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戸澤采紀 ヴァイオリン・リサイタル
T-Shotシリーズ vol.5
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

10/30（土）13:30開演（12:45開場）

音楽ホール

［出演］戸澤采紀（ヴァイオリン）、林絵里（ピアノ）
［曲目］モーツァルト／ヴァイオリン・ソナタ 変ロ長調 K.454
サン＝サーンス／ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ニ短調 Op.75
プロコフィエフ／ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.80
［料金］全席指定 2,000円
●チケット発売　WEB先行：7/14(水)
　　　　　　　　電話発売 ：7/15(木)
　　　　　　　　窓口発売 ：7/16(金)

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］発売中
［主催］光藍社
［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

＝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。
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©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］発売中

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］発売中

平日午後のモーツァルトⅡ
©K. Miura ©KINYA OTA（MILD）

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）、町英和（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（猿ノ助）、國光ともこ（妖精メタモル
フォーゼ）、おにころ合唱団（村人）、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歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
［チケット］発売中
［共催］おにころ合唱団
［協賛］株式会社原田・ガトーフェスタ ハラダ

BUS

高崎ジュニア芸術祭

8/22（日）14:00開演（13:00開場）

大劇場

［出演］湯浅卓雄（指揮）、木嶋真優（ヴァイオリン）、高崎少年
少女合唱団、NPO法人バレエノア、高崎市少年少女オーケ
ストラ ほか
［曲目］ドリーブ／バレエ音楽「コッペリア」組曲
シュトラウス二世／喜歌劇「こうもり」序曲
ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 ほか
［料金］全席指定 500円
●チケット発売　WEB先行：7/2（金）
　　　　　　　　電話発売 ：7/5（月）
　　　　　　　　窓口発売 ：7/6（火）
［共催］高崎市少年少女合唱団、NPO法人バレエノア、高崎
市少年少女オーケストラ

BUS

高崎演能の会
特別公演「道成寺」

7/13（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
［演目］能「道成寺」（観世流）
［料金］全席指定 S席 10,000円　A席 8,000円　B席 5,000円
※今回は狂言の上演はありません。
［チケット］完売御礼

演劇「カノン」

9/17（金）18:00開演（17:15開場）

スタジオシアター

［出演］野田秀樹（作）、野上絹代（演出）、中島広稀、さとうほ
なみ、名児耶ゆり、永島敬三、大村わたる、山本栄司、長南洸
生、緒形敦、川原田樹、手代木花野、佐々木美奈、前原麻希、本
多遼、湯川拓哉、小田龍哉、村田天翔、木津誠之、家納ジュン
コ、佐藤正宏、渡辺いっけい
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,000円）
●チケット発売　WEB先行：7/9（金）
　　　　　　　　電話発売 ：7/12（月）
　　　　　　　　窓口発売 ：7/13（火）
［協力］NODA・MAP
［企画・制作］東京芸術劇場

JUNKO ONISHI presents
THE ORCHESTRA

supported by BLUE NOTE TOKYO

8/9（月・祝）17:30開演(16:45開場）

スタジオシアター

［出演］大西順子（プロデューサー、ピアノ）、井上陽介（ベー
ス）、吉良創太（ドラムス）、広瀬未来（トランペット）、吉本章
紘（サックス、フルート、クラリネット） ほか
［曲目］1部　大西順子トリオ
2部　THE ORCHESTRA（ビッグバンド）
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,500円）
［チケット］発売中
［協力］BLUE NOTE JAPAN
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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）

オペラは歌唱を中心とした舞台劇。「ラ・ボエーム」は、イタリアの作曲家プッチーニ
が手掛けた三大傑作の一つとされるイタリア語のオペラです。パリの街角を舞台に繰り
広げられる、その日暮らしの4人の芸術家の友情とお針子ミミの悲しい愛の物語。今回
は演奏、作詞、訳詞、執筆、演出と多才ぶりを発揮する新時代のバリトン歌手、宮本
益光訳詞による日本語での上演となります。有名なアリア《冷たい手を》、《私の名はミ
ミ》や《ムゼッタのワルツ》が、プッチーニの美しい旋律にのって日本語訳でお楽しみい
ただけます。それぞれの場面で歌い上げられる詩を味わいながら、オペラ「ラ・ボエー
ム」の魅力を是非ご堪能ください。

《チケット発売中》

8月7日（土） 大劇場14:00開演
（13:00開場）

指揮 園田 隆一郎　演出 伊香 修吾　日本語訳詞・字幕 宮本 益光
ミミ 安藤 赴美子　ロドルフォ 宮里 直樹　ムゼッタ 横前 奈緒

マルチェッロ 今井 俊輔　ショナール 北川 辰彦
コッリーネ デニス・ビシュニャ　ベノア 清水 宏樹　アルチンドロ 小林 由樹

管弦楽 群馬交響楽団　合唱 C.ヴィレッジシンガーズ

企画・制作：公益財団法人ニッセイ文化振興財団［日生劇場］

皆様こんにちは！オペラ歌手バリトンの今井俊輔です。
この度は高崎芸術劇場、NISSAY OPERA 2021 オペラ「ラ・ボエーム」のマル

チェッロ役にて出演させていただくことになりました。
私自身、群馬県前橋市出身、東京農業大学第二高等学校卒業ということもあり新
しく出来た素晴らしい劇場で演じさせていただくことは非常に光栄で、地元でオペ
ラ作品に携われる事をとても楽しみにしております。

今はまだ我慢の時ではありますが、このオペラは”皆様の心と身体を開放できる”、”かけがえのない栄養
を与えることができる”そんな生き生きとした作品です。
今井俊輔の姿を見るためにも（？！）、是非ご来場をお待ちしております！

出演者 マルチェッロ役 今井俊輔さんより
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中島美嘉×沼尻竜典×上村文乃  
with トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア 
～オーケストラが奏でるジャズ＆ポップス～
日 9/20（月・祝）15:00開演（14:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 6,000円

群馬交響楽団・伊藤文乃 
ヴァイオリンリサイタル
日 9/22（水）19:00開演（18:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 3,000円

シャローネシンガーズ 
～オペラ歌手が歌い継ぐ日本の名曲
日 9/23（木・祝）15:00開演（14:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 3,000円

熱帯JAZZ楽団 with 福原みほ 
～Life with music

日 9/24（金）19:00開演（18:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 5,000円

ゴスペラーズ 
ビッグバンドコンサート

※8/28（土）発売
日 9/25（土）17:30開演（16:30開場）
　 9/26（日）16:30開演（15:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,500円
　※小学生以上は有料。未就学児は保護者

1人につき1人だけ膝上鑑賞可能。未就学
児でも座席が必要な場合は有料。

　※高崎芸術劇場メンバーズのみ取扱い。

押尾コータロー×DEPAPEPE 
アコースティックギターの祭典
日 9/25（土）18:00開演（17:15開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 5,000円

The Road to 2027  
仲道郁代ピアノ・リサイタル 
幻想曲の模様 
ー心のかけらの万華鏡
日 9/29（水）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 3,000円

“MINYO IS BACK IN TOWN” 
高崎芸術劇場の民謡クルセイダーズ

日 10/1（金）19:00開演（18:15開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 3,000円

渡辺貞夫 音楽生活70周年記念 
BOP NIGHT 2021
日 10/3（日）
　 17:00開演（16:15開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 6,500円

0歳から親子で楽しむ 
初めてのオーケストラ 
高崎こどもコンサート
日 10/4（月）15:00開演（14:00開場）
　 10/5（火）11:00開演（10:00開場）
　　　　　  15:00開演（14:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 小学生以上 2,000円　未就学
児（3歳以上） 1,000円

　※2歳以下の子どもは保護者1人につき
1人だけ膝上鑑賞可能。2歳以下でも座席
が必要な場合は有料。

第54回高崎市吹奏楽祭
中学生から社会人までが参加する、50年続
く吹奏楽の祭典 

日 7/11（日）9:55開演／17:30終演
￥ 全席指定 700円
問 高崎市吹奏楽連盟
　 http://takasakisuisougaku.web.fc2.com/

第13回群馬県西部地区 
吹奏楽コンクール（中学校B部門）
少人数バンドの育成を目的とする大会

日 7/25（日）10:00開演／18:00終演
￥ 全席指定 1,500円
問 群馬県西部地区吹奏楽連盟

seibu.suiren.office@gmail.com

第21回高崎市民吹奏楽団 
プロムナードコンサート

日 7/31（土）17:30開演／19:20終演
￥ 全席自由 300円
問 高崎市民吹奏楽団 090-8511-8108

角笛シルエット劇場「ももたろう」
50年以上の歴史を持つ影絵人形劇一筋の
劇団

日 7/2（金）10:20開演／11:20終演
￥ 全席指定 1,200円（当日 1,500円）
問 劇団角笛  03-3994-7624

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）

群馬県立高崎北高等学校弦楽部 
第20回定期演奏会 
弦楽合奏による定期演奏会
日 7/17（土）17:00開演／19:00終演
￥ 無料
問 群馬県立高崎北高等学校弦楽部
　 027-373-1611

takemoto-sat@edu-g.gsn.ed.jp

ピアノ発表会
生徒10数名によるピアノの演奏会
日 7/25（日）14:30開演／16:30終演
￥ 無料
問 山崎ピアノ教室  027-324-3538 

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

7/16（金）～7/21（水） 第4展示室
絵画展 
会員5名による絵画・能面・人形等の展示会
問 斗南美術協会 027-252-1709

7/23（金・祝）～7/28（水） 第2展示室
第15回国展群馬
絵画・版画・工芸・彫刻・写真の作品を展示
問 国展群馬 027-347-4727 

7/30（金）～8/4（水） 第1展示室
第20回群馬工芸美術展
群馬県美術会「工芸部門」準会員以上の方の
作品展 
問 群馬工芸美術会 0270-65-1934

7/31（土）～8/9（月） 第2展示室
ぼくの絵わたしの絵展 
～第80回全国教育美術展～
「第80回全国教育美術展」の入選作品のう
ち、群馬県内の児童・生徒の作品を展示

 
問 NHK前橋放送局 027-251-1711

7月スケジュール
7/23（金・祝）～7/28（水） 第1展示室・予備室
第45回群馬一水会展  
写実主義の洋画70点の展覧会

問 群馬一水会 090-9297-3091

■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！

「信貴山縁起絵巻 その一」「信貴山縁起絵巻 その二」「鳥獣人物戯画」

月・火・水・金・土・日 ①11:00　②14:00

『絵巻の世界 その一』より

7/2（金）～7/31（土）

7/2（金）～7/7（水） 第2展示室
群馬作家展 
群馬県内在住の会員による染色・金工・竹／
樹皮／銅板／挽物工芸 
問 群馬県作家協会  080-8853-5795 

7/16（金）～7/21（水） 第1展示室・予備室
群馬二紀展
会員17名の油彩画大作を展示。予備室では
伊藤朋子、須藤博両氏の個展を開催
問 群馬二紀会 0279-54-6271

7/9（金）～7/14（水） 第1展示室・予備室
第32回高崎書道会展
会員から選抜された150名の作品を展示 
問 高崎書道会  027-323-4331

7/9（金）～7/14（水） 第3展示室
第18回写友フォトポエム写真展
会員各自が自由なテーマで撮影した写真の
展示会
問 写友フォトポエム 090-4910-3957 

7/17（土）～7/19（月） 第2展示室
25周年淡翠会展
米倉大謙先生遺作（初公開）が特別出品され
る書道展。
梅田翠月「書と水墨のつどい」も併設。
問 淡翠会 027-324-0156

ハイビジョンギャラリー上映番組
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。
※毎週木曜日は設備機器メンテナンスのため上映はありません。

7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

詳細はこちら

JULY
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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。

7高崎芸術劇場
イベントスケジュール

KIKKAWA KOJI 
LIVE TOUR 2021  
BELLING CAT 

日 7/4（日）17:00開演（16:30開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 8,800円
　※3歳以上チケット必要
問 フォールーラー 028-614-4044

第41回 
全日本ジュニアクラシック 
音楽コンクール群馬予選 
日 7/17（土）
　※時間等詳細については、主催者までお
問い合わせください。

会 音楽ホール
￥ 無料
問 一般社団法人 東京国際芸術協会
　 03-6806-7108

Quartetto Richesse Concert 

日 7/18（日）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 3,500円　未就学児 1,500円
　応援チケット（指定席） 5,000円 
問 くらしまち財団たかさき（事務局）
　 027-386-9945
 　 quartettorichesse＠gmail.com

第8回高崎健康福祉大学 
高崎高等学校ダンス部公演会

日 7/29（木）17:00開演（16:00開場） 
会 スタジオシアター
￥ 詳細については、主催者までお問い合わ
せください。

問 高崎健康福祉大学高崎高等学校
 027-352-3460

問 高崎音楽祭事務局 027-322-9195

［ご予約・お問い合わせ］高崎芸術劇場 シアターカフェ＆レストラン 027-328-2019

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

@tct20190920 @takasakicitytheatre 第32回高崎音楽祭
9/20（月・祝）～10/5（火）

高崎芸術劇場 大劇場

＝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

BUS

 [劇場都市AIR]

◎毎週金曜 19:00～19:15（第2・4週は再放送）　水曜6:30～6:45（再放送）

注目公演の見どころ・聴きどころをご紹介しています！

パーソナリティ　田野内 明美

ピアノ・歌・ヴァイオリンによる生演奏を聴きながら、
スペシャルカフェランチをお楽しみいただけます。
日 7/3（土）12:00～14:00スペシャルランチタイム
　　　　  13:00～13:30ミニコンサート「ミュージカル！！」
会 高崎芸術劇場1階シアターカフェ＆レストラン
￥ スペシャルカフェランチ 4,500円
　 お子様プレート（小学生対象） 2,500円

高崎芸術劇場シアターカフェ＆レストラン
カフェランチ＆ミニコンサート
「ミュージカル!!」

日 7/24（土）11:00～16:00 
　 （ピアノBGM演奏 12:00～15:00）

「夏マルシェ」も開催

詳細はこちら

田端敏夫 紅の妙義 S100

●チケット発売　WEB先行：7/15（木）　電話発売：7/16（金）　窓口発売：7/17（土）

7/15（木）よりチケット発売！

熱帯JAZZ楽団

中島美嘉 上村文乃 沼尻竜典

福原みほ

写真はイメージです。

・群馬交響楽団事務局
  027-322-4944（平日10:00～18:00）
・群響オンラインチケットサービス
  （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］尾高忠明（指揮）
［曲目］ブルックナー／
　　　交響曲 第5番 変ロ長調 WAB105
　　　（ノヴァーク版） 
［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

7/17（土） 16:00開演（15:00開場）

第570回定期演奏会
群馬交響楽団

尾高忠明（指揮）

©Martin Richardson

BUS

＝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

高崎芸術劇場シャトルの
詳細はこちら
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パソコン教室 要申し込み

●プログラミング7月・中高学年向け

［日時］7/25（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］7/15（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。

●貯金箱づくり

［日時］8/9（月・祝）9:30～12:00　
［会場］パソコン室
［対象］小・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］7/29（木）

パソコンで型紙をデザインし、コ
インシューティング装置付きオリジ
ナル貯金箱をつくります。

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 7/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）

■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。

●七夕の星を見よう
［日時］7/7（水）19:30～

天文教室 無料・事前申し込み不要
サイエンス

〒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。

7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

プラネタリウム

一般番組（夏の星座解説を含む約40分）

￥ 一般320円（団体260円（20名以上））
●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※右記の方は無料（窓口で整理券をお渡しします。）

■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。

「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！

脱出のプラネタリウム
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?!

［日時］8/7（土）9:30～12:00　［会場］創作室
［対象］5歳～小学生（小学3年生以下は保護者同伴）
［定員］18人　［費用］300円　［締切］7/22（木・祝）

●科学おもちゃを作ろう
ビー玉コロリン、浮沈子、パタリンチョウを作り
ます。

科学工作教室 要申し込み

スポーツ

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

■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。

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。
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

～9/5（日）期間 

時間 火～金 14:00
土・日・祝日

夏休み期間（7/21～8/31） 13:30 16:00

「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…。

子ども向け番組（夏の星座解説を含む約35分）
期間 ～11/14（日）

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

時間 火～金 15:30
土・日・祝日

夏休み期間（7/21～8/31） 11:00 14:45

ポーランド男子バレーボール 東京五輪試合日程　 
会場 有明アリーナ  

数多くの世界トップレベルのアスリートが訪れる高崎市は、ポーランド共和国とウズベキスタン共和国のホストタウンになっています。これまで
も、両国各競技団体の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とした多くの市民のみなさんとの交流を深めてきました。今回
は、高崎市内で東京五輪の事前合宿を予定している選手たちや高崎アリーナで開催された全日本体操種目別選手権の様子を紹介します。

ポーランド男子バレーボールチームは、世界選手権を2連覇（2014年、2018
年）し、東京五輪では金メダルの有力候補。ポーランド国内でも、バレーボー
ルはサッカーと並んで人気が高いスポーツです。同チームは、2016年5月、東
京体育館で行われたリオ五輪の最終予選前に、高崎市内で合宿を実施。チーム
が到着した日には多くの市民が高崎駅で出迎え（写真1）、浜川体育館での公開
練習には選手たちの華麗なプレーを一目見ようと、約2,000人の観客が集まり
ました（写真2・3）。

ポーランド女子テニス代表のイガ・シフィ
オンテク選手が、東京五輪に向けた事前合宿
を高崎市内で行うことが決定しました。同選
手は、テニス4大大会の全仏オープンで昨年
優勝し、今年もベスト8入りを果たした世界
的プレイヤー。高崎には、7月15日から1週
間程度滞在する予定。東京五輪のテニス競技
は7月24日～8月1日に行われます。

6月5日（土）、6日（日）の両日、高崎アリーナで全日
本体操種目別選手権が行われました。
東京五輪代表最終選考会を兼ねたこの大会の結果
で、男子日本代表が決定。ハイレベルな演技が繰り広
げられた末、4人の団体総合メンバーの残り2枠は谷川
航選手、北園丈琉選手、個人1枠は内村航平選手に決
まりました。

2016年高崎来訪時の映像
（高崎市公式YouTube）

イガ・シフィオンテク選手
昨年全仏オープンでポーランドの女子選手として初優勝。
世界ランキング9位（6月14日現在）

練習拠点となる清水善造メモリアルテニスコート（高
崎市井出町）。東京五輪の会場・有明テニスの森のセン
ターコートと同じ樹脂舗装のセミハード仕様

世界レベルのアスリートが高崎に。

日程 時間 対戦相手
7/24（土）

予選

19:40～23:30 イラン
7/26（月） 14:20～18:10 イタリア
7/28（水） 14:20～18:10 ベネズエラ
7/30（金） 14:20～18:10 日本
8/1（日） 9:00～12:50 カナダ

8/3（火） 準々決勝

9:00～11:00
13:00～15:00
17:00～19:00
21:30～23:30

8/5（木） 準決勝 13:00～15:00
21:00～23:00

8/7（土） 3位決定戦 13:30～15:30
決勝 21:15～23:45

4大会連続の五輪出
場を決めた内村航平
選手の鉄棒演技

▲

北園丈琉選手のあん馬演技

Photo by AFLO SPORT Photo by AFLO SPORT Photo by AFLO SPORT
2

3

1

イガ・シフィオンテク選手
テニス全仏女王

ポーランド男子バレーボールチーム
世界最高峰

高崎アリーナの桧舞台で
体操男子

東京五輪日本代表が決定

▲

世界レベルの選手たちによる熱戦が繰り広げられた会場
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示6/26（土）～8/22（日）開催期間 6/26（土）～9/5(日)開催期間 ～7/18（日）開催期間

浅田政志 《卒業制作／最初の一枚》 2000-2001年 作家蔵 鈴木竹柏 《煌》 2009年 山田かまち 《日の出》 1975年 クレヨン・紙 《紅花絞り染麻の葉文着物》

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。

＊（ ）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

2018年　アメリカ　1時間31分
監督：シドニー・ポラック
出演：アレサ・フランクリン／ジェームズ・クリー

ブランド／コーネル・デュプリー／チャッ
ク・レイニー

『アメイジング・グレイス　アレサ・フランクリン』
6/26（土）～7/16（金）

1972年に教会で行われた幻のライブが、
49年を経てスクリーンに初登場

20世紀を代表するソウル・シンガー、ア
レサ・フランクリン。教会での伝説のライブ
音源は傑作アルバム「アメイジング・グレイ
ス」となった。同時にドキュメンタリー映画
が撮影されていたが、未完のままになってい
た。技術革新の進歩により、幻のライブが遂
にスクリーンに登場。魂の歌唱、会場の熱狂
と興奮に酔いしれる91分。

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

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 パ・ド・ドゥ
with アンサンブル「バレエ＆クラシック」

トランス＝シベリア芸術祭 in JAPAN 2021

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

世界中の映画人が熱狂！
大島渚監督、最大のヒット作！

1983年　日本＝イギリス＝ニュージーランド　
2時間3分
監督：大島渚　
出演：デヴィッド・ボウイ、坂本龍一、ビートたけし

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

戦場のメリークリスマス
7/22（木・祝）～8/6（金） ※7/28（水）、8/3（火）の上映はありません。

第36回カンヌ国際映画祭で、そのテーマ
を巡って大きな話題を巻き起こした本作は、
デヴィッド・ボウイ、坂本龍一、ビートたけ
しなどの本業が俳優ではない個性的なキャス
ティングで原作者の日本軍俘虜収容所での体
験を描いた、戦闘シーンが一切登場しない異
色の“戦争”映画。伝説の作品が鮮烈かつ鮮
明にスクリーンに甦ります。

※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。
※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。

￥ 一般1,800円　学生1,400円　シニア1,100円　高校生以下・障がい者1,000円

©大島渚プロダクション2018©Amazing Grace Movie LLC

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

〒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 7/5（月）・12（月）・19（月）・26（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 7/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）
　※7/20（火）・21（水）染色工芸館臨時休館
（植物園内にはお入りいただけます）
＊植物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 7/5（月）・12（月）・19（月）・26（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 7/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）

￥ 一般500円（400円）
　大高生300円（250円）

￥ 一般200円（160円）
　 大高生160円（100円）

￥ 一般100円
　 大高生80円

￥ 一般200円（160円）
　 大高生160円（100円）

会場：染色工芸館

赤は火の色・生命の色
～赤い色に願いを込めて～

赤の力Part1

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

“気”を描く―特集・鈴木竹柏
収蔵作品展

写真、絵画、彫刻でたどる記憶の旅

©Shuichi Tsunoda

©YUJI INAGAKI

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
全席指定 1,500円（当日 2,000円）

ピアノ：江口玲

服部百音

曲目

料金

ヴァイオリン・リサイタル

7/3（土） 18:30開演　大ホール

CD「Recital」発売記念
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