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竹澤恭子と名手達　弦楽六重奏の世界

12/18（土）15:00開演（14:15開場）

最高峰のヴァイオリニスト竹澤恭子と、日本が誇る名手達が
奏でる弦楽六重奏の、豊かで奥深い世界をお贈りします。

［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1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」
［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

上野通明 チェロ・リサイタル

2022/1/18（火）13:30開演（12:45開場）

若手演奏家の逸材をご紹介するシリーズの第六弾。気鋭の
チェリストが渾身のプログラムをお届けします。

［出演］上野通明（チェロ）、須関裕子（ピアノ）
［曲目］ベートーヴェン／チェロ・ソナタ 第2番 ト短調 Op.5-2、
プーランク／チェロ・ソナタ FP143 ほか
［料金］全席指定 2,000円
●チケット発売
　WEB先行：10/13（水）　
　電話発売 ：10/14（木)　
　窓口発売 ：10/15（金）

＝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

ARK 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     

音楽ホール

10/5（火）19:00開演（18:15開場）

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

スタジオシアター

リユニオン・ライヴの再演が決定！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］発売中

Tokyo Zawinul Bach・
Reunion "REBIRTH"

supported by BLUE NOTE TOKYO CREDIT SAISON PRESENTS

10/29（金）19:00開演（18:15開場）　

大劇場

11/3（水・祝）16:00開演（15:15開場）　

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 完売御礼

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

ホセ・カレーラス
テノール・リサイタル
～心からのセレナータ～

音楽ホール

11/21（日）15:00開演（14:15開場）　

［出演］
リシャール・ガリアーノ（アコーディオン）、
セバスティエン・ギニョー （ギター）、
ディエゴ・インベール（ベース）
［曲目］
ピアソラ／リベルタンゴ、アディオス・ノニーノ
　　　　    オブリヴィオン
ドビュッシー(ガリアーノ編)／月の光
グラナドス(ガリアーノ編)／アンダルーサ
サティ(ガリアーノ編)／ジムノペディ ほか
※曲目は変更となることがございます。
［料金］全席指定 6,000円（U-25 2,500円）
［チケット］発売中

イザベル・ファウスト
（ヴァイオリン）

©Felix Broede©Yuji Hori

音楽ホール

11/23（火・祝）14:00開演（13:15開場）

ドイツ・ピアニズムの巨匠ゲルハルト・オ
ピッツが楽聖ベートーヴェンの4大ピア
ノ・ソナタを披露。

［出演］ゲルハルト・オピッツ（ピアノ）
［料金］全席指定 7,000円（U-25 3,000円）
［曲目］ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 
第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」、第14番 嬰
ハ短調 Op.27-2「月光」、第17番 ニ短調 
Op.31-2「テンペスト」、第23番 へ短調 
Op.57「熱情」
［チケット］発売中

ゲルハルト・オピッツ（ピアノ）
プレミアム・リサイタル

©HT／PCM ©鍋島徳恭

～ベートヴェン4大ソナタを聴く～
黒田卓也  / aTak
supported by BLUE NOTE TOKYO

スタジオシアター

11/27（土）18:00開演（17:15開場）

挑戦を重ねる“サムライ・トランペッ
ター” 同志たちと告げる新時代の到来。

［出演］黒田卓也（トランペット）、西口明
宏（テナーサックス）、浦ヒロノリ（アル
トサックス）、馬場智章(バリトンサック
ス）、吉田サトシ（ギター）、宮川純（キー
ボード）、クンクン（ベース）、篠奈々子
（パーカッション）、菅野知明（ドラムス）、
Hiro-a-key（ヴォーカル） ほか
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,000円）
［チケット］発売中

堤剛
無伴奏チェロ・リサイタル

T-Mastersシリーズvol.2
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

日本の至宝とも言うべき現代最高峰の
チェリスト堤剛が高崎初登場。圧巻の演
奏をお楽しみください。

［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 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

12/4（土）15:00開演（14:15開場）

音楽ホール

音楽ホール

音楽ホール

矢野顕子
さとがえるコンサート2021
～音楽はおくりもの～

スタジオシアター

12/11（土）18:00開演（17:15開場）

今年デビュー45周年。最新オリジナルア
ルバム「音楽はおくりもの」を携えたツ
アーで登場。

［出演］矢野顕子（ピアノ、キーボード、
ヴォーカル）、小原礼（ベース）、佐橋佳幸
（ギター）、林立夫（ドラムス）
［料金］全席指定 7,700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。 

●チケット発売
　WEB先行：10/9（土）
　電話発売 ：10/11（月）
　窓口発売 ：10/12（火）

現代最高峰のヴァイオリニスト、2年ぶ
りとなる高崎のステージで披露するのは
バッハの無伴奏曲。圧巻の「シャコンヌ」
に期待が高まります。

［出演］イザベル・ファウスト（ヴァイオリン）
［曲目］J.S.バッハ／無伴奏バイオリンの
ためのパルティータ第2番、第3番、ソナ
タ第3番
［料金］全席指定 8,000円（U-25 2,500円）
●チケット発売
　WEB先行：9/24（金）
　電話発売 ：9/27（月）
　窓口発売 ：9/28（火）

高崎芸術劇場 大友直人Presents T-Mastersシリーズ vol.3

高崎芸術劇場 大友直人Presents T-Shotシリーズ vol.6

©松永学

ピアソラ生誕100周年記念

18:30開演／17:45開場
スタジオシアター

SOLO & TRIO CONCERT

11.22 mon. 

RICHARD　　GALLIANO
リシャール・ガリアーノ(アコーディオン)

“タンゴの革命児”と称されるアストル・ピアソラが生誕100年を迎
えた今年、高崎芸術劇場ではバラエティに富んだステージを展開してき
ました。そして11月、この記念の年の最後を飾るのにふさわしいアー
ティストの登場です。南仏カンヌ出身のアコーディオン奏者であるガリ
アーノはフランスの大衆音楽「ミュゼット」にさまざまな音楽の要素を
大胆に取り入れ、新たな音楽を築き上げました。その契機となったのが
「私が新しいタンゴを創ったように、君も新しいミュゼットを創るんだ」
というピアソラ自身の言葉だったといいます。ふたりのレジェンドの間
に結ばれた固い絆。そこから生まれた唯一無二の音の世界を堪能できる
晩秋のステージに、最高のひと時をお過ごしください。

クラシック、ジャズ、タンゴ、シャンソン…

ジャンルの垣根を飛び越える

真の音楽家リシャール・ガリアーノ

４年振りの来日公演が実現！

ソロ＆トリオ・コンサート
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山内惠介 コンサートツアー2021
日 11/22（月）14:00開演（13:00開場）
会 高崎芸術劇場 大劇場
￥ 全席指定 7,200円
問 桐生音協
　 0277-53-3133（平日9:00～17:00）

NAOTO & 清塚信也 
アコースティック・デュオ コンサート
日 11/27（土）14:00開演（13:00開場）
会 高崎芸術劇場 大劇場
￥ 全席指定 6,000円
問 MASエンターテイメント
　 03-5746-9900
　 桐生音協  0277-53-3133 

～うた×ピアノ×こと 
アフタヌーンコンサート vol.2～ 
バロックから令和へ
日 12/4（土）14:00開演（13:15開場）
会 高崎シティギャラリー コアホール
￥ 全席自由 一般 2,000円
　 高校生以下 1,500円
問 chapine chapine8@gmail.com

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 高崎芸術劇場 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

coba solo tour 2020 
The Accordion 

日 10/24（日）17:00開演（16:30開場） 
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定 5,500円
※2021年2月28日（日）公演の振替公演
問 キョードー東京  0570-550-799

群馬交響楽団 室内楽演奏会 Vol.4
日 10/24（日）15:00開演（14:00開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席指定 3,000円
問  群馬交響楽団事務局 
 　 027-322-4944（平日10:00～18:00） 

ポルノグラフィティ 
17th ライヴサーキット 
"続・ポルノグラフィティ"

日 10/28（木）18:00開演（17:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 11,000円
 ※4歳未満入場不可 
問 ディスクガレージ 
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

佐藤美代ピアノ・リサイタル 
日 10/23（土）14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 大人 2,500円（当日 2,800円）
　 学生 1,500円　
問 吉田ピアノ調律クラヴィアスティンマー
  080-4406-6060

絢香 
15th Anniversary Tour 2021 
～もっといい日に～ 

日 10/23（土）17:00開演（16:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 8,800円
問 SOGO TOKYO  03-3405-9999

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

モーツァルト「魔笛」

日 10/14（木） 18:00開演（17:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 S席 10,000円　A席 8,000円
　 B席 6,000円（U-25 3,000円）
問 二期会チケットセンター 
　 03-3796-1831
［共催］高崎芸術劇場
　　   （公益財団法人 高崎財団）

CHEMISTRY 
20th anniversary Tour 第三章 
「This is CHEMISTRY」 

日 10/16（土）17:30開演（16:30開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 8,500円
問 H.I.P.
　 03-3475-9999（平日11:00～18:00） 

松任谷由実コンサートツアー 
深海の街  2021-2022

日 10/18（月）18:30開演（17:45開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 9,900円
　※3歳未満の入場はご遠慮ください。 
問 桐生音協 0277-53-3133 

歌曲の午後10 
～パリに暮らした作曲家たち～ 
日 10/3（日） 14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 一般 2,500円
　 高校生以下 1,500円
問 Elm歌曲研究会 小池
　  070-4378-6743 
  

ユニコーンツアー2021 
「ドライブしようよ」 

日 10/8（金）18:00開演（17:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 9,500円
  ※小学生以上チケット必要 
問 ディスクガレージ 
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00） 

創立25周年記念 群馬室内合唱団 
第10回定期演奏会 
日 10/9（土）14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席指定 1,000円
　 ※13歳以上有料 
問 群馬室内合唱団
　  080-5420-6476（竹歳）

10月の公演の
詳細はこちら OCTOBER

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。

10高崎芸術劇場
イベントスケジュール

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

TICKET

TICKET

WEB ＝WEBで取扱いあり（高崎芸術劇場メンバーズ限定）

TICKET BUSWEB

TICKETWEB

WEB

WEB BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

・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］小林研一郎（指揮）、小林亜矢乃（ピアノ）＊、
　　　瀬﨑明日香（ヴァイオリン）＊、遠藤真理（チェロ）＊ 
［曲目］ベートーヴェン／
　　　ヴァイオリン、チェロとピアノのための三重協奏曲 ハ長調 Op.56＊
　　　ブラームス／交響曲 第1番 ハ短調 Op.68 
［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572回定期演奏会群馬交響楽団

＊印は小林亜矢乃さん、瀬﨑明日香さん、遠藤真理さん演奏曲です 

10/3（日） 16:00開演（15:00開場）　大劇場 TICKET BUS

瀬﨑明日香
（ヴァイオリン）

小林研一郎
（指揮）

遠藤真理
（チェロ）

©Yusuke©Yusuke
 Matsuyama Matsuyama

小林亜矢乃
（ピアノ）

©Hiromi ©Hiromi 
UchidaUchida

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 高崎芸術劇場 大劇場
￥ 全席指定 7,000円
問 アイエス
　 03-3355-3553（平日10:00～17:00）

AIR PLACE FESTIVAL 2021
日 11/6（土）17:00開演（16:00開場）
会 高崎芸術劇場 スタジオシアター
￥ 全席指定 4,000円（U-25 1,000円）
問 ラジオ高崎 027-322-5555

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

林家つる子落語会 其の十
日 11/13（土）13:30開演（12:30開場）
会 高崎芸術劇場 スタジオシアター
￥ 全席自由 3,000円
問 林家つる子後援会
　 tsuruko.kouenkai@gmail.com

TICKETWEBTICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

宮本亞門 川瀬賢太郎
©Yoshinori Kurosawa©Yoshinori Kurosawa

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
　 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）。

TICKET BUSWEB

大橋トリオ
日 10/2(土)18:00開演（17:15開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 7,000円
※高崎芸術劇場メンバーズのみ取扱い。

"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

10/29（金）～11/2（火） 第1・2展示室・予備室
10/29（金）～11/3（水・祝） 第3・4・5・6展示室
第27回 群馬県高等学校総合文化祭
第1展示室・予備室：書道専門部大会
第1・2展示室：美術・工芸専門部大会
第3・4・5・6展示室：写真専門部大会
問 群馬県高等学校文化連盟
　 027-221-4188  

10/22（金）～10/27（水） 第1展示室・予備室
第49回高崎ユネスコ協会  
国際児童画展 
市内小中学生の絵画展示
問 高崎ユネスコ協会（高崎市防犯・青少年課） 
　 027-321-1297

10/22（金）～10/27（水） 第2展示室
第8回竹清書展
書道作品の展示 
問 中国書画篆刻研究会 0274-22-3843 

10/22（金）～10/27（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 

10月スケジュール
10/8（金）～10/13（水） 第1展示室
公益社団法人 大日本書芸院 
群馬地区連合書道展
地域での書の普及・振興を目指し、42回目の
開催となる展覧会
問 大日本書芸院群馬地区連合
　 027-343-6502  10/15（金）～10/20（水） 第1展示室・予備室

妙墨会創立70周年記念  
第58回妙墨会書展
会員書作品の特別展示（物故者の作品） 
問 妙墨会 0270-74-1131

10/8（金）～10/13（水） 第2展示室
第11回日本画院群馬支部展 
日本画の作品を展示 
問 日本画院群馬支部 027-352-5241

10/15（金）～10/19（火） 第2展示室
星野青龍展
書道（作品・大字・漢字・かな・その他）の個展
問 北峰会 0278-23-3286

■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。

◎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！

文化施設
イベントスケジュール

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）

中村悦子コンサート2021 
中村悦子25周年記念コンサート

 

日 10/16（土）14:30開演／17:00終演 
￥ 指定席 A席 4,000円　B席 3,000円
　 自由席 2,500円
問 中村悦子事務所 027-362-5792

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
￥ 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
　  ＊11/13（土）吉井文化会館でも同公演
　  開催

箕郷文化会館
〒370-3102 高崎市箕郷町生原922-1

027-371-7211
時 8:30～17:15
休 月・火曜日

梅頌三味線コンサート 
三味線・尺八を中心にピアノ及び高崎頼政
太鼓もコラボさせ民謡・邦楽・洋楽を演奏する
日 10/23（土）13:00開演／16:00終演　 
￥ 2,000円 
問 梅頌会　松本梅頌 027-327-1170 

「山ぼうしの会と仲間たち」 
「Flute・ピアノ・バイオリン」発表会
日 10/24（日）13:00開演／16:30終演　 
￥ 無料 
問 山ぼうしの会  027-321-5865

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

ふたりのアントニン 
～チェコとアメリカ、 
二つのルーツから～ 
音楽センター開館60周年、還暦を迎えて記
念講演＆記念演奏会

 
日 10/23（土）13:00開演／16：15終演 
￥ 全席自由 3,000円（当日 3,500円）
　 学生 2,000円
問 株式会社空間あい　群馬音楽センター
　 を愛する会事務局　 
　  090-1815-4608（新井） 

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 ＊窓口のみ
TICKET ＊窓口のみ

TICKET TICKET

発売中チケット

TICKET BUSWEB

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
～10/5（火）

チケット
発売中
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トピックス

第54回日本女子ソフトボールリーグ1部
日本リーグ 第9節 高崎大会

宇津木スタジアム

東京五輪ソフトボール
日本代表選手やスタッフへ市民栄誉賞

［料金］全席自由 一般 1,000円（当日1,400円）　中高生 600円（当日1,000円）　小学生以下無料
［チケット取扱い］チケットぴあ、e＋、ローソンチケット
［主催・お問い合わせ］公益財団法人 日本ソフトボール協会  03-5843-0481

●観覧席
全2,058席（固定850席、車椅子8席、仮設1,200席）

●人工芝「ハイブリットターフExciting」
ソフトボール専用球場として全国で初めて、「ハイブリットターフ
Exciting」という人工芝を採用。明治神宮球場と同じ仕様で、世界最
高水準の機能性を誇ります。

●アクセス
〒370-3534 高崎市井出町926-2　 027-393-6571

太陽誘電
ソルフィーユ
原田のどか選手

ビックカメラ高崎
BEE QUEEN
内藤実穂選手

※状況により、無観客開催となる場合があります。試合はインターネット配信される予定
です。詳細や最新情報は、日本女子ソフトボールリーグ機構WEBからご確認ください。

高崎財団YouTubeから
   ご覧いただけます

【日本女子ソフトボールリーグ戦について】
12チーム2回総当りの予選リーグ後、上位5チームが決勝トーナメントに
進出。決勝トーナメントの勝者がリーグ優勝チームとなる。ビックカメラ高
崎BEE QUEENが2連覇中。

高崎市ソフトボール場「宇津木スタジアム」は、市内で初めて
スタンド観覧席を備えたソフトボール専用球場です。2019年6月
に開場し、同年8～9月には「2019 JAPAN CUP 国際女子ソフ
トボール大会 in 高崎」を開催。今年5～7月にかけては日本代表
チームが東京五輪に向けた強化合宿を行いました。 高崎市は、東京五輪で金メダルを獲得したソフトボール日本代表の

活躍を称え、高崎市に関係する選手やスタッフ13人へ市民栄誉賞を贈
りました。贈呈式は8月24日（火）に市役所1階市民ロビーで行われ、
事前に観覧を申し込んだ市民100人が快挙を祝いました。
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リーグ戦第3節、ビックカメラ高崎BEE QUEENと太陽誘電ソルフィーユの対戦。試合は、1-0でビックカメラ高崎が接戦を制しました。（4月18日、宇津木スタジアム）

〈受賞者〉
上野由岐子選手、藤田倭選手、我妻悠香選手、市口侑果選手、内藤実穂選
手、山本優選手、森さやか選手、宇津木麗華ヘッドコーチ、志村昌彦ト
レーナー、柳川直子マネージャー（以上、ビックカメラ高崎）、原田のど
か選手、山路典子アシスタントコーチ（以上、太陽誘電）、矢端信介チー
ムリーダー（日本オリンピック委員会）

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

10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

［期間］12/17～3/18（計12回）の金曜日
［コース］午前コース10:30～11:30　［参加料］3,500円　［定員］50名

●第3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。

■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

往復はがき、またはメールに下記の必要
事項をご記入の上、少年科学館へ応募して
ください。
対象者は市内在住・在勤・在学の方に限ります。

締切日
必着

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 10/4（月）・11（月）・18（月）・25（月） 

プラネタリウム

●プログラミング「もぐらたたきゲームづくり」

［日時］10/24（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］10/14（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って「もぐらた
たきゲーム」をつくります。

●プログラミング「サッカーゲームづくり」

［日時］11/14（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］11/4（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って「サッカー
ゲーム」をつくります。

パソコン教室 要申し込み

［日時］11/18（木）9:30～12:00　［会場］パソコン室
［対象］おおむね60歳以上の方
［定員］6人　［費用］無料　［締切］11/4（木）

シニアパソコン教室
●「シニア・カレンダーづくり」
文書作成ソフトを使ってオリジナル卓上カレンダーを

つくります。

シニア工作教室
●クリスマスキャンドルを作ろう

［日時］11/4（木）9:30～12:00 
［会場］創作室
［対象］おおむね60歳以上の方
［定員］18人　［費用］500円　［締切］10/21（木）

ろうを溶かしてカラフルなキャンドル
をつくります。

シニア教室 要申し込み

①希望の教室名　②開催日
③児童生徒名・学年（シニアは氏名のみ）
④保護者名（シニアは不要）　⑤住所　⑥電話番号

必
要
事
項

【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。

応
募
先

￥ 一般320円（団体260円（20名以上））

●小学生以下、65歳以上の方　●身体障害者手帳、療育手帳および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

※10/28（水）群馬県民の日は【土・日・祝日】の投映時間になります。

※下記の方は無料（窓口で整理券をお渡しします。）

サイエンス

もしも宇宙へ行けたら。私たちの目に、地球はど
のように映るのでしょうか？暗闇の中に輝く、青い
星。たくさんの命が生まれる星。音楽が世界をつな
ぐ星。ヴァイオリニスト・葉加瀬太郎が奏でる名曲
とともに美しく尊い地球を感じる体験をお届けします。

一般番組（秋の星座解説を含む約40分）

～11/14（日）期間 

【火～金】14:00～
【土・日・祝日】①13:30～ ②16:00～

時間

Feel the Earth
 ～Music by 葉加瀬太郎～

「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（秋の星座解説を含む約35分）

～11/14（日）期間 

【火～金】15:30～
【土・日・祝日】①11:00～ ②14:45～

時間

～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

■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。

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。

10/16（土）
10:30　戸田中央総合病院メディックス VS ビックカメラ高崎BEE QUEEN
13:00　太陽誘電ソルフィーユ VS 日本精工Brave Bearies

10/17（日）
10:30　日本精工Brave Bearies VS 戸田中央総合病院メディックス
13:00　太陽誘電ソルフィーユ VS ビックカメラ高崎BEE QUEEN

選手からの
メッセージ

五輪の興奮を宇津木スタジアムで。
日本女子ソフトボールリーグ高崎大会開催

東京五輪で日本代表チームが金メダルを獲得し、いっそう注目を集めている
女子ソフトボール。10月16日（土）と17日（日）、「第54回日本女子ソフト

ボールリーグ」高崎大会が高崎市ソフトボール場「宇津木スタジアム」で開催され

ます。17日（日）には、太陽誘電ソルフィーユとビックカメラ高崎BEE QUEEN
の高崎勢対決も。東京五輪代表メンバーをはじめとする、国内トップレベルの選
手たちの迫力あるプレーにご期待ください。

■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。

●秋の天体と惑星を見よう
［日時］10/29（金）19:00～

天文教室 無料・事前申し込み不要

星と音楽の夕べ
加曽利康之クリスマスコンサート
プラネタリウムの星空のもと、国内外で活躍する
加曽利康之さんのエレクトーンライブをお楽しみください。

日 12/4（土）19:00開演（18:30開場）
会 プラネタリウムホール
￥ 全席指定 一般1,500円　小・中学生500円
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
　※当日券の販売はありません。
●チケット発売
　WEB先行：10/22（金）10:00～
　電話発売 ：10/25（月）10:00～
　窓口発売 ：10/26（火）10:00～
※高崎市少年科学館での電話・窓口発売はありません。
※発売について、詳しくはP4「チケット取扱い」をご覧くだ
　さい。

【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 込 期 間】  10/15（金）～10/31（日） 

■申し込みは、1人1通までです。
■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。

【申し込み方法】
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。
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示～11/7（日）開催期間 ～11/7（日）開催期間 10/8（金）～12/5（日）開催期間

髙島野十郎 《からすうり》 昭和10（1935）年 油彩 福岡県立美術館蔵 東山魁夷 《暁雲》 1977年 高崎市タワー美術館寄託 山田かまち 《佇む女》 水彩・鉛筆・紙 左からアカネ、ベニバナ、スオウを使い当園で染めた布と型板

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。
＊10/28（木）群馬県民の日は、無料でご入館いただけます

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　デンマーク=スウェーデン=オランダ
1時間57分
監督：トマス・ヴィンターベア
出演：マッツ・ミケルセン／トマス・ボー・ラーセン
／マグナス・ミラン／ラース・ランゼ

『アナザーラウンド』
10/2（土）～10/15（金）

酔っぱらって人生大逆転!?
4人の男たちが仮説の証明に挑む！
冴えない高校教師のマーティンは、同僚た
ちと共に「血中アルコール濃度を0.05％に保
つと仕事もプライベートもうまくいく」とい
う仮説を検証しようと、仕事中も酔った状態
を保つという実験に挑む。すると、惰性でや
り過ごしていた授業も活気に満ちて、生徒と
の関係も良好に !しかし、実験が進むにつれ
て制御不能に !?

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

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

爆音映画祭IN高崎
10/22（金）～10/24（日） 

音楽ライヴ用の音響セッティングを
フルに使った大胆かつ繊細な上映！
通常の映画用の音響セッティングではな
く、音楽ライヴ用の音響セッティングを用
いて『オアシス：ネブワース1996』、『アメ
リカン・ユートピア』、『ストップ・メイキ
ング・センス』、『アメイジング・グレイス
／アレサ・フランクリン』、『海の上のピア
ニスト』、『座頭市物語』、『ゼイリブ』、計7
作品を上映いたします。

※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。
※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。

￥ 前売・当日券　1,500円　※『オアシス：ネブワース1996』のみ2,200円

©2020 Zentropa Entertainments3 
ApS, Zentropa Sweden AB, Topkapi Films B.V. & 
Zentropa Netherlands B.V.

『アメリカン・ユートピア』
2020年　アメリカ　1時間47分
監督：スパイク・リー
出演：デイヴィッド・バーン

©2020 PM AU FILM, LLC AND RIVER ROAD 
ENTERTAINMENT, LLC ALL RIGHTS RESERVED

詳細はこちら

▲

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 9/27（月）・10/4（月）・11（月）・18（月）・25（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 9/27（月）・10/4（月）・11（月）・18（月）・25（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 9/27（月）・10/4（月）・11（月）・18（月）・25（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 9/27（月）・10/4（月）・11（月）・18（月）・25（月）
　※10/5（火）～7（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）

￥ 一般200円
　 大高生150円

日本画ベストセレクション
企画展

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

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開演

S席 8,500円　A席 7,000円　B席 5,500円　C席 4,000円料金

オデット／オディール：アンナ・ムロムツェワ
王子：アレクセイ・チュチュニク

出演

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 

チケット発売中（会館WEB及び窓口販売）
※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。

会場：染色工芸館

紅板締め
ー高崎でよみがえった赤の技法

企画展　赤の力Part２
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