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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

若手演奏家の逸材をご紹介する大好評のシリーズ。休日の昼下がり、美しい音色をお楽しみく
ださい。

［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。

BUSARK BRASS
フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルへのオマージュ     

10/5（火）19:00開演（18:15開場）　音楽ホール

フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルの偉業を称えスーパー金管プレイヤーが集
結！ブラスならではの圧倒的な感動をお届けします。

［出演］佐藤友紀、川田修一、尹千浩、安藤友樹（トランペット）、福川伸陽（ホルン）、青木昂、鳥塚
心輔、高瀬新太郎、藤井良太（トロンボーン）、次田心平（テューバ）
［料金］全席指定 5,000円（U-25 3,000円）
［チケット］発売中
［主催］エイベックス・クラシックス･インターナショナル

©Yuji_Hori

Tokyo Zawinul Bach・Reunion "REBIRTH"
supported by BLUE NOTE TOKYO

10/29（金）19:00開演（18:15開場）　スタジオシアター

リユニオン・ライヴの再演！強烈な個性をもつジャズメンが贈る近未来ジャズ・アンサンブル。

［出演］坪口昌恭（ピアノ、ローズ、シンセサイザー、エフェクト、PC）、菊地成孔（サックス、
CD-J、ヴォイス）、五十嵐一生（トランペット、エレクトロニクス）、織原良次（フレットレス・
ベース）、守真人（ドラムス、パッド）
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,500円）
●チケット発売　WEB先行：8/28（土）12:00～
　　　　　　　　電話発売 ：8/30（月）10:00～
　　　　　　　　窓口発売 ：8/31（火）10:00～

ホセ・カレーラス
テノール・リサイタル

11/3（水・祝）16:00開演（15:15開場）　大劇場

元祖「三大テノール」の一人として現役で活躍するオペラ歌手ホセ・カレーラスさんによるリ
サイタル。世界的スターの歌唱を存分に堪能ください。

［出演］ホセ・カレーラス（テノール）、ロレンツォ・バヴァーイ（ピアノ）
［曲目］デレヴィトスキー／心からのセレナータ、グリーグ／君を愛す、ファルヴォ／彼女に告
げて ほか
［料金］全席指定 GS席 30,000円　S席 24,000円　A席 16,000円　B席 12,000円　C席 9,000円
（U-25 5,000円）
［チケット］発売中

BUS

～心からのセレナータ～

　高崎芸術劇場 大友直人芸術監督がプロデュースする新企画「T-Mastersシリー
ズ」の記念すべき第1回公演が9月16日に開催されます。この新しいシリーズでは、
日本クラシック界が誇る大家でありながら、常に前進を続け、精力的に活動を行っ
ている方々を高崎にお招きし、その熟練の演奏を披露していただきます。2020年に
開始した、若手演奏家による「T-Shotシリーズ」とともに、クラシック音楽の世界に
ゆったりと浸れる優雅なひとときをお届けします。

全公演共通　
【会場】
高崎芸術劇場　音楽ホール
【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）

日本クラシック界が誇る大家の演奏を間近で。
“円熟の極み”をお楽しみいただく「T-Mastersシリーズ」が始まります

高崎芸術劇場 大友直人 Presents T-Mastersシリーズ

出演者からの
メッセージ動画は
こちら

【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
【チケット】発売中

前橋 汀子
ヴァイオリン・リサイタルvol.1

9/16（木）13:30開演
（12:45開場）

©篠山紀信

【出演】
堤剛（チェロ）
【曲目】
黛敏郎／BUNRAKU 
J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV1010
藤倉大／つつむ
コダーイ／無伴奏チェロ・ソナタ
【チケット発売】
WEB：9/10（金）　電話：9/13（月）　窓口：9/14（火）

堤 剛
無伴奏チェロ・リサイタルvol.2

12/4（土）15:00開演
（14:15開場）

©鍋島徳恭

【出演】
竹澤恭子（ヴァイオリン）、瀬﨑明日香（ヴァイオリン）、店村眞積（ヴィオラ）、
渡邉信一郎（ヴィオラ）、毛利伯郎（チェロ）、長瀬夏嵐（チェロ）
【曲目】
ブラームス／弦楽六重奏曲第一番
チャイコフスキー／弦楽六重奏曲「フィレンツェの思い出」
【チケット発売】
WEB：9/15（水）　電話：9/16（木）　窓口：9/17（金）

竹澤 恭子と名手達
 弦楽六重奏の世界vol.3

12/18（土）15:00開演
（14:15開場）

©松永学

「T-Mastersシリーズ」は、世界中の聴衆を
魅了し、名実ともに日本を代表する演奏家を
ご紹介する新しい試みです。豊かな響きを誇
る高崎芸術劇場 音楽ホールの贅沢な空間で、
“円熟の極み”をぜひご堪能ください。

高崎芸術劇場 芸術監督 大友直人

©Rowland Kirishima
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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
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

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
日 9/20（月・祝）
   15:00開演（14:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 6,000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
［出演］吉田ゐさおwith ぴーかぶぅオーケストラ
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　3歳～未就学児 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（1,000円）。

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）

葉加瀬太郎コンサートツアー2021 
「SONGBOOK」
日 10/24（日）16:00開演（15:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 8,800円
　※3歳以上チケット必要
　※3歳未満のご入場はご遠慮ください。
問 MASエンターテイメント
　 03-5746-9900
　 桐生音協 0277-53-3133

梅沢富美男劇団特別公演 
アッ！とおどろく「夢芝居」2021
日 11/6（土）①14:00開演（13:15開場）　　
　　　 　 　②18:00開演（17:15開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,000円
問 アイエス
　 03-3355-3553（平日10:00～17:00）

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（金）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

9月の公演の
詳細はこちら SEPTEMBER

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

電話

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。

9高崎芸術劇場
イベントスケジュール

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 

HIROMI GO 
CONCERT TOUR 2021 
Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～

日 9/4（土）17:30開演（16:30開場） 
会 大劇場
￥ 全席指定 10,000円 
　※3歳以上チケット必要
　※3歳未満のご入場はご遠慮ください。
問 MASエンターテイメント
    03-5746-9900
　 桐生音協 0277-53-3133

秋の室内楽コンサート 
～ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、 
チェロによる四重奏の響き～
日 9/4（土）14:00開演（13:30開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 一般 2,500円（当日 3,000円）
　 学生 1,000円（当日 1,500円）
問 アプラウスミュージック
　 027-395-7007 

財津和夫コンサート2020  
with 姫野達也～All lzz Well～

日 9/5（日）17:30開演（16:45開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 7,000円
問 株式会社キョードー東北
　 022-217-7788 

高崎商科大学 
開学20周年記念事業イベント 
「前へ！変化の時代の人材育成 
自走する地域社会へ」
日 9/5（日）13：00開演（12：30開場） 
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 無料（チケット制） 
　※中学生以下の入場はご遠慮ください。
　※定員 300名（抽選 ※同大学学生を優先）
問 高崎商科大学 027-347-3399（代表） 
  

アレクサンダー・ガジェヴ　 
ピアノリサイタル 

日 9/7（火）18:30開演（18:00開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 一般 2,500円
　 学生・会員 2,000円※　ペア券 4,000円
　※ピティナ会員、カワイ音楽研究会会員の 
　　方は直接下記へお問い合わせください。
問 カワイ楽器前橋ショップ 
　 027-221-1821 

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（当日 3,000円）
問（有）アルト・ノイ・アーティストサービス
　  04-2965-1943

TICKET

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

TICKET

BUS

発売中チケット

発売中チケット TICKET

高崎市民演劇特別公演　
「OTOGIBANASHI-2021-」
公募で選ばれた20歳以上の市民による演劇
日 10/31（日）14:00開演（13:30開場）
会 箕郷文化会館
日 11/13（土）14:00開演（13:30開場）
会 吉井文化会館
￥ 全席指定 500円
　 ※3歳以上有料
　 ※3歳未満でも座席が必要な場合は有料
問 箕郷文化会館 027-371-7211
　 吉井文化会館 027-387-3211
　 ※共に月曜・火曜は休館

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文化施設イベントスケジュール

9/30（木）～10/6（水） 第6展示室
全日本美術協会群馬支部展 
日本各地に赴いて描いた油彩の風景画約40点を展示
問 全日本美術協会群馬支部 090-5551-4267  

9/24（金）～9/29（水） 第4展示室
絵画展 
斗南美術協会会員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

9/24（金）～9/28（火） 第6展示室
長野堰開削の歴史を再検証
長野堰開削の歴史についてジオラマや年表により再検証し、新
しい開削年代を伝える展示 
問 長野堰を語りつぐ会 090-3095-5946  

9/11（土）～9/20（月・祝）第3・4・5・6展示室
メルヘンと遊びの世界展24 
見る・つなぐ・あそぶ 
子どもたちの五感と遊び心をテーマにした展示 
問 高崎市文化課 027-321-1203 

9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

9/3（金）～9/8（水） 全展示室
上毛書道第40回記念展  
毎年開催の「上毛書道三十人展」を5年ごとに記念展と称し開
催。200名余りの書道家の作品を一堂に集め全館で開催
問 株式会社上毛新聞社 027-251-4341  

9/24（金）～9/29（水） 第1展示室
モダンアート協会群馬支部展 
モダンアート協会群馬支部会員による平面・立体の大作約40
点の現代美術展
問 モダンアート協会群馬支部 0276-37-3807

9/10（金）～9/15（水） 第1展示室・予備室
第34回高崎市平和美術展 
高崎市内小・中・特別支援学校の児童生徒による平和をテーマ
にした絵画作品展 
問 高崎市企画調整課 027-321-1206

9/10（金）～9/15（水） 第2展示室
繋ぐ、伝統の結び作品展
紐を結んで形ができる作品の展示。講師と生徒による約200
点を披露
問 結びの会 027-322-8418  

9/24（金）～9/29（水） 第2展示室
群馬三軌展
絵画・彫刻・工芸の展示会
問 群馬三軌会 090-8592-3607

山崎まさよし 
YAMAZAKI MASAYOSHI 

ONE KNIGHT STAND TOUR 
2021”
デビュー25周年の締めくくりとなる全国
弾き語りホールツアー

日 9/19（日）18:00開演／20:30終演
￥ 全席指定 6,600円
　 ※小学生以上チケット必要
問 SOGO TOKYO 03-3405-9999

・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］ユベール・スダーン（指揮）、児玉桃（ピアノ）＊
［曲目］ウェーバー／歌劇《オベロン》J.306 序曲
　　　シューマン／ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54＊
　　　シューベルト／交響曲 第8番 ハ長調 D.944「グレート」
［料金］全席指定 SS席 6,500円 完売御礼　S席 5,500円　A席 5,000円
　　    B席 4,000円　C席 3,000円

9/18（土） 16:00開演（15:00開場）
第571回定期演奏会群馬交響楽団

大劇場

児玉桃（ピアノ）

©Marco Borggreve

ユベール・スダーン(指揮)

©N. Ikegami©N. Ikegami

＊印は児玉桃さん演奏曲です

TICKET BUS

大井健リサイタルツアー2021 
『PIANO　CLASSICS』 
ピアニスト大井健によるソロコンサート 
日 9/19（日）①13:30開演／15:30終演　　
　　　　 ②18:00開演／20:00終演

￥ 全席指定 4,000円 
問 桐生音協 0277-53-3133

メヌエット ピアノコンサート2021 

ピアノスクールの発表会
日 9/23（木・祝）13:00開演／20:30終演
￥ 無料
問 ピアノスクール メヌエット
　 027-321-2519

高崎演奏家協会 
オータムコンサート 
高崎演奏家協会による声楽・器楽のクラ
シック演奏会
日 9/24（金）18:30開演／20:30終演　 
￥ 無料
問 高崎演奏家協会
　 tma-fgｰ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

「音楽の架け橋」Vol.8 

バレエ・歌・打楽器・バラライカ（ロシア弦楽
器）・ピアノを融合させた曲を演奏
日 9/26（日）14:00開演／16:30終演　 
￥ 一般 3,000円　学生 1,500円 
問 レヴ・ユリア 080-5406-6241 

第28回高崎健康福祉大学 
高崎高等学校 吹奏楽部定期演奏会
クラシック、ドリル、ポピュラーの3部構成
で演奏

日 9/26（日）15:00開演／17:00終演
￥ 全席自由 500円
問 高崎健康福祉大学高崎高等学校
 　 027-352-3460

～シャンソンが聞こえる高崎～ 
ル ヴァン ルージュ 
10周年記念コンサート
シャンソンを高崎に広めようと活動を続け
てきたル ヴァン ルージュの集大成となる
コンサート
日 9/29（水）14:00開演／16:00終演
￥ 全席指定 1,000円
問 ル ヴァン ルージュ事務局
　 090-3344-7336
ル ヴァン ルージュの皆さんからの　

メッセージ動画

▲

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）

TICKET

詳細はこちら問 高崎音楽祭事務局 027-322-9195
第32回高崎音楽祭
9/20（月・祝）～10/5（火）

AKIRA FUSE LIVE 2021-2022
［出演］布施明
日 9/29（水）18:30開演（17:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 6,500円

福原みほ

布施明

中島美嘉 上村文乃 沼尻竜典

吉田ゐさお

チケット
発売中

TICKET BUSWEB

TICKET BUSWEB TICKET BUSWEB

TICKET BUSWEB

TICKET BUSWEB

WEB ＝WEBで取扱いあり（高崎芸術劇場メンバーズ限定）

TICKET BUSWEB

WEB

TICKETWEB

WEB



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

本番に向けて調整を行うカタール陸上代表チーム（7月16日、浜川陸上競技場）

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 9/6（月）・13（月）・21（火）・27（月）

科学工作教室・パソコン教室

■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。

●惑星と月を見よう
［日時］9/17（金）19:30～

天文教室 無料・事前申し込み不要

サイエンス

「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（季節の星座解説を含む約40分）

子ども向け番組（季節の星座解説を含む約35分）
期間 ～11/14（日）

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

※9/7（火）～9/10（金）は番組入れ替え、9/14（火）は保守点検のため、投映がありません。

※下記の方は無料（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。

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。

9月は19:00以降が
見頃です
天候はフェイスブックで確認できます

その他スポーツ

【火～金】14:00
【土・日・祝日】①13:30 ②16:00

時間

【火～金】15:30
【土・日・祝日】①11:00 ②14:45

時間

〒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！

科学工作教室やパソコン教室の詳細や申し込み方法は、
WEBからご確認ください。

9/11（土）～11/14（日）期間 

Feel the Earth ～Music by 葉加瀬太郎～

脱出のプラネタリウム
～9/5（日）期間 

東京五輪で躍動した　　高崎ゆかりのアスリートたち感動をありがとう！

五輪3大会連続となる金メダルに輝いたアニタ選手

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（7月18日、清水善造
メモリアルテニスコート）

8月8日に幕が下りた東京五輪。高崎市では、ポーランド、カタール、イスラエ
ルの各国選手団が7月14日から8月2日まで事前合宿を行いました。また、地元の
ビックカメラ高崎と太陽誘電の選手が中心メンバーのソフトボール日本代表は、5月
から大会直前まで宇津木スタジアムで強化合宿を実施。計4カ国7競技、総勢117人
の選手とスタッフが、高崎での調整を経て五輪の大舞台に臨みました。
大会では、女子ハンマー投げのアニタ・ヴォダルチク選手（ポーランド）、男子走
り高跳びのムタズ・エサ・バルシム選手（カタール）、ソフトボール日本代表が見事
に金メダルを獲得。高崎ゆかりのアスリートたちが素晴らしい活躍を見せました。
今回は、事前合宿で高崎を訪れた選手たちや、パブリックビューイングでの応援の
様子などを紹介します。

高崎市で事前合宿を行った各国選手のサイン入りグッズを、市内在
住か在勤、在学の皆様にプレゼントします。はがきに①郵便番号②
住所③氏名④電話番号⑤希望するグッズ⑥本紙への意見・感想を
記入して、〒370-0841 高崎市栄町9-1 高崎芸術劇場「オリンピッ
ク選手 サイン入りグッズ」係へ。9月15日（水）必着で、応募者多数の
場合は抽選します。当選は発送をもってかえさせていただきます。

オリンピック選手のサイン入りグッズをプレゼント！

Qatar

Israel

浜川陸上競技場で練習の様子（7月26日）

アニタ選手からのメッセージ
8月3日は世界の陸上の歴史に私の存在が残った日となりました。私
は世界で初めて女性陸上選手として3回目のオリンピック金メダルを獲
得しました。オリンピック出場の大事な数日間を高崎市の素晴らしいス
ポーツ施設で練習できたことに感謝します。合宿中には私のチームは全
員、それぞれの故郷にいるような気持ちでした。高崎市が私たちの為
に、まるで家族と一緒にいるような雰囲気を作ってくれたこと、用意し
てくれた全ての事々は完璧でした。高崎市のみなさまが私を温かく受け
入れ、温かく見送ってくれたこと、本当に嬉しかったです。
高崎市長、スタッフ、ホテル、競技場のみなさん、市民、みなさま全
てを愛しています。改めて次の機会にお会いしたいと思います。また高
崎で合宿できる日が来ることを望んでいます。みなさまの存在は東京で
獲得した私の金メダルの一部となりました。
ありがとうございます高崎！マタネ！

Poland

ポーランド競泳チームの練習の様子。市内の中学校水泳部の生徒たちを対象に公開練習も行
われました（7月17日、浜川プール）

ソフトボール決勝戦のパブリックビューイング。約120人が日
本とアメリカの熱戦を見守りました。（7月27日、高崎芸術劇場
スタジオシアター）

イスラエル新体操代表チームの練習の
様子。市内中学校・高校の新体操部やク
ラブチーム、指導者を対象に公開され
ました。（8月1日、高崎アリーナ）

Japan
A：ポーランド 女子ハンマー投げ代表
　 アニタ・ヴォダルチク選手 サイン色紙（1人）
B：ポーランド 女子ハンマー投げ代表
　 アニタ・ヴォダルチク選手 サイン入りポストカード＆扇子セット（5人）
C：ポーランド 女子テニス代表
　 イガ・シフィオンテク選手 サインボール（1人）
D：ポーランド 女子テニス代表
　 イガ・シフィオンテク選手 サイン色紙（1人）
E：ポーランド 男子バレーボール代表チーム サイン色紙（1人）

パブリックビューイングを開催

高崎芸術劇場で

A

D

B

C

E
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示9/5（日）～11/7（日）開催期間 9/18（土）～11/7（日）開催期間 ～10/3（日）開催期間

髙島野十郎 《蠟燭》 大正時代（1912－26） 油彩 福岡県立美術館蔵 速水御舟 《紅梅》 1925年 高崎市タワー美術館蔵 山田かまち 《朝起きて》 1975年 水彩・紙 《タデアイの染糸》

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　フランス　1時間41分
監督：フランソワ・オゾン
出演：フェリックス・ルフェーヴル／バンジャマ
ン・ヴォワザン／ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ
／メルヴィル・プポー

『Summer of 85』
9/18（土）～10/1（金）

少年たちの運命の出会いと
永遠の別れを描いた6週間の初恋物語
セーリングを楽しもうとヨットで1人沖に

出た16歳のアレックスは、突然の嵐に見舞
われてしまう。転覆した彼を助けたのは、近
くを通りかかった18歳のダヴィド。2人は急
速に惹かれ合うが、思いもよらぬ出来事によ
り、突然の終わりを迎える。悲しみと絶望に
暮れ、生きる希望を失ったアレックスを突き
動かしたものとは…。

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

キエフ・バレエ「白鳥の湖」全3幕
愛され続ける古典バレエの代表作

12/18（土） 14:00
S席 8,500円　A席 7,000円
B席 5,500円　C席 4,000円

料金

1940年　アメリカ　2時間5分
製作：ウォルト・ディズニー
監督：ベン・シャープスティーン
指揮：レオポルド・ストコフスキー
演奏：フィラデルフィア管弦楽団

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

ファンタジア
9/4（土）～9/10（金） ※9/7（火）の上映はありません。

映画史に輝く金字塔！
ウォルト・ディズニーの傑作がスクリーンに甦るー
クラシックの名曲とアニメーションを融合させた
画期的な表現で、映画史に残る傑作として語り継が
れるディズニーの長編アニメ。アニメーション・セ
グメントには台詞はなく、映像、色彩、アニメー
ション、音楽を通して物語が語られます。音楽は
“音の魔術師”レオポルド・ストコフスキーが指揮
し、フィラデルフィア管弦楽団が演奏。

※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（10:30より販売）
　一般1,500円　シニア1,100円　学生1,000円　高校生以下900円　

©2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 
2 CINÉMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE 
PICTURES

©Courtesy of Disney

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 9/1（水）～4（土）・6（月）・13（月）・21（火）・

24（金）・27（月）

￥ 一般600円（500円）
　大高生300円（250円）

〒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 9/6（月）・13（月）・21（火）・24（金）・27（月）

￥ 一般200円（160円）
　 大高生160円（100円）

〒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 9/6（月）～17（金）・21（火）・24（金）・27（月）

￥ 一般500円（400円）
　 大高生300円（250円）

〒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）
休 9/6（月）・13（月）・21（火）・24（金）・27（月）
　＊植物園内への入場は無料（9:00～16:30）

￥ 一般100円
　 大高生80円

会場：染色工芸館
草木染の美・夏から秋へ
収蔵品展

日本画ベストセレクション
企画展

9/8（水）Web販売開始

髙島野十郎展
同時開催
特集展示　秋山泉

企画展　生誕130年記念

※演奏は特別録音音源を使用します

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載内容については変更となる場合がございます。最新情報は各施設WEB等でご確認ください。
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