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　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

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
カザルス／鳥の歌
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

料　金 全席指定 1,500円

 ©Shigeto Imura ©Shigeto Imura

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

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

“今を生きる社会風刺コント集団”が
激動する世界を痛快に描く！

　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。
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なく、高崎公演に向け
たネタもただ今、仕込み中とのこと。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。お見逃しなく。

好評発売中!!

好評発売中!!

※途中休憩はありません（上演時間各回約90分）

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

リリカルな旋律と
スリリングな疾走感

　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。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。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。今回はさらに
個性派ヴィブラフォン奏

者、角銅真実が参加。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体感ください。

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）

左上：須川崇志（ベース）、右上：林正樹（ピアノ）
左下：石若駿（ドラムス）
右下：角銅真実（ヴィブラフォン、パーカッション）

18:00開演（17:15開場）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

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）

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 op.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

¥3,300+税（コジマ録音 ALCD-9220）

好評
発売中

MASAYA KAMEI  IN CONCERT
Recorded at Takasaki City Theatre 2020 亀井聖矢（ピアノ）

ブラームス／パガニーニの主題による変奏曲 op.35
リスト／ラ・カンパネラ
ショパン／ピアノ・ソナタ第 3 番 ロ短調 op.58
リスト／「ノルマ」の回想（ベッリーニ）

Ｃ 

Ｄ

①ショパン／ピアノ・ソナタ第 3 番 ロ短調 op.58 第一楽章
②ショパン／ピアノ・ソナタ第 3 番 ロ短調 op.58 第四楽章
③メイキング映像（+ 特典映像）

Ｄ
Ｖ
Ｄ

¥3,300+税

2.21（日） T-Shot シリーズvol.3 リサイタル時に発売
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Supported by
ブルーノート東京 黒田卓也

料　金 全席指定 6,500 円　U-25 3,000 円 
曲　目 ベートーヴェン／幻想曲、「エロイカ」の主題による変奏曲とフーガ

ショパン／4つのマズルカ op.41、スケルツォ第3番  ラフマニノフ／ピアノ・ソナタ第2番

ユリアンナ ・ アヴデーエワ
ピアノ ・ リサイタル
2/25 木 19:00開演（18:15開場）

2010
音楽ホールに登場

年ショパン国際コンクールの覇者が

　2010年、マルタ・アルゲリッチ以来、45年ぶりにショパン国際ピアノコンクールの女性
優勝者として注目を集めたユリアンナ・アヴデーエワによるリサイタル。全413席の音楽ホー
ルで開く贅沢なステージです。
　世界的演奏家との共演を着実に重ね、近年ではヴァインベルクなどこれまであまり馴染み
がなかった作曲家を取り上げるなど、精力的な演奏活動を展開しています。
　今回のプログラムは高崎公演オリジナル。定評あるベートーヴェン、ショパンに加え、これ
まで多くの巨匠たちが名演奏を残してきたラフマニノフのソナタ第2番をメインに据えた重
量級のプログラムです。

ス
タ
ジ
オ
シ
ア
タ
ー

料　金 全席指定 5,000 円　U-25 2,500 円
出　演 黒田卓也（トランペット）、大林武司（ピアノ、キーボード）

ほかメンバー調整中

3/19 金 19:00開演（18:15開場）

世界的に注目を浴びる
“サムライ・トランペッター”

　1stアルバム『Bitter and High』リリースから今年で10年。ジャズ
の歴史と革新を備えたプレイで世界的に注目を浴びる“サムライ・トラ
ンペッター”こと黒田卓也が、新作アルバム『フライ・ムーン・ダイ・スー
ン』のナンバーを携えて高崎芸術劇場スタジオシアターに登場します。
　ニューヨークを拠点にジャンルを超えて活動する黒田ですが、昨年
の大晦日もNHKの「紅白歌合戦」で紅組のトリをつとめたMISIAとの
共演は鮮烈な印象を残しています。
　ジャズの希望にあふれた未来を感じるステージとなるはずです。

 ©K.Miura ©Rowland Kirishima

大友直人（指揮） 古海行子（ピアノ）

2020 年度
群馬交響楽団 定期演奏会 後期シーズン

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）

チケット
発売中

チケット
発売中

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」

©Sammy-Hart ユリアンナ・アヴデーエワ

好評発売中!!

〈大劇場〉

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。

群響創立 周年記念だるま（2号）75
2,500 円（税込）

前 後

黒田卓也

音
楽
ホ
ー
ル

群馬交響楽団プレイガイド

●チケット発売開始
web 2/5（金）10:00～ 電話 2/8（月）10:00～ 窓口 2/9（火）10:00～

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

公演中止となりました
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　高崎芸術劇場の能舞台で行う本格的な能楽公演。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。中世
の高崎・佐野地区が舞台の名作2曲を上演します。
　昼の部の「鉢木」は鎌倉武士の気骨を描いた痛快な物語。寒さ厳しい冬景色と、
そこに住む上州人の情の温かさを対象的に描き出しています。
　夜の部の「船橋」は高崎の佐野船橋に伝わる男女の悲恋物語。叶わぬ恋のむ
なしさと壮絶な最期が見どころです。

料　金 全席指定 S 円席 5,000円　A席 8,000
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　曲2

野村萬斎

下平克宏

※未就学児入場不可

吉田日実子
ピアノリサイタル

※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月下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

ベートーヴェン／ピアノソナタ第14 番「月光」
ショパン／アンダンテ・スピアナートと
華麗なる大ポロネーズ 作品 22 ほか

曲 目

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。

〒370-8501 高崎市高松町35-1
高崎市役所 文化課 「吉田日実子ピアノリサイタル」係

お
申
し
込
み
方
法

高崎市文化課（TEL:027-321-1203）お問い合わせ

16:00開演3/7 日

キョードー東京
TEL:0570-550-799
平日11:00～18:00
土日祝10:00～18:00（ （

※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

 © 井村重人

料　金 全席指定 4,000円　U-25 2,000円

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 )

出　演

～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

曲　目

料　金 全席指定 S席4,000円（昼の部 完売御礼）
A席3,000円　U-25 1,000円
（昼夜通し券 S席7,000円　　　      　A席4,000円）
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） ほか出　演

三浦一馬キンテート バンドネオン五重奏
19:00 開演（18:15開場）3/10水

3月の公演予定

完売御礼

人形浄瑠璃 文楽
に ん ぎょう じょう る り ぶ ん ら く

13:30 開演（12:45開場）3/15 月 昼 18:00 開演（17:15開場）夜

〈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

演　目
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

※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。

【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）

3/25（木）
19:00 開演

創立 25 周年記念 群馬室内合唱団
第 10 回定期演奏会

高崎芸術劇場
音楽ホール

群馬室内合唱団
TEL:080-5420-6476（担当 : 竹歳）

2/23（火・ 祝）
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
学生・シルバー（65
お体の不自由な方 1,500

円

円
歳以上）

※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。

【振替公演】
福田こうへい コンサート
1/29（金）10:00〜窓口発売

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）

3/10（水）
13:30 開演

全席指定 S     6,800
　　　　 Ａ席 5,800

席 円
円

※未就学児入場不可
※2020/6/3（水）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。

全席指定  1,000円

第 44 回県民芸術祭参加
Elm 歌曲研究会 歌曲の午後 9

～日本の歌ができるまで1 ～

Elm 歌曲研究会
TEL:070-4378-6743

全席指定  一般 2,500
　　　　  高校生以下 1,500
※未就学児入場不可

円
円

coba solo tour 2020
The Accordion

高崎芸術劇場
スタジオシアター

2/28（日）
17:00 開演

2/27（土）
14:00 開演

全席指定 前売 5,500
※未就学児入場不可

円

1/15（金）～2/18（木）必着

　ミュージックビデオ「クライスラー／愛の悲しみ」は、高崎芸術劇場が新たに提案するプロジェクト、T-Shotシリーズの
一環として制作されました。本作には、これまでのクラシック音楽界において馴染みのあるミュージックビデオとは全く
違ったアプローチが試みられています。
　時代を越えて愛される名曲も、演奏者によってさまざまな色合いをのぞかせます。若手演奏家が表現者としてその場を
どう呑み込んでいくのか。それを自由に伸びやかに表現したら面白いのではないか。そんな観点から「クライスラー／愛
の悲しみ」は生まれました。
　監督は実力派女優として呼び声の高い佐津川愛美。近年は映像作家としても精力的に活動しています。ヴァイオリニ
スト・荒井里桜さんの演奏を聴いた佐津川監督が感じたのは、荒井さんご自身が愛の象徴としてその場にいる光景だっ
たそうです。そこから着想を得た監督は、新進気鋭の表現者nagohoさんを迎え、音楽の音色と身体表現とのコラボ
レーションを構築されました。
　悲しみの深さとその先の愛の温もりを、神秘的に描き出す美しい作品となっています。ご堪能いただければ幸いです。

佐津川愛美作品 クライスラー／愛の悲しみ
ミュージックビデオ作品

紹介

音楽ホール

料　金 全席指定 S席12,000円　A席10,000円
　　　　 B席8,000円
辻井伸行*（ピアノ）、神尾真由子**（ヴァイオリン）
秋山和慶（指揮）、読売日本交響楽団

出　演

チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲**
チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第１番*

曲　目

辻井伸行×神尾真由子 究極の協奏曲コンサート
19:00 開演（18:00開場）3/26 金

大劇場

スタジオシアター

三浦一馬

 © 青木信二

 ©Yuji Hori  ©Makoto Kamiya

二人三番叟〈昼の部〉

辻井伸行 神尾真由子

※掲載内容は1/13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 音楽ホール

完売御礼

完売御礼

映像は
こちら

●チケット発売開始
web 2/12（金）10:00～ 電話 2/15（月）10:00～ 窓口 2/16（火）10:00～
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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

2/1（月）・8（月）・12（金）・15（月）・22（月）・24（水）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

歌川国芳《相馬の古内裏》1845～46年頃
名古屋市博物館蔵（高木繁コレクション）

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600円（500円） 大高生300円（250円）観覧料

2/1（月）～5（金）・8（月）・12（金）・15（月）・22（月）・24（水）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）

2/1（月）・8（月）・12（金）・15（月）・22（月）・24（水）休園日

一般100円（80円）
大高生80円（50円）

入館料

2/2（火）・9（火）・12（金）・16（火）・24（水）休館日

一般200円（160円） 
大高生100円（80円）

観覧料 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

　古墳時代東国の中心であった群馬は多くの集落や水田が
営まれ、多くの古墳が造られた栄えた国でした。古墳時代、
須恵器は朝鮮半島から伝来したばかりの最新の技術で製
作された貴重な土器で、古墳や村々の祭祀、豪族居館など
限られた場で「祈り」のアイテムとして使われました。須恵器
の産地や使用方法などをみていくと、古墳時代のぐんまの
様子がみえてくるようです。本展示では高さ1ｍを超える東シ
メ木古墳群（吉井町）出土の大甕や、高崎市内から出土した
デザインに優れた𤭯や高坏など、約300点を展示します。

特別展 第 29回特別展
祈りの器 ─ 須恵器からみた古墳時代のぐんま ─

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）

樽形𤭯 高崎情報団地Ⅱ遺跡

須恵器高坏 井出二子山古墳出土

開催期間 まで～ 2/28 日

開催期間 まで～ 3/28 日 開催期間 まで～ 3/21日2/6 土

草木染の美・冬から早春収蔵品展

浜完治 壁掛け「桐に鳳凰」

　今回の展示では、冬から早春へと移る季節を感じられ
るモチーフや、おめでたい文様が描かれた染織品を紹介
しています。写真は、吉祥文様である桐と鳳凰を描いた
筒描藍染の壁掛けです。作者は長野県松本市で三代続
く紺屋を営んでいます。

　若葉による緑色染の手法で緑色を染めます。剪定した緑葉をア
ルカリ水に入れて熱し、前汁を取ります。3番液まで煎汁を取って
染液にします。氷酢酸を加えてから糸などを浸して煮染し、染液が
冷えるまで置きます。媒染液に染糸を浸し媒染して水洗いをし、染
液にさらに氷酢酸を加え再び媒染した染糸を浸して煮染し、水洗
いして陽に干して乾かします。銅媒染で綺麗な緑色になります。

園内の植物情報 ロウバイ （ろうばい科）

挑む浮世絵 国芳から芳年へ
　武者絵で人気を博した浮世絵師・
歌川国芳は、大判錦絵を3枚並べた
パノラマ画面を活かして、豊かな表現
力で臨場感溢れるダイナミックな浮
世絵を数多く制作しました。掲載図
版はその代表的な作品で、迫力ある
巨大な骸骨は一度観たら忘れること
のない強烈なインパクトを与えます
が、正確に描写された骸骨の表現は医学書を参照したといわれています。本展覧会
では、国芳を中心に、その弟子である月岡芳年、落合芳幾らの作品を交えた約150
点を紹介し、江戸時代後期の円熟した浮世絵の世界をお楽しみいただきます。

企画展画業 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

※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。

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 2/1（月）・8（月）・12（金）・15（月）・22（月）・24（水）

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～ 3/1月

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

早熟の天才作家の栄光と
転落を描くドキュメンタリー

トルーマン・カポーティ 真実のテープ
　『ティファニーで朝食を』や『冷血』で知られる
20世紀アメリカ文学を代表する作家、トルーマ
ン・カポーティ。養女が語るカポーティや、さまざ
まな関係者の証言をもとに人物像を多面的に浮
かび上がらせる。さらに、未完の絶筆『叶えられた
祈り』をめぐるスキャンダルも明らかにしていく。

2019年 アメリカ ほか 1時間38分
監督 :イーブス・バーノ
出演 :トルーマン・カポーティ／ケイト・ハリントン
　　 ノーマン・メイラー／ジェイ・マキナニー

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

※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。

日本国内初上映のインド映画を
お届けいたします！！

第 2 回 インド大映画祭
2/11　　 〜23 上映木・祝 火・祝

　日本未公開・劇場初上映の4作品（『火花』、『NGK』、『ゲー
ムオーバー』、『最終ラウンド』）と、第1回インド大映画祭に
て人気の高かった作品のアンコール上映3作品（『ヴィクラ
ムとヴェーダー』、『24』、『バーガマティ』）を合わせ、7作品の
インド映画を上映。痛快なアクションやロマン溢れるSFア
ドベンチャー、政治ドラマ、女性アスリートとコーチの師弟ド
ラマなどさまざまな作品をお届けいたします。

『NGK』 2019年 インド 2時間22分
監督 :セルヴァラーガヴァン
主演 :スーリヤ

初上映4作品／一般1,500円 シニア1,100円　アンコール作品／一般・シニア共に1,000円料 金
当日券のみ。10:30より販売チケットについて11:00～（開場 10:30～）上映時間

おおがめ

はそう

2週間上映2/13　〜26土 金
※2/17（水）は休映

ミュージアム / シネマ情報

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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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

2/23 火・祝

■14:00開演（13:15開場）／15:45終演
■料金／全席指定 1,000円（前売・当日）※未就学児入場不可、13歳以上有料。
■問い合わせ先／群馬室内合唱団　TEL 080-5420-6476

創立 25 周年記念 群馬室内合唱団 第 10 回定期演奏会音楽ホール

2/12 金

■18:30開演（17:30開場）
■料金／全席指定 8,000円 ※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要。
■問い合わせ先／ハンプトンジャパン　TEL 0120-131-213（平日 10:00～18:00）

Hiromi Go Concert Tour 2020-2021
“The Golden Hits”

大劇場 2020 年 7/14（火）振替公演

2/27 土

■14:00開演（13:15開場）／16:15終演
■料金／全席指定 2,500円  6歳～高校生 1,500円 ※未就学児入場不可
■問い合わせ先／Elm歌曲研究会　TEL 070-4378-6743

歌曲の午後 9 〜日本の歌ができるまで 1〜音楽ホール

2/28 日

■①11:30開演（11:00開場）　②15:00開演（14:30開場）
■料金／全席指定 4,070円 当日券4,620円 ※3歳以上有料、3歳未満入場不可。
■問い合わせ先／グッドラック・プロモーション株式会社　TEL 086-214-3777（平日10:00～17:00）

爆笑 !! お笑いフェス in 高崎大劇場

2/28 日

■17:00開演（16:30開場）　■料金／全席指定 5,500円 ※未就学児入場不可
■問い合わせ先／株式会社キョードー東京
　　　　　　　　TEL 0570-550-799（平日11:00～18:00／土・日・祝日10:00～18:00）

coba solo tour 2020 The Accordionスタジオシアター 2020 年 4/29（水）振替公演

2/13 土 朝日フォトフェス 2020
■13:45開演／16:30終演　■料金／無料
■問い合わせ先／群馬県朝日新聞グループ会　TEL 027-221-1435

2/17 水 第 393 回例会 茂山家狂言
■18:30開演／20:30終演　■入場／会員制
■問い合わせ先／高崎演劇鑑賞会　TEL 027-323-0955

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

8:30～17:15開館時間

月曜日（祝日の場合は翌平日）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

2/27 土 高崎経済大学直属吹奏楽部 第 40 回 定期演奏会
■14:00開演／16:00終演　■料金／全席指定 500円
■問い合わせ先／高崎経済大学直属吹奏楽部　TEL 070-2815-3308

2/28 日 第 66 回群大音楽科シンフォニカ 定期演奏会
■13:30開演／16:00終演　■料金／無料
■問い合わせ先／群大音楽科シンフォニカ　TEL 080-8124-7756

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！ 2 月は
18：00 以降が

見頃です
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

※掲載内容は、1/13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。

東東 西西

北北

南南

図のように見える時刻
2 月初め  21 時
2 月中旬  20 時
2 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

2月の星空
（星図）

高崎市少年科学館／担当：岸

真冬の夜空の高みに
王者オリオン！

　南から頭上にかけて勢ぞろいした冬の星座は、1 等星 6 つで描く巨大な宝石「冬
のダイヤモンド」でひとめぐりできます（星図）。
　そうした星座たちを周囲にしたがえて、狩人の巨人「オリオン座」が棍棒を高々と
掲げ、真南の空高く立ち上がっています。
　小粒のダイヤを 3 つ並べたような「三ツ星」を、赤い「ベテルギウス」、青白い「リ
ゲル」の 2 つの 1 等星をふくむ輝星が、四
角く囲んでいます（リボン形にも結べます）。
どれも宝石のような星々を対称に配置した
オリオンの姿は、「星座の王者」と讃えられる
見事さです。
　三ツ星のベルトにさげた剣にあたる、縦に
並ぶ「小三ツ星」もぜひ探してみましょう。真
ん中の星は、有名な「オリオン大星雲」の中心
部が 1 つの星のように見えているものです。
　月末は、「火星」が「すばる」（おうし座）に
近づく様子にも注目です。

こん

たた

こ

ぼう

南に高く上ったオリオン座と
オリオン大星雲（望遠鏡で撮影）

南に高く上ったオリオン座と
オリオン大星雲（望遠鏡で撮影）

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。

ほし だよ

高崎市少年科学館

２
月

各施設をご利用の皆さまへ

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。

））

2月 イベント・カレンダー

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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― 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

2/13（土）  9:30～12:00日　時 創作室会　場

18人定　員 1,000円費　用 1/28（木）締　切

小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

2/27（土）  9:30～12:00日　時 創作室会　場

18人定　員 500円費　用 2/11（木・祝）締　切

小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

2/14（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員パソコン室会　場 無料費　用 2/4（木）締　切

小・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

2月スケジュール 2
火

3
水

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

1
月

24
水

25
木

27
土

28
日

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

■2/25（木）～3/3（水）は保守点検のため、催し物はありません。 ■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。

26
金

中央情報大学校卒業制作展
専門学校 中央情報大学校
TEL:027-324-8511

令和 2 年度
群馬大学教育学部美術教育講座

卒業制作展
群馬大学教育学部美術教育講座

TEL:027-220-7312

朝日フォトフェス
2020

群馬県朝日新聞
グループ会
TEL:027-221-1435

群馬県立女子大学
実技ゼミ卒業修了制作展 2021
群馬県立女子大学文学部
美学美術史学科実技ゼミ
TEL:0270-65-8511

志村勉写真展「遠い記憶」より 3
志村勉 TEL:090-9377-2341

絵画展
斗南美術協会 TEL:027-252-1709

※2/2（火）は保守点検のため、投映がありません。
※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

投映中～2/28（日）投映期間

火～金 学習・団体（午前中）

土・日・祝 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

投映中～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

2/19（金） 19:00～日　時

027-321-0323電　　話

9:00～17:00開館時間 2/1（月）・8（月）・15（月）・22（月）休 館 日

〒370-0065 高崎市末広町23-1住　　所

● ステンドピラミッドを作ろう
プッシュライト付きのステンドグラス風のピラミッドを作る。

● メカ・ビートルを作ろう
モーターで動くカブトムシ型ロボットを作る。

要申し込み

● プログラミング「シューティングゲームづくり」
プログラミング言語「スクラッチ」を使って「シューティングゲーム」を作る。　　　　　　　　　　　　　　

2/28（日）  9:30～12:00日　時

10人定　員 無料費　用 2/18（木）締　切

小・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「幾何学模様づくり」
プログラミング言語「スクラッチ」を使って幾何学模様を描く。

※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

期　間 プログラム

2/1（月）～24（水） 『印象派展覧会』 第 1回〜第 4 回
モネ、ドガ、ピサロ ほか

11:00 14:00

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、および 2/25（木）～3/4（木）は設備機器メンテナンスのため、上映はありません。

上映時間（約30分）

アート / サイエンス

Takasaki Culture and Sports Information EXCITING
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※掲載内容は1/13 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。
　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

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

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）

●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

◆単身テニスの聖地「ウインブルドン」へ
　インドに赴任して8年目。忙しい仕事の合間にテニスの実績を着実に積み重ね
ていった善造は、1920（大正9）年、テニスの聖地「ウインブルドン」への出場を決
意する。ベンガル選手権大会通算6度の優勝と南米選手権大会優勝の実績を添
えて申請し、その年の大会に参加できる128人の中の1人に選ばれた。もちろん、
これは日本人初の快挙だ。だが英国は遠い。船舶で移動する時代だから時間が
かかるし、費用もかさんだはずだ。商社マンという本業を考えたら、出場すること
自体がなかなか難しいと容易に推察がつくが、幸運なことに周囲に恵まれた。会
社の上司が応援してくれたこともあって、この年の4月初旬に、善造は単身、英国
に向けてインドを発つことができた。当時の上毛新聞は「庭球会の猛者 清水善
造選手 世界庭球大会に出場出発す」と大正9年4月17日付けの紙面で報じて
いる。このころはまだ、日本にテニス協会などは組織されていない。ウインブルドン
を知る日本人がほとんどいない時代のことだった。

◆本戦前に各地の大会で腕試し
　ウインブルドン出場のため英国を訪れた善造は、クイーンスクラブ選手権やノー
スロンドン選手権、ケント選手権など、腕試しを兼ねていくつかの大会に出場、転

戦している。その中の1つの大会に、次のようなエピソードがある。善造は決勝戦
までコマを進めたが、その相手は、英国の実力者、キングスコットだった。善造が
初めて出場した硬式テニスの大会、ベンガル選手権の初戦で対決するはずであっ
たが、怪我のために棄権した人物だ。2回戦以降、順調に勝ち進んだ善造は、結
果、ベンガル選手権初出場で初優勝を飾ることができた。ちなみに、翌年の同選
手権では、善造はキングスコットに敗れて、優勝を逃している。さて―。キングス
コットは英国のその大会で、すでに2連勝していた。あと1回優勝すれば銀製の
優勝カップが永遠に自分のものになるという、彼にとってはとても大事な試合だっ
たのだ。試合は、第1セットを善造が惜しくも落としてキングスコットが奪い、第2
セットが開始された。その直後、雨足が強くなったことから試合は中断、翌日に持
ち越されることになった。この折、善造が棄権を審判に申し出たことで、キングス
コットの3連勝が決まったのだ。ベンガル選手権初戦での出来事が善造の脳裏を
よぎったのかどうかは分からない。ただ結果として、あのときの恩義を返した形と
なったことは確かだ。翌日ロンドンの新聞は、キングスコットに華を持たせた「ミス
ター・シミー」のスポーツマンシップについて報じ、善造の人気は一層高まった。

（つづく）

ウインブルドンでのオールカマーズ戦決勝。手前が善造

自分のテニスがどこまで通用するのか̶。
インドとアルゼンチンでの優勝実績を引っ提げ、善造は、英国ウインブルドンへ単身乗り込む。
それは後に伝説となる日本人初の偉業だった。

レジェンド清水 善造第
四
章

 ©JTA

公演中止

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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