45開演

（17:45開場）
土・祝

出　演
大井剛史（指揮）

曲　目

シューマン／≪マンフレッド≫
序曲 作品115（マーラー編曲版）
マーラー／
交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」 ©Kiyotaka Saito(SCOPE)

群響創立75周年
記念だるま（2号）
2,500 円（税込）

前 後

チケット
発売中

チケット
発売中

チケット
発売中

好
評
発
売
中 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。

※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

※掲載内容は12/14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。
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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）
　　　　 ※土・日・祝日および混雑時は入場時間指定整理券配布を行う場合があります。
　　　　 旧井上邸は10:00～17:00（入館は16:30まで）
　　　　 ※邸内の観覧は平日：事前予約制、土・日・祝日および混雑時：入場時間指定整理券配布を行う場合があります。

一般600円（500円） 大高生300円（250円）観覧料

12/28（月）～1/4（月）・18（月）・25（月）休館日

©ほったゆみ・小畑健／集英社、©大場つぐみ・小畑健／集英社

円山応震《粟鶉図屏風》（左）1828年

開催期間 まで～ 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

12/28（月）～1/4（月）・12（火）・18（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）

12/28（月）～1/4（月）・12（火）・18（月）・25（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。

染色工芸館会　場

　「埴輪王国」とも呼ばれる群馬県。その理由の
１つは、前方後円墳をはじめとする大規模古墳以
外の小さな古墳にも豊富な埴輪が並べられてい
ることによります。今企画展では、高崎市吉井町
長根に所在した中原Ⅱ遺跡１号古墳から出土し
た埴輪を取り上げます。当古墳は６世紀後半に築
かれた径24ｍの円墳ですが、古墳からは膨大な
量の埴輪が検出されました。それらの中には人
物、馬、家、靫、大刀など優れた造形の形象埴輪も
多く含まれています。小規模古墳から出土した埴
輪群像の世界を是非ご堪能ください。

高崎市中原Ⅱ遺跡1号古墳出土埴輪の世界企画展

住　　所 〒370-0884 高崎市八幡町800-144　T E L 027-343-2256
開館時間 9:00～16:00

一般100円（80円） 大高生80円（50円）観覧料

12/28（月）～1/4（月）・12（火）・18（月）・25（月）休館日

靫形埴輪

人物・馬形埴輪

開催期間 まで～ 2/28 日

開催期間 まで～ 3/28 日1/17日

草木染の美・冬から早春収蔵品展

山崎樹彦 型染屏風「妙義早春」（部分）

　日本の染色文化の歴史に沿った伝統の色彩の世界と
ともに、吉祥文様やおめでたい柄が描かれた染織品や、
冬から早春へと移る季節を感じられるモチーフの描か
れた作品を紹介しています。写真は、草木染による型
染作品を手がけている山崎樹彦による屏風「妙義早
春」です。型染の技法でカタクリの花を描いています。

　椿の葉の灰は古代のアルミ媒染料であり、花または果皮を染色に利用
できます。熱煎して煎汁を取り、花の場合は、酸媒染で桜色、鉄媒染で椿鼠
というような紫味の桜鼠色を染めます。果皮では、灰汁、アルミなどの媒染
で明るい薄茶色を染め、銅媒染で黄茶色、鉄媒染で銀鼠色を染めます。

園内の植物情報 カンツバキ （つばき科）

サイズ！ ─ 大きさから作品を見る
　屏風は、もともと家具のような
もので、仕切りや目隠しとして使わ
れました。そのため、大きさは建物
に合わせるのが基本で、6枚折り
の屏風（六曲といいます）の横幅
は、二間（約360cm、畳2枚分の
長さ）が定寸といいます。晩秋、粟
が熟した頃に群れをなして飛び集まる鶉の情景は和歌にも詠まれ、粟鶉と称され、
絵の題材ともなりました。この屏風を描いた円山応震は、京都の大画家・円山応
挙の孫です。金地の豪華な作品なので、ぜひ足を運んでご鑑賞ください。

収蔵作品展画業 30周年記念
小畑健展
NEVER COMPLETE

　『ヒカルの碁』『DEATH NOTE』『バクマン。』
などの大ヒット作で知られ、その類稀なる「画
力」で勝負し続ける漫画家・小畑健の画業30
周年を記念した展覧会がいよいよ群馬で開幕。
本展覧会では、1万5千枚を超えるアーカイブ
の中から厳選した約500枚におよぶ原画や資
料を展示予定です。

企画展

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

イスラエルから届いた心あたたまる人生賛歌

声優夫婦の甘くない生活
新春！「男はつらいよ」大人気！リリー三部作

　1990年、ソ連で洋画の吹き替え声優
として活躍していた夫婦は、第2の人生を
夢見てイスラエルへ移住するが、新天地で
は声優の需要がなかった。就活は難航し、
ようやく見つけた仕事は人には言えない
闇仕事だった…。熟年夫婦の奮闘をユー
モアも交えて描く“甘くない”大人の物語。

2019年 イスラエル 1時間28分
監督：エフゲニー・ルーマン
出演：ウラジミール・フリードマン／マリア・ベルキン

『男はつらいよ 寅次郎忘れな草』
©1973 松竹株式会社

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
1/9　〜22土 金

上映1/2　〜11土 月・祝

※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。

※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。

※1/6（水）は休映

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 12/28（月）～1/4（月）・12（火）・18（月）・25（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

開催期間 まで～ 2/28 日

　「男はつらいよ」シリーズを語る上で、寅さん
（渥美清）のマドンナ役として最も多く登場し、
またその存在を無視する事のできないマドン
ナ・リリー（浅丘ルリ子）との物語3本を上映
いたします。上映作品は、第11作「寅次郎忘れ
な草」、メロンをめぐっての一悶着が「メロン騒
動」として名高い（!?）第15作「寅次郎相合い
傘」、シリーズ屈指の傑作との呼び声が高い第
25作「寅次郎ハイビスカスの花」。新年初笑い
は当館におまかせください。

1作品につき1,000円料 金 当日券のみ。10:30より販売チケットについて

ミュージアム / シネマ情報

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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1 月は
18：00 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。

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930住　所

027-386-6837電　話

15:00～21:30開館時間

月曜日、火曜日休館日

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

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

さだまさしコンサート1/9 土

■17:00開演（16:15開場）　■料金／全席指定 8,800円
■問い合わせ先／桐生音協　TEL 0277-53-3133

大劇場 2020 年 7/12（日）振替公演

コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」1/10 日

■19:30開演（19:00開場）／20:35終演　■料金／全席自由 3,800円
■問い合わせ先／みむみむの森　TEL 070-5570-7294　mimumimunomori@yahoo.co.jp

音楽ホール

1/17 日

■14:00開演（13:15開場）／16:00終演
■料金／全席指定 3,000円 ※未就学児入場不可
■問い合わせ先／アレグロミュージック　TEL 03-5216-7131
　　　　　　　　公式ウェブサイト http://www.allegromusic.co.jp/toppage.htm

辰巳美納子 チェンバロリサイタル音楽ホール

1/23 土

■14:30開演（13:30開場）
■料金／全席指定 6,800円 ※未就学児入場不可
　※チケット引換／1/9（土）10:00～（セブンイレブン発券のみ）
■問い合わせ先／MASエンターテイメント　TEL 03-5746-9900
　　　　　　　　桐生音協　TEL 0277-53-3133

高嶋ちさ子 12 人のヴァイオリニストコンサートツアー 2020〜2021大劇場

1/16 土

■18:30開演（17:45開場）／20:30終演
■料金／全席指定 一般1,000円 高校生以下500円（当日券あり）
　※満席の場合には当日券がない場合もございます。 ※未就学児入場不可
■問い合わせ先／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（石黒）　tcms.mozart@gmail.com
　　　　　　　　公式ウェブサイト http://tcmsmozart.wixsite.com/tcms

モーツァルト交響曲全曲演奏シリーズ 第 16 回演奏会音楽ホール

1/23 土

■14:00開演（13:15開場）／16:00終演
■料金／全席自由 2,500円（当日3,000円）
■問い合わせ先／株式会社空間あい　TEL 090-1815-4608

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音楽ホール

1/28 木

■19:00開演（18:30開場）／20:30終演　■料金／無料（要申込）
■問い合わせ先／公益社団法人高崎青年会議所　https://takasaki-jc.com/contact2/

スタジオシアター 金子恵美クロストーク＆講演
第 30 回高崎 JC フォーラム 新年フォーラム

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

第 53 回高崎工業高校吹奏楽部 定期演奏会1/11 月・祝

■14:00開演／16:00終演　■料金／全席自由 300円　■問い合わせ先／群馬県立高崎工業高等学校　TEL 027-323-5450

たかさき絵本フェスティバル特別企画講演  ①真鍋真『羽毛恐竜』といっしょに進化のタイムトラベル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ②佐藤雅彦  分かるための方法～どうしたら理科や数学が伝わるか（2 回講演）1/24 日

■①10:30開演／12:00終演　②14:30開演／16:00終演・17:30開演／19:00終演
■料金／全席自由 1,500円　■問い合わせ先／NPO法人 時をつむぐ会　TEL 027-352-4613

高崎経済大学附属高等学校 芸術コース音楽系【第 3 学年】校外演奏会1/29 金

■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 ※掲載内容は、12/14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。

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
1 月初め  21 時
1 月中旬  20 時
1 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

1月の星空
（星図）

高崎市少年科学館／担当：岸

いろとりどりの七つの1等星で
冬の星めぐり

1月の
星空

　南東の空の中ほどに、リボンのような星の並びの「オリオン座」をまず探します。狩人
オリオンが盾を左手にかまえ、棍棒をにぎる右手を振り上げて天に駆けのぼる姿です。
2 つもある 1 等星は、赤い「ベテルギウス」が右肩に、青白い「リゲル」が左足に輝きます。
　オリオンのベルトに並ぶ「三ツ星」を東側（左下）
へのばすと、星座の星々で一番明るい「シリウス」
（白色、おおいぬ座）がギラギラと光っています。ベ
テルギウスとシリウス、白い「プロキオン」（こいぬ
座）で「冬の大三角」が描けます。
　星図のように、シリウスからプロキオン、金色の
「ポルックス」（ふたご座）、黄色い「カペラ」（ぎょしゃ
座）、赤っぽいオレンジの「アルデバラン」（おうし
座）、青白いリゲル ―と冬の星座をめぐる 1 等星
の大六角形は、夜空の巨大な宝石「冬のダイヤモ
ンド」と呼ばれています。

こん ぼう

南東の空 冬の星座と「冬の大三角」
（狩人オリオンと大小２頭の猟犬）

南東の空 冬の星座と「冬の大三角」
（狩人オリオンと大小２頭の猟犬）

1月 イベント・カレンダー

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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期　間

冬休み
特別上映

通常
上映

プログラム 上映時間（約30分）

月・火・水・金
1/8（金）～31（日）

1/4（月）～6（水）

『日本絵画の聖と俗』より
「涅槃と再生」「来迎図」「曼荼羅」
「沈金 前史雄のわざ」

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
― 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

1/16（土）  9:30～12:00日　時 創作室会　場

18人定　員 500円費　用 1/7（木）締　切

小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

1/23（土）  9:30～12:00日　時

18人定　員 300円費　用 1/14（木）締　切

5歳～小学生（小学3年生以下は保護者同伴）対　象

創作室会　場

1/17（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員パソコン室会　場 無料費　用 1/7（木）締　切

小学1年生～中学生（小学3年生以下は保護者同伴）対　象

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

1月スケジュール 8
金

9
土

10
日

11
月

12
火

13
水

14
木

15
金

16
土

17
日

18
月

19
火

20
水

21
木

22
金

23
土

24
日

25
月

26
火

27
水

28
木

29
金

4
木

7
木

30
土

31
日

2
火

3
水

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

■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。

2/1
月

高工展～自分のことばで自分を書こう～
群馬県立高崎工業高等学校

TEL:027-323-5450

絵画展
斗南美術協会 TEL:027-252-1709

新春写真展
全日写連群馬県本部
TEL:090-1535-9975

たかさき絵本フェスティバル 第 27 回絵本原画展
あれも これも それも かがく？！

入場料：おとな800 円（当日1,000 円） こども 400 円（当日500 円）
NPO 法人 時をつむぐ会 TEL:027-352-4613

上毛書道 40 回記念展
株式会社 上毛新聞社
TEL:027-251-4341

12/29（火）～1/3（日）は年末年始休館休 館 日

高崎市立高崎経済大学附属高等学校
芸術コース美術系校外作品展
高崎市立高崎経済大学附属高等学校

TEL:027-344-1230

令和２年度 前橋・高崎連携事業文化財展 東国千年の都
高崎市文化財保護課 TEL:027-321-1292

C�y Ga�ery

※12/29（火）～1/3（日）は年休年始休館となります。※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。
※プログラム等は、都合により変更することがあります。 

※1/5（火）・6（水）は冬休み期間のため、4回投映を行います。
※投映は予告なく変更または中止になる場合があります。
※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）

お知らせ

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

1/5（火）～2/28（日）投映期間

火～金 学習・団体（午前中）
土・日・祝

1/5（火）・6（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

● 2061 約束の星空

●冬の天体と月を見よう

1/5（火）～5/30（日）投映期間

子ども向け番組
● 忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント☆NEXT
　月ウサギがクレーターをかけるの段

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

■一般番組
■子ども向け番組

いっしょに遊ぶことをプログラムされたロボットが、
男の子の閉ざされた心を、こつこつ、たたき続ける物語。
2021年…今だからこそ胸に響く、
感動のプラネタリウム・ファンタジーです。

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。
■〒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

冬の星座解説を含む約40分

冬の星座解説を含む約35分

1/22（金） 19:00～日　時

027-321-0323電　　話

9:00～17:00開館時間 12/28（月）～1/4（月）は年末年始休館・1/12（火）・18（月）・25（月）休 館 日

〒370-0065 高崎市末広町23-1住　　所

● ビー玉を使ったおもちゃを作ろう
ビー玉を使った万華鏡を作る。

● くるりん万華鏡を作ろう
透明な円板に手作りの模様を付けて、
筒をのぞきながら模様の変化を楽しむ万華鏡を作る。

要申し込み

● プログラミング「ドライビングゲームづくり」
プログラミング言語「スクラッチ」を使って「ドライビングゲーム」を作る。

1/24（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員 2,000円費　用 1/14（木）締　切

小学1年生～中学生（小学3年生以下は保護者同伴）対　象

パソコン室会　場

● プログラミングカーづくり
パソコンのプログラムで制御する自動車の形のロボットを作る。

※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。

高崎市少年科学館

パソコン教室 要申し込み

アート / サイエンス

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は12/14 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。
　公演によって、座席の間隔を空けない場合があります。

▲

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。

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

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

◆商社マン生活の始まりと世界基準のテニスとの出会い
　1912（明治45年）、善造は東京高等商業学校を卒業し、三井物産
に入社した。「外国人を相手に商売がしたい」と子どものころから憧
れていた、商社マンへの第一歩を踏み出すこととなった。最初の赴任
地はインドのカルカッタ（現コルカタ）。現地では、高商の先輩でもあ
る支店長の勧めで思いがけずテニスを始めることになる。テニスと
言っても、これまで善造が打ち込んできた軟式ではない。芝生のコー
ト上でフェルト地の固いボールを打ち合う、ローンテニス（硬式テニ
ス）だった。海外でテニスといえば、この硬式テニスのことで、名だた
る大会はすべて硬式。大英帝国時代、インドはイギリス領だったこと
もあり、欧州文化が色濃く流入していた。現在もインドで絶大な人気
を誇るクリケットも英国生まれだ。ウインブルドンで名高い英国流の
テニスが、当時のインドで盛んだったこともうなずける。善造の赴任
地カルカッタでもテニスは最高の社交的スポーツだった。豪華なクラ
ブハウスを備えたテニス場があり、上流階級の紳士、淑女やその子ど
もたちがテニスに興じた。テニスの後には座談会や食事を楽しむの
が慣例だった。

◆インドでもアルゼンチンでも覇者となり、世界レベルの実力が開花
　硬式テニスを始めた善造は、仕事が終わると、社宅に備わっていた
コートで毎日練習に明け暮れた。年が明けた1913（大正2）年、練習

を始めてから3か月ほどたったある日のこと。支店長から「ベンガル
選手権大会」への出場を勧められる。1880年から続く、インドでも
伝統ある大会だった。この大会には当時、英国屈指のテニス選手とい
われたキングスコットも参加。善造は初戦で当たることになっていた
が、相手が怪我のため棄権し不戦勝となったことで、労せず2回戦進
出となる。続く3回戦、4回戦、準決勝と順調に勝ち進んだ。快進撃は
止まらず、決勝戦も英国のキャロルにストレートで勝ち、初出場で見
事初優勝を飾る。何より、33年にわたって英国人が優勝を独占して
いた大会で、アジア人初の覇者となったことが大きな話題となった。
翌年はキングスコットに王座を奪われたが、1915～19年の連続5年
間、王座を守り続けた。この快挙はインドのみならず、海を越えて世
界のテニス界にも「ミスターシミズ」の名をとどろかせるものとなった。
　1917（大正6）年、第1次世界大戦のさなか、善造は、麻製品の売り
込みのためアルゼンチンに向かう。ブエノスアイレスで商談を進める
傍ら、南米選手権大会に出場することにした。あれよあれよという間
に決勝戦までコマを進め、最後は15年間不敗を誇っていた南米テ
ニス界の覇者、ナイト選手を破り、ここでも初出場で初優勝を飾って
しまう。 ちなみに善造は後年、このときの優勝カップを故郷の箕輪
小学校に寄贈している。この優勝が話題となったことで商談もまとま
り、仕事でもテニスでも大きな成果を挙げた南米渡洋となった。

（つづく）

インドのベンガル選手権大会会場で
優勝カップを前に撮影されたスナップ写真

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

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

©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から）

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から）

発売中

念願の商社マンとなり、インドのカルカッタに赴任した善造は、
思いがけず上司から硬式テニスを勧められる。
世界のテニス界への第一歩はインドから始まった。

レジェンド清水 善造第
三
章

〒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!

2020全日本一輪車競技大会【ペア・グループ演技部門】

公益社団法人日本一輪車協会主　催
公益社団法人日本一輪車協会大会事務局
TEL:03-6458-8131

お問い合わせ

1/31（日）開催日時 高崎アリーナ会　　場 ※無観客開催 　一輪車競技大会の演技部門は、音楽に合わせてペア・グループ別に演技を
します。ペアは 2 人一組、グループは 5 人以上 1 チームです。一輪車競技の特
徴は創造性・美しさ・完成度の美しさです。演技部門は大変人気があり、華麗
に演技をする選手の技術力に引き込まれます。

スポーツ／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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