


02 03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 ＊特に記載がない場合、上記公演では未就学児の入場はご遠慮ください。 ＊特に記載がない場合、上記公演では未就学児の入場はご遠慮ください。 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

2022/1/18（火）13:30開演（12:45開場）

＝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

「甦る三大テノール 永遠の歌声」
ODSシアター

カレーラス、ドミンゴ、パヴァロッティによる「三大テノール」。
彼らの17年に及ぶ活動を貴重な未公開映像等をまとめたドキュメンタリーです。
［料金］全席自由 1,800円
［チケット］発売中

スタジオシアター

11/17（水）13:30開演（12:45開場）
　　　　　　  18:30開演（17:45開場）
11/18（木）10:30開演（9:45開場）

スタジオシアター

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年ぶり
の来日公演が実現！

［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、サティ
（ガリアーノ編）／ジムノペディ ほか
［料金］全席指定 6,000円（U-25 2,500円）
［チケット］発売中

リシャール・ガリアーノ
ソロ＆トリオ・コンサート

11/22（月）18:30開演（17:45開場）

BUS

全国共同制作

大劇場

2022/2/6（日）15:00開演（14:00開場）

西田幾多郎、鈴木大拙の半生・「禅の心」を
作曲家渡辺俊幸がオペラ作品に仕上げま
した。

［出演］ヘンリク・シェーファー（指揮）、伊
藤達人（鈴木大拙）、今井俊輔（西田幾多
郎）、鈴木麻里子（女中）、高崎オペラ合唱
団、オーケストラ・アンサンブル金沢 ほか
［料金］全席指定 S席10,000円　A席
7,500円　B席5,000円　C席3,000円　
（U-25 1,500円）
●チケット発売
　WEB先行：11/1（月）
　電話発売 ：11/2（火）
　窓口発売 ：11/3（水・祝）

オペラ「禅」～ZEN～

BUS

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）残席僅少
［チケット］発売中

CREDIT SAISON PRESENTS

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～

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

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

音楽ホール

上野通明
チェロ・リサイタル

T-Shotシリーズ vol.6
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

音楽ホール

©鍋島徳恭

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に登場。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

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］発売中

BUS

大劇場

2022/1/1（土・祝）13:30開演（12:30開場）

国内外で活躍するゲストを迎え、名曲の
数々をお届けします。新年の幕開けを祝
うオーケストラの華々しい演奏をお楽し
みください。

［出演］大友直人（指揮）、森谷真理（ソプラ
ノ）、山根一仁（ヴァイオリン）、務川慧悟
（ピアノ）、群馬交響楽団（管弦楽） 
［曲目］プッチーニ／歌劇『ラ・ボエーム』
より「私が街を歩くと」、レハール／喜歌
劇『ジュディッタ』より「熱き口づけ」 ほか
［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）
［チケット］発売中

第32回高崎元旦コンサート
©K.MIURA

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

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）

©松永学

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］発売中

「ホセ・カレーラス テノール・リサイタル」公演チケットご購入の方を
ODSシアターに無料ご招待（招待券でご入場の方を除く）。
公演当日（11/3）にODSシアターご招待券をお渡しします。（各回 数量限定）
大劇場ホワイエの受付ブースにて公演チケットをご提示ください。

ご招待

イザベル・ファウスト 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル
I s a b e l l e  F a u s t  V i o l i n

15:00開演／14:15開場

全席指定 8,000円（U-25 2,500円）
チケット発売中

音楽ホール

11/21 sun. 

2019年11月、開館したばかりの高崎芸術劇場でのリサイタルに登場したイザベル・ファウスト。盟友アレ
クサンドル・メルニコフとのデュオで、ドビュッシー、バルトーク、フランクのソナタを披露、名器ストラディ
ヴァリウスの音色がホール空間のすみずみまで満たし、400席の客席を埋めたファンに鮮烈な印象を残しました。
今秋の来日では当初、イタリアのアンサンブルを率いてモーツァルトの協奏曲を予定していましたが、渡航が
困難なことからバッハ「無伴奏ソナタとパルティータ」にプログラムを変更しました。
バッハの最高傑作といわれる同作品の中でも「シャコンヌ」はファウストにとって特に思いを寄せる大曲。
“ヴァイオリン界の新女王”とも称される彼女の魅力を存分に味わえるステージとなるはずです。

【出演】
イザベル・ファウスト（ヴァイオリン）

【曲目】  
J.S. バッハ / 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3 番 ホ長調 BWV1006
J.S. バッハ / 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3 番 ハ長調 BWV1005
J.S. バッハ / 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2 番 ニ短調 BWV1004

世界最高峰のヴァイオリニストが 2 年振りに高崎芸術劇場に降臨
大曲「シャコンヌ」を終曲に据えたオール・バッハ・プログラムを披露

©Felix Broede



04 05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＊特に記載がない場合、上記公演では未就学児の入場はご遠慮ください。

髙𣘺清州宗家流統五世継承・ 
令和三年度至心流剣詩舞道大会 
日 11/20（土）11:00開演（10:30開場）
会 スタジオシアター 
￥ 全席自由 入場無料
問 至心流剣詩舞道問合せ窓口
　 027-269-7087

山内惠介 コンサートツアー2021 
～Roots あなたを愛で奪いたい～

日 11/22（月）14:00開演（13:00開場）
会 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 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
　 （平日9:00～17:00）

オペラとワルツと秋の声 
高崎白衣観音を愛した辰巳琢郎
日 11/28（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 5,000円（当日 5,500円）
問 株式会社 空間あい
　 090-1815-4608

よしもとお笑いライブ 
～深まる秋の笑い日和！～ 
in 高崎2021
日 11/30（火）18:30開演（17:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 4,000円（当日 4,500円）
問 FANYチケット問合せダイヤル
　 0570-550-100（10:00～19:00）

aiko Live Tour 
Love Like Pop vol.22 

日 11/12（金）19:00開演（18:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 6,800円
　 ※小学生以上チケット必要 
問 SOGO TOKYO 03-3405-9999 

林家つる子落語会 其の十

日 11/13（土）13:30開演（12:30開場）
会 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 

高崎演奏家協会 
第40回定期演奏会 
日 11/13（土）14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 入場無料  ※要整理券　
問 高崎演奏家協会 
 　 takasaki123ma@gmail.com

 

第68回高崎市民音楽祭 
第59回高崎新人演奏会 
日 11/14（日）12:00開演（11:00開場）
　 ※新人演奏会は16:00開演
会 大劇場 
￥ 全席自由 1,000円
問 高崎市民音楽連盟 027-322-0996

ピアノプラザ群馬 
第41回大人のコンサート 
日 11/14（日）13:30開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 500円
問 ピアノプラザ群馬
　 027-363-1262

高橋優 LIVE TOUR 2021-2022 
「THIS IS MY PERSONALITY」 

日 11/7（日）17:30開演（16:30開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 7,700円
　 ※3歳以下入場不可
　 ※4歳以上チケット必要 
問 ディスクガレージ（平日12:00～15:00） 
　 050-5533-0888  

「SUGA SHIKAO 
-Hitori Sugar Tour 2020- 
明日、君の街に歌いにいくよ」 
再再振替公演

日 11/7（日）18:00開演（17:00開場） 
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定 5,400円
　 ※小学生以下入場不可
　 ※中学生以上チケット必要
問 ホットスタッフ・プロモーション 
　 03-5720-9999（平日12:00～15:00） 

弦楽合奏団アルモニア・セレーナ 
21stコンサート 2021 
日 11/7（日）14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 入場無料　※要整理券
問 弦楽合奏団　アルモニア・セレーナ 
　 armoniaserenastrings@yahoo.co.jp 

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） 

AIR PLACE FESTIVAL 2021

日 11/6（土）17:00開演（16:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 4,000円（U-25 1,000円）
　 ※就学児童はチケットが必要です。
　※未就学児童は保護者1名につき1名のみ
　　膝上鑑賞可能。ただし、未就学児童も座
　　席が必要な場合はチケット必要。 
問 ラジオ高崎 027-322-5555

前橋男声合唱団ミニコンサート 
in TAKASAKI 
日 11/6（土）14:30開演（13:45開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席指定 入場無料
　 ※ご入場にはチケットが必要です 
問 前橋男声合唱団 ナカガワ 
　 090-4953-8178

NOVEMBER
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。

11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

WEB ＝WEBで取扱いあり（高崎芸術劇場メンバーズ限定）

BUS

BUS

BUS

BUS

11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。

◎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！

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 BUSWEB

TICKET BUSWEB

TICKET BUSWEB

高崎市民演劇特別公演　
「OTOGIBANASHI-2021-」
昔むかしあるところに・・・不思議なふしぎ
なものがたり 

日 11/13（土）14:00開演／15:30終演 
￥ 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 吉井文化会館  027-387-3211

シリーズ高崎寄席 
よしい演芸館 秋公演
若手実力派の噺家と真打ゲストが笑いで会
場を包みます 

日 11/21（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

新町文化ホール
〒370-1301 高崎市新町3190-1

0274-42-9133
時 8:30～17:15
休 月・火曜日

懐かしい日本のしらべ 
天田美佐子presents
メゾソプラノ・ヴィオラ・ピアノによる日本
歌曲とクラッシック演奏 
日 11/7（日）14:00開演／16:00終演 
￥ 全席自由 1,000円
問 新町文化ホール 0274-42-9133 
　  shinmachi-bunka@city.takasaki.gunma.jp 

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

三笑亭可風（真打） 林家つる子

打楽器集団「男群」 
コンサートツアー2021  高崎公演
難関国際コンクールで日本人団体初の3位
を獲得したグループが登場！

日 11/12（金）19:00開演／20:40終演 
￥ 全席指定 3,000円
問 打楽器集団「男群」事務局 
　 info@o-gun.net 

ナイツ独演会「キャホー」と 
言いながら亭主が帰ってきた。 
関東漫才界の中心的コンビが時事ネタ漫才
のほか、お楽しみ企画も繰り広げる独演会

 

 
日 11/13（土）17:00開演／19:00終演 
￥ 全席指定 4,500円
問 SLUSH-PILE 03-6451-0554

第26回高崎伝統民俗芸能祭り
神楽、獅子舞、八木節、木遣の団体が出演し、
伝統民俗芸能を披露します

  
日 11/28（日）12:30開演／16:00終演 
￥ 無料
問 高崎伝統民俗芸能祭り実行委員会
　  027-321-1203（高崎市文化課）

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）

11/26（金）～12/1（水） 第2展示室
Toshiko Dry Art  
フラワー作品展「花のちから」 
教室20周年記念の作品展では、アーティフィ
シャルフラワー、プリザーブドフラワーを使っ
たインテリアフラワーを多数展示します
問 Toshiko Dry Art 0274-64-0980 

11/25（木）～12/1（水） 第3展示室
町田譽曽彦　教室展
絵画教室作品展（油彩、水彩、パステル） 
問 高崎カルチャー　町田教室
 　 027-395-8326 

11/26（金）～12/1（水） 第5展示室
尾瀬・湿原の物語 
細野祐　写真展
アマゾンキンドルからデジタル写真集出版
を記念しての写真展 
問 細野祐 080-7825-0425 

11/25（木）～12/1（水） 第4展示室
笹山勝雄　油彩展 
油彩画の展示会  
問 笹山勝雄 kastosassa@gmail.com 

11/26（金）～12/1（水） 第6展示室
スカルプトゥーラ  
美術展（絵画、彫刻、写真等の展示）
問 スカルプトゥーラ 090-3540-2947 

11/19（金）～11/24（水） 第2展示室
第8回流形ぐんま展
群馬・埼玉在住で流形美術展出品者による
絵画と工芸作品の展示会 
問 流形美術会群馬支部 027-233-1267 

11/5（金）～11/10（水） 第3展示室
拓本展　テーマ　渋沢栄一 
渋沢栄一に関する碑の拓本を集めた展示会
問 拓美の会 拓本同好会 090-1537-2860 

11/19（金）～11/24（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
形等展示会 
問 斗南美術協会 027-252-1709 

11/19（金）～11/24（水） 第1展示室
小用喜好・酒井重良二人展 
「描くことの意味について」 
絵画作品の展示会  
問 二人展実行委員会 027-252-4777 

11/26（金）～12/1（水） 第1展示室
第46回群馬県刻字展 
県内の刻字作家、刻字愛好者ら約100人が
刻字作品200点を展示 
問 株式会社上毛新聞社　読者局地域交流部 
　 027-251-4341 

11月の公演の
詳細はこちら

TICKETWEB
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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

いしざかびんが 
ギター弾き語りコンサート 
30年連続記念コンサート
クラシックギター1台によるギター弾き語
りコンサート 
日 11/5（金）13:30開演／15:20終演　 
￥ 全席自由 2,000円 
問 いしざかびんが 0277-51-3041

かどむら映子2021コンサート 
「余白」 
自作曲の歌、ピアノの演奏会 
日 11/20（土）14:00開演／16:00終演　 
￥ 全席自由 2,000円 
問 プロジェクト映　かどむら映子 
　 027-326-8071

小林正行と 
レオニード・グルチンのメモリー 
～チャリティーコンサート～ 
日 11/22（月）18:00開演／20:00終演　 
￥ 無料 
問 レヴ・ユリヤ  080-5406-6241

プチコンサート2021 

ピアノ、声楽の発表会 
日 11/23（火・祝）14:00開演／16:15終演
￥ 無料
問 グループトト 090-7275-5759

映画『一粒の麦　荻野吟子の生涯』 
上映会 
日本初の女性医師免許を取得し、男女平等
運動に尽力した荻野吟子を描いた映画 
日 11/27（土）10:30開演／12:30終演
　　　　　　 14:00開演／16:00終演
￥ 一般1,200円（当日 1,500円）
　 高・大学生 1,200円 
　 小・中学生・障がいのある人 1,000円
問 株式会社現代ぷろだくしょん
　 03-5332-3991  

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 無休第35回たかさき能

高崎の秋の風物詩「たかさ
き能」
一流の出演者による幽玄の
世界です 
日 11/7（日） 
　 15:00開演／17:00終演
￥ 指定席 4,000円（当日 4,500円）
　 特別ペアチケット 7,000円（限定50組）
　  自由席 2,000円（当日 2,500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

合唱団「さくら」オータムコンサート
結成8周年初演奏会。約50名の混声ハーモ
ニーとゲストによるマリンバの饗宴

日 11/23（火･祝）14:00開演／16:00終演
￥ 整理券 
問 合唱団「さくら」  080-6506-3993 

撮影：吉越 研「景清」

TICKET BUS

［出演］井上道義（指揮）、林英哲＆英哲風雲
の会（太鼓）
日 11/20（土）16:00開演（15:00開場）
会 高崎芸術劇場 大劇場
￥ 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

問 群馬交響楽団事務局 
　 027-322-4944（平日10:00～18:00）

井上道義（指揮） 林英哲（太鼓）

©Hikaru Hoshi©Hikaru Hoshi ©M.Tominaga©M.Tominaga

第573回定期演奏会
群馬交響楽団

TICKET ＊窓口のみ

TICKET ＊窓口のみ
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［期間］12/16～3/10（計12回）の木曜日
［コース］午前コース10:30～11:30
［参加料］3,500円　［定員］50名

●第3期健美操教室
［期間］2022/1/11～3/15（計10回）の火曜日
［コース］午前コース10:30～11:40、夜間コース19:20～20:30
［参加料］3,000円　［定員］午前120名、夜間50名

●第3期シェイプアップエアロビクス教室

［期間］2022/1/13～3/17（計10回）の木曜日
［コース］夜間コース19:30～20:30
［参加料］3,000円　［定員］150名

●浜体ボクシングエクササイズ教室

［期間］2022/1/13～3/17（計10回）の木曜日
［コース］午後コース13:30～15:00 
　　　　※持ち物：ダンベル（500mlペットボトル×2本でも可）
［参加料］3,000円 ［定員］150名

●第3期木曜ストレッチ教室

［期間］2022/1/7～3/18（計10回）の金曜日
［コース］午後コース13:30～15:00
［参加料］3,000円 ［定員］140名

●第3期金曜ストレッチ教室

〒370-0864 高崎市石原町3892-7　 027-327-3977 〒370-0081 高崎市浜川町1487　 027-344-1551

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。

【応募先】
〒370-0081　高崎市浜川町1487　浜川体育館
 ＊武道館で開催の教室も応募先は浜川体育館です。
　ご注意ください。

【問い合わせ】  
027-344-1551 
■申し込みは、１教室につき、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、電話番号を記入のうえ、
浜川体育館へ応募してください。

JR高崎駅から徒歩8分

■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 11/1（月）、8（月）、15（月）、22（月）、29（月） 

●プログラミング「スノードームづくり」

［日時］11/28（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］11/18（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、雪が
積もっていくスノードームの画像をつくります。

●「年賀状づくり」

［日時］12/5（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］11/25（木）

年賀状作成ソフトを使って年賀状をつくります。

パソコン教室 要申し込み

［日時］12/18（土）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］18人　［費用］500円　［締切］12/2（木）

●クリスマスキャンドルを作ろう
ろうを溶かしてカラフルなキャンドルを作ります。

●クリスマスリースを作ろう（木工）

［日時］12/11（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］12人　［費用］500円　［締切］11/25（木）

ツリー型の木片に色を塗りステキなデ
コレーションをしましょう。

科学／木工工作教室 要申し込み

①希望の教室名　②開催日
③児童生徒名・学年
④保護者名　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

プラネタリウム
￥ 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

※11/16（火）～11/19（金）は番組入替のため、投映はありません。

※下記の方は無料（窓口で整理券をお渡しします。）

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～

クリスマス特別番組（冬の星座解説を含む約40分）
11/20（土）～12/26（日）期間 

【火～金】①14:00～、②15:30～
【土・日・祝日】①11:00～、②13:30～
 　　　　　  ③14：45～、④16：00～

時間

クリスマスファンタジー2021

「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

■11/20（土）以降はクリスマス特別番組のみの投映です。 
■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。

●月と惑星を見よう
［日時］11/12（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。

今大会は新体操の男女個人・団体競技日本一を決める大会で、高崎アリーナでは2度目
の開催となります。女子は2022年アジア選手権、世界選手権、ワールドユニバーシティ
ゲームズへの予選も兼ねています。女子はフープ・ボール・クラブ・リボン、男子はス
ティック・リング・ロープ・クラブの演技を行います。また、道具を使わずに行う徒手の
男子団体と、ボール、フープ+クラブの2種目で競う女子団体もあります。

第74回全日本新体操選手権大会

※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、主催者のホームページをご覧ください。

［主催・問い合わせ］公益財団法人 日本体操協会　［後援］高崎市、公益財団法人 高崎財団　 ［主催・問い合わせ］公益財団法人 日本体操協会　［後援］高崎市、公益財団法人 高崎財団　

全国9ブロックの予選を勝ち抜いた選手が出場します。個人種目は女子がフープ・ボー
ル・クラブ・リボン、男子がスティック・リング・ロープ・クラブの4種目です。5人で
ボールを使って行う女子団体、徒手で演技する男子団体も行います。女子は、世界ジュニ
ア選手権、アジアジュニア選手権の第一次予選も兼ねています。

Chacott CHAMPIONSHIPS
第39回全日本ジュニア新体操選手権大会

11/12（金）～11/14（日）無観客開催 11/26（金）～11/28（日）無観客開催

〒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。

11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
〒370-0846 高崎市下和田町4-1-18　 027-329-5447

スポーツ

浜川体育館 武道館

【申込期間】11/15（月）～11/30（火） 【申込期間】11/1（月）～11/15（月） 

トピックス

プロ専用のレコーディングスタジオ TAGO 
STUDIO TAKASAKIが音楽レーベル「TAGO 
STUDIO RECORDS TAKASAKI（タゴスタ
ジオ・レコーズ・タカサキ）」を設立しました。

TAGO STUDIO TAKASAKIは、全国でも
類を見ない、市営のレコーディングスタジオ
として2014年3月に開館。これまでに250
以上の作品が世に送り出されています。
同スタジオ運営責任者の多胡邦夫さんが

レーベルの代表を務め、群馬県内で活躍するアマチュアミュージシャンの楽曲制作からレ
コーディング、デビューまでを全面的にバックアップ。レーベルの収益の一部は、地域の子
どもたちへの楽器購入などに活用されます。
デビュー第一弾となるアーティストは、KIE Anderson（キエ アンダーソン）さん。2019年

に開催されたTAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVALで最優秀賞を受賞し、多胡さ
んも「歌に込める力がずば抜けている」と認めるシンガー・ソングライターです。デビュー
曲「ピンクレモネード」は、各種音楽配信サービスで10月4日から配信されています。

10月4日、高崎芸術劇場スタジオシアターでの記者会見。（左から）富岡賢治市長、KIE 
Andersonさん、多胡邦夫さん。楽曲のヒットを祈願して、だるまが贈呈されました。

キエ アンダーソン

シンガー・ソングライター。1997年1月26日生まれ。
子供の頃から歌うことが大好きで小学6年生の時にギターを始める。 中学2年
生の頃から路上ライブを始め、何をやっても褒められない自分が、歌だけは褒
められることが嬉しくてシンガーソングライターを目指し始める。
群馬県を中心に活動し、数々のオーディションで賞を獲得。2019年 TAGO 
STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVALでは最優秀賞を獲得。2021年
TAGO STUDIO RECORDS TAKASAKI 第一弾アーティストとしてデジタ
ルシングル「ピンクレモネード」でデビュー。

TAGO STUDIO RECORDS 
TAKASAKIの公式WEBから「ピン
クレモネード」のミュージックビデ
オをご覧いただけます。©TAGO STUDIO

 KIE Andersonさんがデビュー曲「ピンクレモネード」を演奏。軽快なテンポで、伸びのある歌声を披露しました。

2016年、2019年に開催した「TAGO 
STUDIO MUSIC FESTIVAL」でのア
マチュアオーディションなどを通じ
て、群馬、高崎にも素晴らしい才能が
たくさん転がっていることを目の当た
りにした。その原石を一緒に磨き上げ
て、プロとして世に送り出したいとい
う思いからレーベルの立ち上げに至っ
た。地域の皆さんの心を温かくするよ
うな音楽を作り、その音楽が幸せと一
緒に循環していくようなレーベルにし
ていきたい。

多胡邦夫さん

「音楽のある街 高崎」で日本中の若
いアーティストたちが音楽を作り、
発表できるチャンスを得られるよう、
2014年にこのスタジオを作った。その
当時から、いずれは“高崎サウンド”
の新たなトップミュージシャンを、そ
して素晴らしい楽曲を世に送り出した
いという思いがあった。このレーベル
により、その夢に確実に一歩近づい
た。ビートルズが生まれたリヴァプー
ル、エルヴィス・プレスリーのメン
フィスのように、高崎が世界中の音楽
ファンの憧れの場所になってほしい。

富岡賢治市長

"高崎サウンド"を世界へ発信！
音楽レーベル「TAGO STUDIO RECORDS TAKASAKI」誕生
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TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示～11/7（日）開催期間

11/20（土）～2022/1/16(日)開催期間

～12/5（日）開催期間

オーギュスト・ルノワール 《帽子のピン留め》 1898年 カラー・リトグラフ
（「版画でめぐる印象派とその時代」出品作品）

上村松園 《京美人之図》 1932-35年頃 株式会社ヤマタネ蔵 山田かまち 《川のある風景》 水彩・紙 江戸時代 紅板締め（ベニバナ染）の襦袢・背部分

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。

＊（ ）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

『サマー・オブ・ソウル（あるいは、革命がテレビ放映されなかった時）』
10/30（土）～11/12（金）

50年間封印されていた
音楽フェスの頂点、ついに解禁！

1969年の夏。ニューヨークで30万人
が熱狂した黒人音楽の祭典“ハーレム・カ
ルチュラル・フェスティバル”が開催され
ていた。このフェスの模様を撮影した映像
は長らく地下室に眠っていたという。ライ
ブ映像に時代を深掘りする記録映像、関係
者の今の証言を織り込んだ音楽ドキュメン
タリーを超えた生きたアメリカ文化史。

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

映画ミーツ浪曲
11/14（日）14:30開演

映画と浪曲をセットで楽しむ
1日限りのイベント！
日本映画の歴史に影響を与えた伝統芸能・浪
曲と映画を一緒に鑑賞するイベントです。映画
は浪曲の定番「天保水滸伝」の大人気キャラ・
平手造酒を片岡千恵蔵が演じた傑作『春秋一刀
流』を16mmフィルム上映。上映後は浪曲師・
玉川奈々福さん、曲師（三味線）沢村豊子さん
による「平手の駆けつけ」で浪曲の魅力を存分
にご堪能いただきます。

※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　映画と浪曲セットで2,500円

©2021 20th Century Studios. All rights reserved.

1939年　日本　1時間14分
監督：丸根賛太郎
出演：片岡千恵蔵／沢村国太郎／志村喬／轟
夕起子

©日活

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 11/1（月）・4（木）・8（月）～12（金）・15（月）・22
（月）・24（水）・29（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 11/1（月）・4（木）・8（月）・15（月）・22（月）・24
（水）・29（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 11/1（月）・4（木）・8（月）～19（金）・22（月）・

24（水）・29（月）

￥ 一般200円（160円）
　 大高生160円（100円）

￥ 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 11/1（月）・4（木）・8（月）・15（月）・22（月）・24
（水）・29（月）
＊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

彩・色を楽しむ収蔵作品展 　

11/13（土）～12/26（日）開催期間

版画でめぐる印象派とその時代
―マネ、ルノワールからゴーギャンまで―

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

2021年　アメリカ　1時間58分
監督：アミール“クエストラブ”トンプソン
出演：スティーヴィー・ワンダー／ニーナ・シモン／
スライ&ザ・ファミリー・ストーン／B.B.キング
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