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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

スタジオシアター

©KINYA OTA（MILD）

高崎ジュニア芸術祭

8/22（日）14:00開演（13:00開場）

大劇場

地元で活動するジュニアたちがイギリスで活躍する指揮
者・湯浅卓雄とヴァイオリニスト・木嶋真優と共演。

［出演］湯浅卓雄（指揮）、木嶋真優（ヴァイオリン）、仲田直樹
（スターダンサーズバレエ団）、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 
［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］発売中

BUS

大劇場

布施明

福原みほ

NISSAY OPERA
オペラ「ラ・ボエーム」　

8/7（土）14:00開演（13:00開場）

プッチーニのオペラ三大傑作の一つを日本語版でお楽しみ
ください。

［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］発売中

BUS

photo by Chikashi Saegusa

JUNKO ONISHI presents
THE ORCHESTRA

supported by BLUE NOTE TOKYO

8/9（月・祝）17:30開演（16:45開場）

大西順子念願の”オーケストラ”プロジェクト。自身のトリ
オ演奏とラージ・アンサンブルの豪華2部構成をお届けし
ます。

［出演］［１部：JUNKO ONISHI TRIO］大西順子（ピアノ）、
井上陽介（ベース）、吉良創太（ドラムス）
［２部：THE ORCHESTRA］井上陽介（ベース）、吉本章紘（サッ
クス、フルート、クラリネット）、広瀬未来（トランペット）、大西
順子（プロデューサー） ほか　※THE ORCHESTRAでの大西
順子の演奏参加予定はございません。
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,500円）
［チケット］発売中

スタジオシアター

演劇「カノン」

9/17（金）18:00開演（17:15開場）

野田秀樹作の演劇公演。フィジカル表現に長ける野上絹代
の舞台演出と俳優陣の熱演にご注目ください。

［作］野田秀樹
［演出］野上絹代
［出演］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］発売中

BUS

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

群馬交響楽団・伊藤文乃 ヴァイオリンリサイタル
音楽ホール9/22（水）19:00開演（18:15開場）

［出演］伊藤文乃（ヴァイオリン）、高橋多佳子（ピアノ）
［料金］全席指定 3,000円 発売中

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

音楽ホール9/29（水）14:00開演（13:15開場）
［料金］全席指定 3,000円 発売中

［料金］全席指定 5,000円 発売中

9/25（土）18:00開演（17:15開場）スタジオシアター

押尾コータロー×DEPAPEPE
アコースティックギターの祭典 渡辺貞夫 音楽生活70周年記念

BOP NIGHT 2021
スタジオシアター10/3（日）17:00開演（16:15開場）

［料金］全席指定 6,500円 発売中

大橋トリオ
スタジオシアター10/2（土）18:00開演（17:15開場）

［出演］大橋トリオ（Vo/Pf/Gt/Key）、
THE CHARM PARK（Gt/Cho）、須長和広（Ba）、神谷洵平（Dr）、
小林創（Key/Pf）、武嶋聡（Sax/Cho etc）
［料金］全席指定 7,000円
※高崎芸術劇場メンバーズのみ取扱い。
●チケット発売　8/16（月）

“MINYO IS BACK IN TOWN”
高崎芸術劇場の民謡クルセイダーズ
10/1（金）19:00開演（18:15開場）スタジオシアター
［出演］民謡クルセイダーズ、サラーム海上
［料金］全席指定 3,000円 発売中

中島美嘉 上村文乃 

沼尻竜典

高崎音楽祭第32回
2年ぶりの開催となる高崎音楽祭。オープニングを飾る「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」をはじめ、初登場の布施明や大橋トリオ、0歳から入場できるオーケストラコンサート「高崎こども
コンサート」など、今回も注目の公演が目白押しです。
高崎音楽祭ならではの豪華な出演者やプログラムが揃う、多彩なラインアップをご紹介します。

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
10/4（月）①15:00開演（14:00開場）
10/5（火）①11:00開演（10:00開場） ②15:00開演（14:00開場）

［出演］吉田ゐさおwith ぴーかぶぅオーケストラ
［料金］全席指定 小学生以上 
2,000円　未就学児（3歳以
上） 1,000円 発売中
※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。

大劇場 BUS

ゴスペラーズ ビッグバンドコンサート

［出演］ゴスペラーズ、GBB（ゴスペラーズビッグバンド、バンドマスター：笹路正徳・高崎市出身）
［料金］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。
●チケット発売　8/28（土）

9/25（土）17:30開演（16:30開場）　9/26（日）16:30開演（15:30開場）大劇場 BUS

［出演］布施明
［料金］全席指定 6,500円
●チケット発売　WEB先行：8/5（木）
　　　　　　　   電話発売：8/6（金）
　　　　　　　　窓口発売：8/7（土）

AKIRA FUSE LIVE 2021-2022
9/29（水）18:30開演（17:30開場）大劇場 BUS

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

［出演］今井俊輔（バリトン、ゲスト出演）、福永一博（指揮）、水野彰子（ピアノ）、
シャローネシンガーズ
［料金］全席指定 3,000円 発売中

9/23（木・祝）15:00開演（14:00開場）大劇場 BUS

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～

［出演］沼尻竜典（指揮）、中島美嘉（特別ゲスト）、上村文乃（チェロ）、
トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア（管弦楽）
［曲目］第1部：フリードリヒ・グルダ「チェロと管楽オーケストラのための協奏曲」
第2部：中島美嘉オンステージ
［料金］全席指定 6,000円 発売中

9/20（月・祝）15:00開演（14:00開場）大劇場 BUS

熱帯JAZZ楽団 with 福原みほ
～Life with music

［料金］全席指定 5,000円 発売中

9/24（金）19:00開演（18:00開場）大劇場 BUS

吉田ゐさお

詳細はこちら

9/20（月・祝）～10/5（火）
【お問い合わせ】高崎音楽祭事務局 027-322-9195
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8月の公演の
詳細はこちら AUGUST

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。

8高崎芸術劇場
イベントスケジュール

第41回全日本ジュニアクラシック
音楽コンクール群馬本選 
日 8/1（日）
　※時間等詳細については、主催者までお
問合せください。  

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 

ぐんまフルート アンサンブル 
第1回定期演奏会  
よーい、スタート！ 
フルート！夏の祭典 
日 8/9（月・祝）14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 一般 2,000円　当日3,000円
　高校生以下・65歳以上 1,000円　当日

2,000円
　 ※未就学児無料 
問 コバヤシ 080-5473-2969

J.S.バッハ 
無伴奏ソナタ・パルティータ全曲
演奏会
日 8/10（火）、8/11（水）
　 19:00開演（18:30開場）
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 1,000円
　 ※7歳以上はチケットが必要です。
　 ※7歳未満無料　
問 風岡優 027-323-2075

TOP OF ROC 2021～2022 

日 8/14（土）13:00開演（12:00開場）
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定 1,000円
　※未就学児無料
問 群馬ブレイクダンス連盟
　 027-257-0401

群馬トヨタpresents 
読売日本交響楽団 高崎公演 
《三大交響曲》 

日 8/17（火）18:00開演（17:15開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 S席 7,000円　A席 5,500円
　 車いす席 6,000円
問 群馬よみうり
　 027-212-9022（平日10:00～17:00） 

aiko Love Like Pop vol.22 

日 8/19（木）19:00開演（18:00開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 6,800円
　※小学生以上はチケットが必要です。 
問 SOGO TOKYO 03-3405-9999 

劇団ザ・マルク・シアター 
第38回自主公演 
アンジュー -Anjou-

日 8/28（土）13:30開演（12:45開場）
                  18:00開演（17:15開場）
    8/29（日）13:30開演（12:45会場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 2,000円
　※高校生以下無料
　 ※未就学児入場可 
問 劇団ザ・マルク・シアター
　 090-9845-6718（浅原）
　 ubuchans@cream.plala.or.jp 
　https://marukutheater.jimdofree.com/ 

イープラス presents 
『ピアノの森』ピアノコンサート
日 8/29（日）14:00開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 一般 3,800円
　 子供（小学生） 2,500円
問 イープラス 050-3185-6449
　 （平日10:00～18:00）

TICKET

TICKET

TICKET

高崎芸術劇場シャトルの詳細はこちら

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

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

＝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

TICKET BUS

BUS 発売中チケット TICKET

あれやコレ 
おもしろコンサート　Part2
日 9/2（木）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 3,000円
　※未就学児無料
問 あれやコレおもしろコンサート実行委員会 
　 090-2331-4747

vol.13 音楽の小径 
2台4手ピアノコンサート
日 9/11（土）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 大人 2,000円　学生 1,000円
問 音楽の小径 080-6786-5458

大木和音チェンバロリサイタル 
vol.18 ～Delight～
日 9/25（土）15:00開演（14:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 2,800円
問（有）アルト・ノイ・アーティストサービス
　  04-2965-1943

第47回明治大学マンドリンコンサート
日 10/9（土）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 A席 3,000円　B席 2,700円
問 東栄電工（株）生方
　 027-362-5836（平日9:00～16:00）

無伴奏ヴァイオリンの夕べ（9夜） 
古橋綾子ヴァイオリン・リサイタル
日 2022/3/25（木）19:00開演（18:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,200円
　 学生・シルバー 1,500円
問 群馬交響楽団事務局 027-322-4944

大井健リサイタルツアー2021 
『PIANO CLASSICS』
日 9/19（日）①13:30開演（13:00開場）
　　　　　  ②18:00開演（17:30開場）
会 高崎シティギャラリー コアホール
￥ 全席指定 4,000円 
問 桐生音協 0277-53-3133

第35回たかさき能
日 11/7（日）15:00開演（14:00開場）
会 群馬音楽センター
￥ 指定席 4,000円　ペアチケット 7,000
円（限定50組）

　 自由席 2,000円　大学生 1,000円
　※高校生以下無料（自由席）
問 たかさき能（薪能）実行委員会
　 090-9378-8224

文化施設イベントスケジュール

8/20（金）～8/25（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
問 斗南美術協会 027-252-1709

8/20（金）～8/23（月） 第6展示室
第29回群馬篆

てんこく

刻協会展 
会員50名による篆刻作品の展示 
問 群馬篆刻協会  0274-22-3602 

7/31（土）～8/9（月・祝） 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

8月スケジュール

■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。

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

8/6（金）～8/11（水） 第1展示室
第17回木暮恵蘭 
第22回秀峰会 水墨画展 
会長木暮恵蘭と会員の水墨画を展示
問 秀峰会  027-346-2982

8/20（金）～8/25（水）第1展示室・第2展示室
第52回ぐんま女流美術展 
洋画・日本画・彫刻・工芸による展示 
問 ぐんま女流美術協会 027-372-3953

8/14（土）～8/18（水） 第1展示室・第2展示室
第54回群馬平和美術展 
絵画・彫刻・工芸・写真等の展示
問 群馬平和美術展 027-252-4777

8/20（金）～8/25（水） 第3展示室
個展 上州絹の風（写真展）
群馬の絹産業にフォーカスした約50枚の写真
展 
問 志摩悦子 0279-54-2338 

［出演］矢崎彦太郎（指揮）
　　　岡田 博美（ピアノ） 
［曲目］西村 朗／
　　　弦楽のための悲のメディテーション
　　　ベートーヴェン／
　　　ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
　　　ドヴォルザーク／
　　　交響曲 第8番 ト長調 作品88
［料金］全席指定 S席 4,500円
　　　 A席 3,500円　B席 2,500円
　　　※特別料金有り
　　　（群馬交響楽団事務局扱いのみ）

8/15（日） 15:00開演（14:00開場）

岡田 博美（ピアノ）

©K.Miura

矢崎彦太郎（指揮）

©Concerto

第41回 草津夏期国際音楽アカデミー＆
フェスティヴァル プレコンサート 

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）

第101回葡萄屋寄席 
スペイン料理店・葡萄屋の清水文四郎が手掛
ける落語会。落語協会の名人が登場します 

日 8/1（日）18:30開演／20:45終演
￥ 全席指定 4,000円
問（有）オフィスシミズ 葡萄屋 
　 090-3146-8973 

吉井文化会館
〒370-2132 高崎市吉井町吉井285-2

027-387-3211
時 8:30～17:15
休 月・火曜日

シリーズ高崎寄席 
よしい演芸館 夏公演
若手実力派の噺家と真打ゲストら総勢6名
が出演。笑いで会場を包みます 
 

日 8/1（日）14:00開演／16:10終演
￥ 全席自由 1,000円
問 吉井文化会館 027-387-3211

榛名文化会館
〒370-3345 高崎市上里見町1072-1

027-374-5001
時 8:30～17:15
休 月・火曜日

べーゼンドルファーを弾いてみよう
榛名文化会館が所有するべーゼンドル
ファー社製のピアノを弾く体験会を開催 
 

日 8/20（金）・8/21（土）・8/22（日） 
　10:00／11:00／13:30／14:30／15:30
　（各回50分）
　※各回先着1組。申し込みは電話で下記へ
￥ 1組 1,000円
問 榛名文化会館 027-374-5001 

TICKET BUS

文化施設イベントスケジュール

高崎芸術劇場 大劇場

・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

2021
群響サマーコンサート

＝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

ル ヴァン ルージュの皆さんからの
メッセージが動画でご覧いただけます

▲

（左から）桃月庵白酒、柳家権之助、柳家三三

柳家小志ん 林家つる子

シャンソンを高崎のまちに広めようと、有志で結
成し定期的にコンサートを開催してきた「ル ヴァン 
ルージュ」。集大成となる、活動10周年記念コンサー
トを9/29(水 )に群馬音楽センターで開催する。
「歌いたい人がステージに立てる場、そして聴きた
い方が来て楽しめる場を創ってきました。10年前に蒔
いた種が育ち、今大きな花を咲かせています。こんな
に長く続けて来られたのは、多くの皆さんの支えと応
援があってのこと。感謝を胸にステージに上がりま
す」と副会長の三井久味子さんは意気込む。
今年で会としての活動は終了するが、この10年間
に成長したメンバーが、今後はそれぞれのステージで
活躍していく。「ル ヴァン ルージュ=赤ワイン」の香
りは高崎のまちに広がり、これからも聴く人の心と体
を潤し続ける。

ル ヴァン ルージュ　10周年記念コンサート
9/29（水）14:00開演（13:00開場）

［出演］三井久味子、小松しづ枝、米山忠、都、海野愉希弘、須藤和廣、Sachi、廣瀬賢一、長壁てる子、横尾美恵子、関美枝子、
H.Kiyozuka、Keiko、三井政子、佐藤尚克、清水幸代、笠原隆夫、今井千春、店網邦雄（ベース）、ミルトン富田（ドラム）、花井研（シン
セサイザー）、高橋律子（ピアノ）
［料金］1,000円
［チケット購入・お問い合わせ］ル ヴァン ルージュ事務局 090-3344-7336

～シャンソンが聞こえる高崎～

群馬音楽センター

● ● ● ● ● ● 窓口のみ取り扱い ● ● ● ● ● ●
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パソコン教室 要申し込み

夏休み「親子おりがみ教室」 要申し込み

●プログラミング
　「ドライビングゲームづくり」

［日時］8/22（日）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］8/12（木）

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」をつくります。

●水中花をつくろう！

［日時］8/18（水）14:00～16:00
［会場］創作室
［対象］5歳～小学生
　　　（保護者同伴）
［定員］12組
［費用］200円
［締切］8/3（火）

●セミのストラップとクビナガリュウをつくろう！

［日時］8/26（木）14:00～16:00
［会場］創作室
［対象］5歳～小学生
　　　（保護者同伴）
［定員］12組
［費用］200円
［締切］8/10（火）

●プログラミング
　「計算ドリルづくり」

［日時］9/5（日）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］8/26（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って「計算
ドリル」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 夏休み期間（8/31まで）は無休

■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。

●夏の星座を探そう
［日時］8/20（金）19:30～

天文教室 無料・事前申し込み不要
サイエンス

「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］8/21（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］500円　［締切］8/5（木）

●くるくる回る万華鏡を作ろう
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ります。

［日時］9/4（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］8/19（木）

●プロペラカーを作ろう
ねじったゴムが元に戻ろうとする力でプロペラ
を回転させて、車を動かすおもちゃを作ります。

［日時］9/11（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］300円　［締切］8/26（木）

●くるくるボールを作ろう
遠心力を利用した、くるくるボールを作ります。

科学工作教室 要申し込み

夏休み期間（～8/31）
11:00 14:45

土・日・祝日（9/1～）
火～金（9/1～） 15:30

「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…。

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～

一般番組（夏の星座解説を含む約40分）

～9/5（日）期間 

夏休み期間（～8/31）
13:30 16:00

土・日・祝日（9/1～）
火～金（9/1～） 14:00

時間

子ども向け番組（夏の星座解説を含む約35分）
期間 ～11/14（日）
時間

プラネタリウム ￥ 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。）

■夏休み期間（8/31まで）は、平日も土日祝日のスケジュールで投映します。
■投映は予告なく変更または中止になる場合があります。

〒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。

8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

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

〒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
トピックス8/13（金）～8/15（日）

8/18（水）～8/21（土）

第21回全日本新体操クラブ団体選手権

令和3年度全国中学校体育大会
第51回全国中学校バスケットボール大会

新体操のクラブ団体日本一を決める大会で、全国のクラブから5人1組の団体
チームで競います。11月に高崎アリーナで開催される「全日本新体操選手権」への
出場権もかかる国内最高レベルの大会です。

地方9ブロックの地域予選を勝ち上がった各23チームに開催
地1校を加えた24チーム (男女合計48チーム ) で中学校日本一
を決める大会です。

［主催・お問い合わせ］
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
［後援］高崎市、高崎市教育委員会、公益財団法人 高崎財団

［主催・お問い合わせ］
「令和3年度全国中学校体育大会
第51回全国中学校バスケットボール大会」
実行委員会事務局　 080-6505-1241

【    応募先    】  〒370-0081　高崎市浜川町1487　浜川体育館
　　　　　　　＊応募先は武道館ではなく浜川体育館です。ご注意ください。
【問い合わせ】  027-344-1551 

■申し込みは、1人1通までとします。　■定員を超えたときは抽選となります。
■高崎市外の人は、「市内在勤」「市内在学」のどちらに該当するか明記してください。

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、電話番号をご記入の上、浜川体育館へ応募してください。

【申し込み方法】　申込期間：8/1（日）～8/15（日） 

［期間］9/3～11/19（計12回）の金曜
［コース］午前コース10:30～11:30
［参加料］3,500円　［定員］50名

●第2期ボクシングフィットネス教室
〒370-0864 高崎市石原町3892-7　 027-327-3977 

武道館のスポーツ教室

※新型コロナウイルス感染症感染拡大等により
　中止となる場合があります。

＊無観客開催

＊無観客開催

8/27（金）～8/29（日）
第23回関東チアリーディング選手権

関東地区で活動するジュニア、中学校、高等学校、大学、社
会人チームが部門別で競い、関東一を決定するチアリーディン
グ大会です。

［料金］前売り入場券　1,600円～2,600円
※チケットがなくなり次第販売終了といたします。
［チケット取扱い］チケットぴあ
［主催・お問い合わせ］
公益社団法人日本チアリーディング協会 03-3404-2226
［後援］群馬県教育委員会、高崎市、公益財団法人 高崎財団

国名 競技 合宿期間 主な練習会場 選手団 競技日程 注目選手や実績

ポーランド

バレーボール
（男子） 7/14（水）～7/21（水） 高崎アリーナ 選手14人

スタッフ12人 7/24（土）～8/7（土） 2018年世界選手権優勝
2019年ワールドカップ準優勝

競泳 7/14（水）～7/18（日） 浜川プール 選手22人
スタッフ8人 7/24（土）～8/1（日） コヌラド・チェルニヤク選手（100mバタフライ）

パベウ・コゼニョフスキ選手（200mバタフライ）

テニス 7/15（木）～7/19（月） 清水善造メモリアル
テニスコート

選手1人
スタッフ2人 7/24（土）～8/1（日） イガ・シフィオンテク選手：

2020年全仏オープン優勝

陸上 7/25（日）～7/28（水） 浜川競技場 選手1人
スタッフ3人 7/29（木）～8/1（日） アニタ・ヴォダルチク選手（女子ハンマー投げ）：

ロンドン五輪・リオ五輪金メダリスト

カタール 陸上 7/15（木）～7/28（水） 浜川競技場 選手6人
スタッフ14人 7/30（金）～8/8（日）

ムタズ・エサ・バルシム選手（走り高跳び）：
2019年世界陸上競技選手権優勝
アブデラマン・サンバ選手（400mハードル）：
2019年世界陸上競技選手権第3位

イスラエル 新体操 7/27（火）～8/2（月） 高崎アリーナ 選手5人
スタッフ4人 8/6（金）～8/8（日） 団体：2020年ヨーロッパ選手権優勝

高崎市内で事前合宿を行う選手団

7月23日（金・祝）開幕の東京五輪に向け、ポーランド、カタール、イスラエルの各国選手が高崎市内で事前合宿を行いました。公開練習の機会も設け
られ、市民のみなさんがトップアスリートの姿を間近に見られる貴重な場面も。今回は、その様子を一部ご紹介します。

1.2.市内中学校水泳部の生徒たちを対象に行われた公開練習で、力強い泳ぎを披露
したポーランド競泳チーム（7月17日、浜川プール）　3.ポーランド女子テニス代表 
イガ・シフィオンテク選手の一般公開練習。約70人が集まり、世界レベルのプレーに
見入っていました。（7月18日、清水善造メモリアルテニスコート）

ようこそ、世界のトップアスリートたち。東京五輪事前合宿in高崎

1

2

3
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示～8/22（日）開催期間 ～9/5(日)開催期間 ～10/3（日）開催期間

水野暁 《Mother》 2017-2018年 彩鳳堂画廊蔵 鈴木竹柏 《烟》 1990年 山田かまち 《マザー》 1975年 水彩・紙 《萌葱色公家着物》

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。

ミュージアム

2020年　ドイツ他　1時間50分
監督：ドロン・パズ／ヨアヴ・パズ
出演：アウグスト・ディール／シルヴィア・フークス
／マイケル・アローニ／イーシャイ・ゴーラン

『復讐者たち』
8/14（土）～8/27（金）

敗戦後のドイツ。
知られざる史実に基づく衝撃のサスペンス！

1945年、ホロコーストを生き延びたユダ
ヤ人マックスは収容所で離ればなれになった
妻子がナチスに殺されたことを知る。復讐心
を煮えたぎらせ、ナチスの残党を密かに処刑
しているユダヤ旅団と行動を共にする中で、
より過激な報復活動を行う組織ナカムと遭遇
する。彼らはドイツの民間人を標的にした恐
るべき大量虐殺の計画を進めてた。

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

ヘンデル・プロジェクト、カラヴァッジオ
ツィゴイネルワイゼン、タイスの瞑想曲 ほか

サン＝サーンス：瀕死の白鳥演目

ザハーロワ＆レーピン パ・ド・ドゥ with アンサンブル
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 完売

（当日各席500円UP）
料金

『葛根廟事件の証言』　2017・2019年　日本　74分
監督：田上龍一
出演：大島満吉／白浜真砂子 ほか

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

特集「終戦、76年目の夏。」
上映中～8/15（日） ※7/28（水）、8/3（火）、8/10（火）の上映はありません。

満州で起きた知られざる惨劇の
ドキュメンタリー他、
戦争に関する映画5作品を上映
あの日、満州で何があったのか。生存
者、関係者らの証言から太平洋戦争が終結
する前日に満洲で起きた事件をたどる、高
崎市出身・田上龍一監督の初作品『葛根廟
事件の証言』をはじめ、『8時15分ヒロシマ
父から娘へ』、『野火』、『東京裁判』、『戦場の
メリークリスマス』の5作品を特集上映。

※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。

￥ 上映作品により異なるため、お問合せください。

©2020 Getaway Pictures GmbH & Jooyaa Film 
GmbH, UCM United Channels Movies, Phiphen 
Pictures, cine plus, Bayerischer Rundfunk, Sky, ARTE

詳細はこちら

▲

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 8/2（月）・10（火）・16（月）・23（月）～9/4（土）

〒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 8/2（月）・10（火）・16（月）・23（月）・30（月）
＊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 8/2（月）・10（火）・16（月）・23（月）・30（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 8/2（月）・10（火）・16（月）・23（月）・30（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
草木染の美・夏から秋へ
収蔵品展

“気”を描く―特集・鈴木竹柏
収蔵作品展

メモリーズ
写真、絵画、彫刻でたどる記憶の旅

企画展
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