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supported by BLUE NOTE TOKYO

MAO SONÉ
－Brightness of the Lives－

6/27（日）17:30開演（16:45開場）

スタジオシアター

［出演］曽根麻央（トランペット、ピアノ、キーボード）、井上
銘（ギター）、山本連（ベース）、木村紘（ドラムス）
［料金］全席指定 4,000円（U-25 2,000円）
［チケット］発売中
［協力］BLUE NOTE JAPAN

7/30（金）13:30開演（12:45開場）

音楽ホール

［出演］鈴木秀美（指揮）、濵地宗（ホルン）、群馬交響楽団（管
弦楽）
［曲目］モーツァルト／ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 K.412
モーツァルト／ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 K.417
モーツァルト／ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447
モーツァルト／ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 K.495
［料金］全席指定 4,000円（U-25 1,500円）
●チケット発売　WEB先行：6/4（金）
　　　　　　　　電話発売 ：6/7（月）
　　　　　　　　窓口発売 ：6/8（火）

東京ゴッドファーザーズ

スタジオシアター

6/17（木） 18:00開演（17:15開場）
6/18（金） 14:00開演（13:15開場）

［出演］松岡昌宏、マキタスポーツ、夏子 ほか
［料金］全席指定 8,500円 
※1回の申し込みで購入できる枚数は1公演4枚までです。 
［チケット］発売中
［企画・制作］新国立劇場

©K. Miura ©篠山紀信

前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル
T-Mastersシリーズ vol.1
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

9/16（木）13：30開演（12：45開場）

音楽ホール

［出演］前橋汀子（ヴァイオリン）、松本和将（ピアノ） 
［曲目］ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ 第9番 イ長調 
Op.47「クロイツェル」
ドヴォルザーク（クライスラー編）／わが母の教え給いし歌
マスネ／タイスの瞑想曲 ほか
［料金］全席指定 S席 6,000円　A席 5,000円　B席 4,000円
（U-25 1,500円）
●チケット発売　WEB先行：6/23（水）
　　　　　　　　電話発売 ：6/24（木）
　　　　　　　　窓口発売 ：6/25（金）

平日午後のモーツァルトⅡミュージカル「おにころ」
～愛をとりもどせ～

7/25（日）14:00開演（13:00開場）　
大劇場

［出演］三澤洋史（指揮）、町秀和（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）、おにころ合唱団、群馬交響楽団（管弦楽）
［料金］全席指定 S席 5,000円　A席 4,000円
B席 3,000円（U-25 1,500円）
※4歳未満の入場はご遠慮ください。
［チケット］発売中

プラハ・フィルハーモニア管弦楽団

9/21（火）19:00開演（18:00開場）

大劇場

［出演］レオシュ・スワロフスキー（指揮）、サンティアゴ・カ
ニョン＝ヴァレンシア（チェロ）、プラハ・フィルハーモニア
管弦楽団
［曲目］スメタナ／交響詩「わが祖国」より“モルダウ”
ドヴォルザーク／チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104
ドヴォルザーク／交響曲第9番 ホ短調 Op.95「新世界より」
［料金］全席指定 S席 11,000円　A席 8,500円　B席 6,500円
●チケット発売　WEB先行
　　　　　　　　電話発売    6/22（火）
　　　　　　　　窓口発売 
［主催］光藍社、高崎芸術劇場（公益財団法人 高崎財団）
［共催］高崎芸術劇場（公益財団法人 高崎財団）
［後援］チェコ共和国大使館

BUS

BUS

BUS

BUS

NISSAY OPERA
オペラ「ラ・ボエーム」　

8/7（土）14:00開演（13:00開場）

大劇場

［出演］園田隆一郎（指揮）、伊香修吾（演出）、宮本益光（日本
語訳詞・字幕）、安藤赴美子（ミミ）、宮里直樹（ロドルフォ）、
横前奈緒（ムゼッタ）、今井俊輔（マルチェッロ）、北川辰彦
（ショナール）、デニス・ビシュニャ（コッリーネ）、清水宏樹
（ベノア）、小林由樹（アルチンドロ）、群馬交響楽団（管弦
楽）、C.ヴィレッジシンガーズ（合唱）
［料金］全席指定 S席 10,000円　A席 8,000円
B席 6,000円（U-25 3,000円）
●チケット発売　WEB先行：6/4（金）
　　　　　　　　電話発売 ：6/7（月）
　　　　　　　　窓口発売 ：6/8（火）
［企画・制作］日生劇場
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ミュージカル『ブロードウェイと銃弾』
巨匠ウディ・アレンの傑作コメディをミュージカル化！

6/19（土） ①12:00開演（11:15開場）
　　　　　　②17:00開演（16:15開場）
6/20（日） 12:00開演（11:15開場）

大劇場

［出演］城田優、髙木雄也　ほか
［料金］全席指定 S席14,000円 完売御礼　A席 9,000円
B席 6,000円 
※1回の申し込みで購入できる枚数は1公演4枚までです。
［チケット］発売中

＝高崎芸術劇場シャトル（無料送迎バス）の運行あり。
　詳細はWEBにて。

BUS

紀州道成寺にて、釣り鐘再興の法要が行われていた。そこへ一人の白拍子が現
れ、供養を見たいと懇願する。寺男は芸を見せることを条件に、境内へ招き入れる。
白拍子は、ただならぬ妖気を漂わせつつ舞を舞い、やがて鐘に狙い寄り、鐘を引
きずりおろし、その中へと飛び入った。
住僧は、この謎の白拍子は、かつてこの鐘に隠れた山伏を、鐘諸共に焼き殺した
女の悪霊であろうと語る。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、僧たちに襲いかかる。やがて僧の懸命な祈りに屈服し、蛇体は日高川
の水中へと姿を消すのであった。
小鼓とシテとの気迫漲る乱拍子から、一転して壮絶な急之舞、そして最大の見せ
場の鐘入りへと、舞台は息つくひまなく展開する。　そして鐘の中で、シテは一人
で蛇体へと変身を遂げる。
能楽師にとって、手腕の問われる大曲である。また、歌舞伎・浄瑠璃・琉球舞踊
などに流用された名作でもある。

高
崎
演
能
の
会 
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7月13日（火）
14:00開演（13:00開場）
スタジオシアター
◆出演　下平克宏、野村萬斎 ほか◆出演　下平克宏、野村萬斎 ほか
◆◆演目　能「道成寺」（観世流）演目　能「道成寺」（観世流）
※今回は狂言の上演はありません。※今回は狂言の上演はありません。

道
成
寺

［料金］全席指定 S席 10,000円
 　　  A席 8,000円　B席 5,000円
●チケット発売　WEB先行：5/28（金）
　　　　　　　　電話発売 ：5/31（月）
　　　　　　　　窓口発売 ：6/1（火）

下平克宏下平克宏野村萬斎野村萬斎

【道成寺プレ講座】
〔第1回〕6/8(火)「紀州道成寺にまつわる、安珍・清姫伝説」　
〔第2回〕6/23(水)「舞台に繰り広げられる、情念の世界」 
各13:30～14:30高崎芸術劇場スタジオシアターにて。
事前にEメールまたは郵便ハガキでの申し込みが必要です（入場無料・先着順）。
【申込方法】
代表の方の①郵便番号 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④電話番号 ⑤受講人数 ⑥ご希望の回を明記して、
Eメール：ticket@takasaki-foundation.or.jp （メール件名は「プレ講座」を入力ください）　
郵便ハガキ：〒370-0841　高崎市栄町9-1　高崎芸術劇場「プレ講座」係へ
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6月の公演の
詳細はこちら

高崎芸術劇場シャトルの詳細はこちら

JUNE
2021

登録受付中

▲

高崎市施設プレイガイド（窓口発売初日10:00～受付開始）

■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）

高崎芸術劇場メンバーズ限定（登録・年会費無料）
WEB 窓口発売

電話予約

受付開始日の10:00～ 

※取扱いがない公演もございます。詳しくは当劇場WEB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）

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

 24時間受付

10:00～18:00
高崎芸術劇場チケットセンター TEL.027-321-3900

各種プレイガイド

※前売のみの取扱い。（当日券は主催者のみ。前売完売の場合、当日券はありません。）

チケット取扱い ※料金は全て税込価格です。　※U-25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

6高崎芸術劇場
イベントスケジュール

＊印は川久保賜紀さん演奏曲です

※指揮者変更のお知らせ
　出演を予定しておりました渡邊一正氏から藤岡幸夫氏に変更になりました。

第3回　148オーケストラ
［指揮］竹本泰蔵
［スペシャルレギュラー］新垣隆
［演奏］群馬交響楽団
日 6/5（土）15:00開演（14:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 SS席 5,500円　S席 5,000円
　 A席 4,500円　B席 4,000円
　※中学生以下のご入場はご遠慮ください
問 株式会社　エフエム群馬　　
　 148オーケストラ事務局
　  027-234-8000

ゲスの極み乙女。TOUR2020 
「ゲスの極み乙女。をもう一度」

日 6/6（日）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 7,800円
問 フォールーラー 028-614-4044

AI　20周年記念TOUR 
「ITʼS ALL ME」
日 6/12（土）17:30開演
　（16:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 7,900円
問 Zen-A（ゼンエイ）
　 03-3538-2300
　（平日11:00～19:00）

小林洋子のワンダフルな 
オカリナコンサート

日 6/13（日）13:30開演（12:50開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円
　 高校生以下 1,000円
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
問 小林洋子オカリナコンサート事務局
　（中田） 080-1281-0249

ディズニー・オン・クラシック 
夢とまほうの贈りもの

日 6/13（日）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場
￥ SS席 12,000円 　S席 8,900円
　 A席 7,600円　学生席 2,000円
問 Zen-A（ゼンエイ）
　 03-3538-2300（平日11:00～19:00）

GoluOlu 
ゴスペルコンサート

日 6/19（土）17:00開演（16:30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 無料
　※16:00よりスタジオシアター前にて
　入場券配布 
問 代表 杉山有紀 090-2315-2728

マルガリータ恩田 
30周年記念リサイタル 
今80才、キューバに魅せられて

日 6/20（日）15:00開演（14:30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 5,000円（当日 5,500円）
問 オフィスおんだ
　 027-347-1001
 　 csj.onda@gmail.com

三井久味子20周年 
シャンソンコンサート

日 6/22（火）18:00開演（17:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 3,000円 完売御礼  
問 エテルニーテプランニング
    090-3344-7336

高崎芸術劇場
〒370-0841 高崎市栄町9-1　 027-321-7300
時 9:00～22:00、チケットセンター 10:00～18:00　 休 無休

小林洋子（オカリナ） 渡辺亜希（ピアノ）

TICKET ＝電話・窓口で取扱いあり
マークがない公演については、問い合わせ先に直接ご確認ください。

@tct20190920 @takasakicitytheatre

・群響事務局 027-322-4944（平日10:00～18:00）
・群響オンラインチケットサービス（群響WEB・右記QR）
・高崎市施設プレイガイド
・チケットぴあ 0570-02-9999

群馬交響楽団プレイガイド

［出演］藤岡幸夫（指揮）、川久保賜紀（ヴァイオリン）＊
［曲目］ワーグナー／歌劇《タンホイザー》序曲
　　　ショスタコーヴィチ／ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 Op.77＊
　　　 ショスタコーヴィチ／交響曲 第5番 ニ短調 Op.47 「革命」
［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

6/26（土） 16:00開演（15:00開場）
第569回定期演奏会群馬交響楽団

大劇場

川久保賜紀（ヴァイオリン）

©Yuji Hori©Yuji Hori

藤岡幸夫（指揮）

©青柳聡©青柳聡

TICKET

大井健リサイタルツアー2021
『PIANO  CLASSICS』

日 9/19（日）①13:30開演 ②18:00開演
会 高崎シティギャラリー コアホール
￥ 全席指定 4,000円 
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
問 桐生音協 0277-53-3133

発売中チケット TICKET

＝大劇場 ＝音楽ホール ＝スタジオシアター

＝高崎芸術劇場シャトル（無料送迎バス）の運行あり。詳細はWEBにて。BUS

からす川音楽集団 
サマーコンサート
高崎市内を拠点に活動する吹奏楽団の約2
年ぶりの演奏会

日 6/6（日）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 無料
問 からす川音楽集団 090-1887-3863

群馬音楽センター
〒370-0829 高崎市高松町28-2

027-322-4527
時 8:30～17:15
休 月曜日（祝日の場合は翌平日が休館）

C&K
男性二人組シンガーソングライターユニッ
トによる全国ツアー

日 6/26（土）18:00開演／21:00終演
￥ 全席指定 7,000円
問（株）ホットスタッフプロモーション
　  03-5720-9999

高崎市文化会館
〒370-0065 高崎市末広町23-1

027-325-0681
時 8:30～17:15
休 月曜日（祝日の場合は翌平日が休館）

高崎演劇鑑賞会第395回例会 
東京芸術座「いぐねの庭」
2011年夏、仙台市郊外が舞台。
被災した農家の営みと絆、心の痛みを描い
た演劇を鑑賞

日 6/9（水）18:30開演／21:15終演
￥ 会員制（随時入会受付）
問 高崎演劇鑑賞会 027-323-0955

2021年度日本生化学会関東支部 
例会
生化学、遺伝子と医療に関する講演会
日 6/19（土）①9:15開演／12:35終演
　　　　　  ②14:00開演／18:30終演
￥ 全席指定 2,000円
問 2020年度日本生化学会関東支部例会 
　 027-352-1180
　 edu-reikai2020@takasaki-u.ac.jp
＊第2展示室も会場です。

合唱団「こだま」4thコンサート
2000年発足。元教員による女声合唱団の演
奏会
日 6/26（土）14:00開演／15:50終演
￥ 全席自由 一般 1,500円　小中学生 1,000円
問 合唱団「こだま」 090-1268-1192

第4回高崎市民音楽連盟 
リーダーズコンサート
ピアノ・声楽・ヴィオラ・クラリネットの演
奏会
日 6/27（日）14:00開演／15:30終演
￥ 全席自由 1,000円
問 高崎市民音楽連盟 027-327-7748

サマーコンサート（公開例会）
高崎演奏家協会員による声楽・器楽のクラ
シック演奏会
日 6/18（金）18:30開演／20:30終演
￥ 無料
問 高崎演奏家協会 
　 tma-fg-kh@outlook.jp

高崎シティギャラリー
コアホール
〒370-0829 高崎市高松町35-1

027-328-5050
時 8:30～17:15
休 無休

文化施設イベントスケジュール

6/4（金）～6/9（水） 第2展示室
萌
もえぎ

展
群大教育学部美術専攻卒業生有志10名による油
彩画中心の作品展
問 萌展 0270-21-0480

6/18（金）～6/23（水） 第4展示室
絵画展
問 斗南美術協会 027-252-1709

6/18（金）～6/23（水） 第6展示室
倉賀野美術会作品展
日本画家 高橋武氏が中心となり、昭和40年代に
発足。歴代OBの作品も展示される年1回の作品展
問 倉賀野美術会 027-347-4633

6/24（木）～6/30（水） 第3展示室
フェラーリ木製モデラー 
山田健二の世界
問 山田健二 090-8584-1150

6/25（金）～6/30（水） 第6展示室
フォトクラブ「光景写」 
第20回作品展
問 フォトクラブ「光景写」
　 090-4711-5706

6月スケジュール

6/11（金）～6/16（水） 第1展示室
第32回創元会群馬支部展
1940年に創立された創元会の群馬支部による絵
画作品展
問 創元会群馬支部  027-382-4000

6/18（金）～6/23（水） 第1展示室
第37回群馬独立展
独立美術協会展に向けて制作された群馬ゆかりの
作家による絵画作品展
問 群馬独立  090-2172-5005

6/25（金）～6/30（水） 第1展示室・予備室
第37回ぐんま版画展 
問 群馬版画家協会 080-1108-0821

PICK UP!

■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、内容が変更となる場合もあります。詳細は各主催者にお問い合わせください。

 [ギャラリートーク ]

◎毎週土曜 9:15～9:29　 日曜10:30～10:44（再放送）
パーソナリティ　大江 響子

高崎シティギャラリー展示室
〒370-0829 高崎市高松町35-1　 027-328-5050　 時 8:30～17:15　全7展示室

展示情報をお届けしています！

版画というと、子供のころに彫刻刀で彫った
木版画を思い浮かべる方が多いと思いますが、
銅版画やリトグラフ、シルクスクリーンなど、
数多くの技法があるんですよ。
群馬版画家協会では、38人の会員たちが、さ
まざまな技法を駆使して、自身の世界観を表現
する作品づくりに取り組んでいます。
昨年はコロナ禍で中止となりましたが、「今
回こそは」という会員一人ひとりの強い意気込

みもあり、例年以上の力作が揃いました。会員の作品約100点に加
え、交流のある徳島版画会と、国際版画展の入賞作品（出品作品）も
ご覧いただけます。ぜひお楽しみください。

第37回ぐんま版画展

群馬版画家協会会長
中山 隆右

主催者よりメッセージ

SPECTRUM-SⅡ
シルクスクリーン
16×16cm

メインコーナーの展示作品
テーマ「祭」の一枚
（撮影：田中陽子）

群馬版画家協会 事務局
高沢 いさむさん

Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney
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BUS

BUS

ハイビジョンギャラリー上映番組 6/4（金）～6/30（水）
入場無料。上映時間内に自由に出入りできます。

※プログラム等は、都合により変更となる場合
があります。

※毎週木曜日及び5/27（木）～6/3（木）は設備機
器メンテナンスのため上映はありません。 「印象派の島」「ポントワーズ」「ノルマンディー海岸」

月・火・水・金・土・日 ①11:00　②14:00

『セーヌ河美術紀行』より

BUS



06 07日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先　 …電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間　 休 …休館日・休園日 日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先　 …電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間　 休 …休館日・休園日

〒370-3403 高崎市倉渕町水沼2930
027-386-6837　 時 15:00～21:30

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。天文台は段差を無くしたバリ
アフリー構造で、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。

トピックス

6月は
19:30以降が見頃です
天候はフェイスブックで確認できます

その他

高崎市少年科学館
〒370-0065 高崎市末広町23-1 

027-321-0323　 時 9:00～17:00
休 6/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）

プラネタリウム

閉じ込められた宇宙船から脱出する鍵は５つの暗号…あ
なたは無事に地球へ戻れるか？！「プラネタリウム」を使った
実演による暗号解読、圧倒的な臨場感による『脱出』のスリ
ルと興奮、そして最後に待っている意外な結末…かつてな
い衝撃のプラネタリウム体験がここに！

「良質な世界征服は、良質の眠りから！」というス
ローガンを掲げ、鷹の爪団は太古の恐竜時代へタイム
ワープ。巨大な恐竜から大量の羽毛を手に入れ、最高
の羽毛布団を作るという無謀な計画を立てるが…。

一般番組（夏の星座解説を含む約40分） 子ども向け番組（夏の星座解説を含む約35分）

脱出のプラネタリウム

●くるくるマグネットを作ろう

［日時］6/26（土）9:30～12:00　［会場］創作室
［対象］小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
［定員］18人　［費用］500円　［締切］6/10（木）

磁石のＮ極とＳ極の引き合う性質を利用して、くるく
る回りながら移動するおもちゃを作ります。

●プログラミング6月・低学年向け

［日時］6/13（日）9:30～12:00　［会場］パソコン室
［対象］小学1・2年生（保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］6/3（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、簡単な動画
等をつくり初歩的なプログラミングを体験します。

●メカ・キリンを作ろう

［日時］7/10（土）9:30～12:00　［会場］創作室
［対象］小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
［定員］18人　［費用］1,000円　［締切］6/24（木）

4本の長い脚を優雅に動かして歩くキリン型のロボッ
トを作ります。

●プログラミング6月・中高学年向け

［日時］6/27（日）9:30～12:00　［会場］パソコン室
［対象］小学3年生～中学生（小学3年生は保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］6/17（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、動画やゲー
ムのプログラムをつくり、プログラミングを体験します。

●プログラミング7月・低学年向け

［日時］7/11（日）9:30～12:00　［会場］パソコン室
［対象］小学1・2年生（保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］7/1（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、簡単な動
画等をつくり初歩的なプログラミングを体験します。

科学工作教室 要申し込み

パソコン教室 要申し込み

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

●初夏の天体と月を見よう
［日時］6/18（金）19:30～

天文教室 無料・事前申し込み不要

6/5（土）～9/5（日）期間 

【火～金】14:00
【土・日・祝日】①13:30 ②16:00

時間

6/5（土）～11/14（日）期間 

【火～金】15:30
【土・日・祝日】①11:00 ②14:45

時間

￥ 一般320円（団体260円（20名以上））

●小中学生以下、65歳以上の方　●身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者福祉手帳の交付を受けた方及び付き添いの方1名
※下記の方は無料（窓口で整理券をお渡しします。）

■6/1（火）～6/4（金）は番組入れ替え、6/8（火）は保守点検のため、投映がありません。
■火曜日から金曜日（祝日除く）の午前中は、学習利用または団体向けに投映しています（要予約）。投映作品は、一般・子ども向け番組から選べます。
■投映は予告なく変更または中止になる場合があります。

サイエンス

①希望の教室名　②開催日
③児童生徒名・学年 ④保護者名
⑤住所　⑥電話番号 

【往復はがき】  〒370-0065 高崎市末広町23-1　高崎市少年科学館

【   メール   】  tenji@t-kagakukan.or.jp
　　　　　　  ＊必ず返信メールをご確認ください。

必
要
事
項

往復はがき、またはメールに必要事項をご記
入の上、少年科学館へ応募してください。

■教室ごとに1人1枚ずつ応募してください。　■定員を超えたときは抽選となります。 ■教室の内容が変更もしくは中止になる場合がありますので、詳細はWEBをご確認ください。

科学工作教室・パソコン教室の申し込み
締切日
必着

応
募
先

※上記大会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を注視しながら、政府の定めるガイドラインに沿って、開催準備を進めております。
※今後、やむを得ぬ事情により、変更等が生じる場合がございます。　※最新の大会情報は、各主催者のホームページをご覧ください。 

6/4（金）~6/6（日）
第75回全日本体操種目別選手権
第35回世界トランポリン競技選手権大会日本代表最終選考会
体操の種目別日本一を決定する大会で、東京オリンピッ

クなどの代表選考に関わる大会です。また、第35回世界ト
ランポリン競技選手権大会日本代表最終選考会も開催され
ます。

［チケット］未定
［主催・問い合わせ］
公益財団法人 日本体操協会 03-6455-4037　

6/18（金）～6/20（日）

新体操のクラブチーム日本一を決める大会で、全国から参加する各クラブの代表3名の個人
競技の得点を合わせた「クラブ対抗」と「個人総合」で競技します。11月に高崎アリーナで開催さ
れる「全日本新体操選手権」の出場権もかかる国内最高レベルの大会です。また、特別強化選
手3名による五輪代表個人枠の選考も行われます。

第29回全日本新体操クラブ選手権

［主催・問い合わせ］
公益社団法人 日本新体操連盟 03-5770-5711
［共催］公益財団法人 日本体操協会　

〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18
027-329-5447

JR高崎駅から徒歩8分スポーツ

～ジュラジュラ ジュラシックトラベル～
秘密結社鷹の爪 THE PLANETARIUM

つないだ聖火リレー
高崎のオリンピック・ムーブメント

次代を担う高崎の子どもたちに
「世界レベルのスポーツ」の感動を。

3月30日（火）と31日（水）の2日間、東京五輪の聖火リレーが群馬県内で行われました。
高崎市では、31日（水）に高崎市役所からGメッセ群馬までを、北京五輪競泳男子代表の内田
翔さんや高崎を本拠地とするプロ野球チーム・群馬ダイヤモンドペガサス前監督の平野謙さ
んら、本市ゆかりのランナー21名が駆け抜けました。

高崎市は、2015年4月に、日
本オリンピック委員会（JOC）
と「JOCパートナー都市協定」
を締結しました。市内各中学校
にオリンピアンを講師として招
く「オリンピック教室」などを開
催し、次代を担う子どもたちを
育む取り組みを実施しています。
また、2016年6月にはポーラ
ンド共和国のホストタウンとし
て国に登録され、翌年10月に
は本市、ポーランドオリンピック委員会（POC）、JOCによる、2020年
東京五輪に向けた相互協力の協定を締結（上写真）。2018年4月には、ウ
ズベキスタン共和国のホストタウンにも登録されました。両国と幅広い
分野での交流を図る中で、スポーツ分野では各競技のトップ選手やチー
ムが高崎市内で合宿を実施し、子どもたちをはじめ、多くの市民のみな
さんとの交流を深めてきました。

トピックス

上から見ると桜の花びらの形

トーチ正面には「東京2020エンブレム」

岸記念体育会館での締結式の様子。左から
アンジェイ・クラシュニッキPOC会長、竹
田恆和JOC会長、富岡賢治高崎市長（2017
年10月5日）

全長 710ｍｍ
重量 1.2kg
アルミニウムを主素材とし、高度な技
術で継ぎ目なく作られたトーチ

＊ホストタウン事業
について詳しくは
WEBへ

1 2016年5月21日～26日

ポーランド男子バレーボールチーム
リオオリンピック最終予選前の合宿を実施。高崎駅では多く
の市民がチームを出迎えた。練習は一般公開され、市民との
交流が深められた。

2 2018年10月2日～7日

ウズベキスタン新体操代表
9月28日から30日まで、高崎アリーナで開催された「イオン
カップ2018世界新体操クラブ選手権」に3名の選手が出場。
その後市内で合宿を行い、高崎の選手たちとも交流した。

3 2019年2月13日～20日

ウズベキスタンジュニア新体操チーム
ジュニアの世代でも交流の輪が広がる。合宿の最終日には市
内の小学校を訪れ体育の授業や給食を体験した。

4 2019年8月19日～28日

ポーランド柔道代表チーム
2019年世界柔道選手権の事前合宿が高崎市武道館で行われ
た。市内柔道教室の生徒と合同練習で交流が図られた。

5 2019年12月14日～20日

ポーランドのハンマー投げ金メダリスト
ロンドン、リオ五輪で女子ハンマー投げ金メダリストのアニ
タ・ヴォダルチク選手が、合宿期間中、市内の中高生と交流。

6 2020年10月20日～21日

高南中学校のJOCオリンピック教室
市内の中学校では、オリンピックの精神を実技と座学で体
験できる特別授業を開催。高南中では、小塚崇彦さん（フィ
ギュアスケート）が講師を努めた。講師が実践していた練習
法などのほか、オリンピックの歴史や意義について学んだ。

1

4

23 5 6 写真：JOC

＊無観客開催
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

日本画の風雅
―名都美術館名品展

常設展示6/26（土）～8/22（日）開催期間 ～6/13（日）開催期間 6/5（土）～7/18（日）開催期間

浅田政志 《浅田家／消防士》 2006年 作家蔵 加山又造 《牡丹》 1979年 名都美術館蔵 山田かまち 《トラ》 1969年 水彩・紙 丑丸浩 《弁柄染日よけのれん》（部分）

高崎市に生まれ育ち、芸術の才能に恵まれな
がらも17歳でこの世を去った山田かまち。
彼の水彩画やデッサン、自筆のノートなど約
120点を展示し、青春の軌跡をたどります。

〒370-0849 高崎市八島町110-27
027-324-6125

時 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

休 6/7（月）・14日（月）～25（金）・28（月）

〒370-0865 高崎市寺尾町2302-11
027-328-6808

時 9:00～16:30（入館は16:00まで）、
　  4～8月の土日祝は18:00まで（入館は17:30
まで）

休 6/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）
＊園内への入場は無料（9:00～16:30）

〒370-0862 高崎市片岡町3-23-5
027-321-0077

時 10:00～18:00（入館は17:30まで）
休 6/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）

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

027-330-3773
時 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）
休 6/7（月）・14日（月）～25（金）・28（月）

￥ 一般500円（400円）
　大高生300円（250円）

￥ 一般600円（500円）
　 大高生300円（250円）

￥ 一般100円（80円）
　 大高生80円（50円）

￥ 一般200円（160円）
　 大高生160円（100円）

＊（ ）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及び付き添いの方1名、65歳以上の方、中学生以下は無料です。

日 …日時　 会 …会場　 ￥ …料金　 問 …問い合わせ先
…電話番号　 …メールアドレス　 時 …時間

休 …休館日・休園日
●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）の確保をお願いします。

【各施設をご利用の皆さまへ】新型コロナウイルス感染拡大予防対策に、ご理解・ご協力をお願いします。

メモリーズ

ミュージアム

2020年　イギリス　1時間37分
監督：フロリアン・ゼレール
出演：アンソニー・ホプキンス／オリヴィア・コー

ルマン／マーク・ゲイティス／イモージェ
ン・プーツ

『ファーザー』
5/29（土）～6/25（金）

アンソニー・ホプキンスが史上最高齢で
アカデミー賞主演男優賞を受賞
ロンドンで独り暮らしを送る81歳のアン
ソニーは認知症が出始めていたが、頑なに介
護されることを嫌がっていた。頼りにしてい
た娘のアンがパリに移住すると聞いてから、
見知らぬ男が現れ、ここは自分の家だと主張
する。一体どうなっているのか？ミステリー
仕立てで語られ、現実と幻想が混濁していく
様が父親の視点で描かれていく。

シネマテークたかさき
〒370-0831 高崎市あら町202　 027-325-1744

※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。
※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します。

￥ 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

©Chihoko Ishii

ピアノ：江口玲

服部百音

プロコフィエフ／ヴァイオリン・ソナタ第1番
ラヴェル／ツィガーヌ ほか

曲目

全席指定 1,500円（当日 2,000円）料金

サン=サーンス／「瀕死の白鳥」
バッツィーニ／「レ・リュタン」より ほか

演目

ザハーロワ＆レーピン
with アンサンブル「バレエ＆クラシック」

ヴァイオリン・リサイタル
トランス＝シベリア芸術祭 in JAPAN 2021

7/3（土） 18:30開演　大ホール 8/1（日） 18:00開演　大ホール

 S席 9,500円　A席 7,500円
 B席 5,500円　C席 3,500円
（当日各席500円UP）

料金

映画女優・若尾文子の
代表作から異色作まで12作品一挙上映!!

『青空娘』
1957年　日本　1時間29分
監督：増村保造
出演：若尾文子／川崎敬三／菅原謙二／沢村貞子

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

若尾文子映画祭part.2
6/12（土）～6/25（金） ※休映日6/16（水）、6/22（火）

『清作の妻』、『女は二度生まれる』の代
表作から、三島由紀夫主演の異色作『か
らっ風野郎』などpart.2でも様々な若尾
文子さんの魅力をお届けいたします！市
川雷蔵、鶴田浩二、田宮二郎、田村高廣
ら豪華俳優との共演も見どころです。

※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。
※ご来館の際はマスクの着用をお願いします。 ※間隔を空けての着席にご協力をお願いします。

￥ 当日券のみ、
　 1作品につき1,000円（10:30より販売）

©KADOKAWA1957

詳細はこちら

▲

チケットのお問い合わせ：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）　 027-221-4321 

映画情報

前橋情報

Film information

Maebashi Concert information

会場：染色工芸館展示室

赤は火の色・生命の色
～赤い色に願いを込めて～

赤の力Part1

同時開催
7/11（日）講演会
「赤玉ってなんだろう？
-群馬に残る原始古代の赤-」

写真、絵画、彫刻でたどる記憶の旅
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