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キューバ出身のピアニスト、アルフレッ
ド・ロドリゲスさんの来日公演。世界の音
楽要素を取り込む独創的なアレンジを
ジャズ・トリオでお楽しみください。

［出演］アルフレッド・ロドリゲス（ピア
ノ、ヴォーカル）、パナギオティス・アンド
レウ （ベース）、マイケル・オリヴェラ（ド
ラムス）
［料金］全席指定 5,500円（U-25 2,000円）
［チケット］発売中

©Yuji Hori

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

70年代に世界中を虜にしたフィリップ・
ジョーンズ・ブラス・アンサンブルの偉業
を称え、ブラスアンサンブル界をリード
する金管プレーヤーが集結します。

［出演］佐藤友紀＊、川田修一、重井吉彦、
安藤友樹、（トランペット）、福川伸陽＊
（ホルン）、青木昴＊、越智大輔、鳥塚心
輔、藤井良太（トロンボーン）、次田心平＊
（テューバ）、秋田孝訓（パーカッション）
＊はARK BRASSコアメンバーです
［曲目］シャイト／戦いの組曲、ヘイゼル
／クラーケン　ほか
［料金］全席指定 5,000円（U-25 3,000円）
［チケット］発売中

7/18（月・祝）14:00開演（13:15開場）

©井村重人

T-Shotシリーズ vol.7 
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

谷昂登
ピアノ・リサイタル

音楽ホール

2003年生まれの気鋭のピアニスト。美し
く力強い鮮やかな音色とダイナミックで
繊細かつ清潔感あふれる演奏にご期待く
ださい。

［出演］谷昂登（ピアノ）
［曲目］スクリャービン／幻想曲 ロ短調
Op.28、シューマン／幻想曲  ハ長調 
Op.17、チャイコフスキー／「四季」-12
の性格的描写より10月「秋の歌」、クライ
スラー=ラフマニノフ／愛の悲しみ、リ
スト／ピアノソナタ ロ短調 S.178
［料金］全席指定 2,000円
［チケット］発売中

6/16（木）13:30開演（12:45開場）

©井村重人

T-Shotシリーズ vol.8 
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

柴田花音
チェロ・リサイタル

音楽ホール

カナダ・トロントで研鑽を積むチェロ界
の逸材。美しい音色に彩られた華のある
演奏をお楽しみください。

［出演］柴田花音（チェロ）、鈴木慎崇（ピア
ノ）
［曲目］シューマン／アダージョとアレグ
ロ、ヒンデミット／無伴奏チェロ・ソナタ 
Op.25-3、シュニトケ／チェロ・ソナタ 
第1番、カステルヌオーヴォ＝テデスコ
（ピアティゴルスキー編）／歌劇《セビリ
アの理髪師》より「フィガロ」、プロコフィ
エフ／チェロ・ソナタ ハ長調 Op.119
［料金］全席指定 2,000円
［チケット］発売中

8/18（木）13:30開演（12:45開場）

第19回高崎演能の会

スタジオシアター

高崎市出身の観世流シテ方能楽師・下平
克宏さんによる本格的な能楽公演です。
今回は「源氏物語」や「平家物語」を題材に
した二つの能の名曲を上演。また、野村萬
斎さんが狂言「鍋八撥」を演じます。

［出演］下平克宏、野村萬斎 ほか
［演目］能「敦盛」「葵上」、狂言「鍋八撥」
［料金］全席指定 S席 10,000円　A席 8,000
円　Ｂ席 5,000円  
［チケット］完売御礼

7/10（日）13:30開演（12:30開場）

photo by annawebber

アルフレッド・ロドリゲス・
トリオ

スタジオシアター

6/12（日）18:00開演（17:15開場）

大劇場

ブロードウェイ・クリエイター×日本の若
き才能が贈る 世界初演ミュージカル。

［出演］有馬公生（Wキャスト）／小関裕太
（6/4 12:00、6/5）、 木村達成（6/4 17:00）、
宮園かをり／生田絵梨花、澤部椿／唯月
ふうか、渡亮太（Wキャスト）／水田航生
（6/4 12:00）、寺西拓人（6/4 17:00、6/5）
［料金］全席指定 S席 12,000円　A席 9,000
円　B席 5,000円 ※1回の申込みで購入で
きる枚数は1公演4枚までです。
［チケット］発売中

BUS

ミュージカル
「四月は君の嘘」

6/4（土）12:00開演（11:00開場）
　　　　　17:00開演（16:00開場）

6/5（日）12:00開演（11:00開場）

presented by
クインシー・ジョーンズ・プロダクションズ

BUS

新国立劇場バレエ団
「不思議の国アリス」

6/18（土）14:00開演（13:15開場）

大劇場

世界中で愛されるルイス・キャロルの物
語を、振付・音楽・美術の各界の気鋭アー
ティストが集結して創る新時代の舞台。

［出演］新国立劇場バレエ団、アリス／米
沢唯（6/18）、小野絢子（6/19）、ハートの
ジャック／渡邊峻郁（6/18）、福岡雄大
（6/19）
［料金］全席指定 S席 12,000円　A席 
10,000円　B席 8,000円 C席 5,000円（U-
25 2,000円）※4歳未満のお子様の入場
はご遠慮ください。※お子様も1人1枚チ
ケットをお求めください。
［チケット］発売中

6/19（日）14:00開演（13:15開場）

舞台写真：鹿磨隆司 ©Shin-Yamagishi

大劇場

BUS

6/29（水）19:00開演（18:00開場）

新シリーズ第2弾は、映画音楽名作選。か
つてジョン・ウィリアムズのアシスタン
トを務めた原田慶太楼の指揮でお贈りし
ます。

［出演］原田慶太楼（指揮）、須川展也（サク
ソフォン）＊、群馬交響楽団（管弦楽）
［曲目］《スーパーマン》マーチ、《キャッ
チ・ミー・イフ・ユー・キャン》から エスカ
ペイド＊、《スター・ウォーズ》組曲 ほか
＊は須川展也さん演奏曲です
［料金］全席指定 S席 5,000円（U-25 2,500
円）、A席 4,000円（U-25 2,000円）、B席
3,000円（U-25 1,500円）
［チケット］残席僅少

群馬交響楽団×高崎芸術劇場

～ジョン・ウィリアムズ
コンサート～

ＧＴシンフォニック・コンサート vol.2
『映画音楽名作選１』 
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辰巳ゆうとコンサート2022
日 7/10（日）14:00開演（13:30開場）
会 高崎市文化会館
￥ 全席指定 4,400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）

大黒摩季 
MAKI OHGURO 30th Anniversary 
Best Live Tour 2022-23 
−SPARKLE− Season I
日 7/16（土）17:00開演（16:00開場） 
会 大劇場
￥ 全席指定 7,800円
　※4歳以上は有料（4歳未満の乳幼児は無
　　 料。ただし席が必要な場合は有料）
問 桐生音協
　 0277-53-3133（平日9:00～17:00）

東京バレエ団 
〈HOPE JAPAN 2022〉
日 7/25（月）19:00開演（18:15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　 C席 4,000円
    ※学生（6歳～高校3年生）の人は各席種半額
問 NBSチケットセンター
　 03-3791-8888（平日10:00～16:00）

スキマスイッチ 
TOUR 2022 "café au lait"
日 7/30（土）18:00開演（17:00開場） 
会 大劇場
￥ 全席指定 9,000円
 　※小学生以上、チケット必要
問 ソーゴー東京 03-3405-9999

爆笑!!お笑いフェス㏌群馬
日 7/31（日）①11:30開演（11:00開場）
　　　　　  ②15:00開演（14:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 4,070円
問 グッドラック・プロモーション（株）
　 086-214-3777（平日10:00～17:00）

空間あいサロンコンサートVol.IX 
クリスティーナ・ヴァツロヴァ＆ 
大嶋義実　デュオ・リサイタル
日 7/2（土）16:00開演（15:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　ペア券 5,000円
問 空間あい 090-1815-4608
　 info@kuukanai.com

岡部唯　ピアノ・リサイタル
日 7/3（日）13:30開演（12:45開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 1,500円
　 高校生以下 1,000円
問 リサイタル実行委員会
　 chaico.kiki.8@gmail.com

野口五郎・岩崎宏美 
2022プレミアムコンサート 
～Eternal Voices～　
日 7/6（水）15:00開演（14:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 S席 8,500円　A席 7,000円
　  B席 5,500円
　※高崎芸術劇場での取り扱いはS席のみ
問 株式会社キョードー東北
　 022-217-7788

発売中チケット

TICKET

TICKETWEB

TICKETWEB

西村由紀江ピアノコンサート 
～あなたに最高のしあわせを～

日 6/25（土）13:00開演（12:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 5,500円
問 オフィスK 080-5515-0787

GoluOlu　ゴスペルコンサート
日 6/25（土）17:00開演（16:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 1,000円
　※4歳以上、チケット必要
　※3歳以下、保護者1人につき1人膝上鑑
　　賞可（無料）。席が必要な場合は有料
問 GoluOlu代表　杉山有紀
　 090-2315-2728  

陸上自衛隊中央音楽隊高崎演奏会

日 6/26(日)14:00開演（13:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 無料
　（要申し込み。6/8（水）まで）
問 高崎市文化課
　 027-321-1203

Concerto Vocale di 
Gruppo Angeli  
グルッポ　アンジェリ 
声楽コンサート
日 6/12（日）13:00開演（12:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 無料
　※4歳未満入場不可
　 ※ご来場の際はメールにて事前申込を
　　  お願いします
問 グルッポ・アンジェリ
　 080-2061-9814 （カンダ）
　  gruppoangeli22@gmail.com

ぐんまフルートアンサンブル 
第2回定期演奏会
日 6/19（日）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）
　 学生・65歳以上 1,000円（当日 2,000円）
　 ※未就学児（静かに聴ける子）は無料
問 ぐんまフルートアンサンブル
　 080-5473-2969（コバヤシ）

デニス・ブリアコフ 
フルートリサイタル2022 
高崎公演

日 6/24（金）19:00開演（18:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,500円　学生 1,500円
問 株式会社グローバル企画営業部
　 03-5389-5111

トリオ・アンファリア 
～ロマンの煌き～
日 6/4（土）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　 学生 1,500円
問 群馬交響楽団事務局 027-322-4316
　（平日10:00～18:00）
　トリオ・アンファリア公式Facebook
　 https://www.facebook.com/Trio-

Anfalia-286019988201796/

TSUYOSHI NAGABUCHI 
CONCERT TOUR REBORN 
2022 with THE BAND

日 6/11（土）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 S席 11,000円　A席 9,500円
問 ホットスタッフ・プロモーション
　 03-5720-9999（平日12:00～18:00）

10-FEET 
25th ANNIVERSARY  
ONE-MAN TOUR 2022

日 6/11（土）18:00開演（17:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 4,290円 完売御礼
問 シグナス
　 028-637-9999（平日12:00～17:00）

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）

TICKET

TICKET

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

TICKETWEB

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（当日券の取扱いは主催者による）

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歳以下の人が対象です。

■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

◎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

展示情報をお届けしています！

6/3（金）～8（水） 第5展示室
高崎経済大学　彩展
美術部員が制作した絵画の展示
問 高崎経済大学美術部
　 ts20267nk@tcue.ac.jp

6/3（金）～8（水） 第6展示室
第29回ぐんま森の会展
会員による静物・風景・人物画等の油彩画を
展示
問 ぐんま森の会 090-4615-1217

6/17（金）～22（水） 第1展示室
第38回　群馬独立展
会員による洋画の展示
問 群馬独立 090-2172-5005

6/17（金）～22（水） 第2展示室
群馬作家展
県内在住の職業作家の展示会
問 群馬作家協会 090-2759-2741

6/17（金）～22（水） 第6展示室
第33回仲間たちの写真展
風景写真など約50点を展示
問 全日本写真連盟　高崎支部
　 027-363-0970

6/2（木）～8（水） 第4展示室
第8回髙櫻 誠 絵画展
川越の街道や尾瀬ヶ原等の風景を中心にし
て小鳥や花などの自然を描いた作品展
問 髙櫻 誠 090-4843-5210 

6/3（金）～8（水） 第2展示室
第29回 現代水墨 琤墨会 水墨画展
斬新な水墨画の技術向上のための作品展
問 現代水墨 琤墨会 027-323-6199

6/3（金）～5（日） 第3展示室
写真展（個展）
2018年に運転を終了した115系(通称かぼ
ちゃ電車)の居た風景を撮影した写真を展示
問 髙橋 晴夫 0495-21-7296 

文化施設イベントスケジュール

BUS
BUS

6月の公演の
詳細はこちら JUNE

20226 TICKET ＊窓口のみ

PICK UP!

6/24（金）～29（水） 第5展示室
The Ramblers（第1回）逍遥五人展 
～山、里、街を撮る、描く、遊ぶ
旅先の風景絵画と写真を展示
問 The Ramblers
　 tagasoba@yahoo.co.jp

6/24（金）～29（水） 第6展示室
高崎写真研究会フォトクラブ 
「光景写」第21回作品展
問 高崎写真研究会フォトクラブ「光景写」
　 090-4711-5706

6/30（木）～7/6（水） 第6展示室
ドバイ凱旋記念 
南法聖観私想仏画展
￥ 入場料（前売・当日）1,000円
問 南法聖観私想仏画展 090-5531-1197

6/24（金）～29（水） 第4展示室
絵画展
会員5人による絵画・能面・人形等の展示
問 斗南美術協会 027-252-1709

6/24（金）～29（水） 第1展示室・予備室
第38回　ぐんま版画展
群馬ゆかりの版画家の作品を展示
問 群馬版画家協会 080-1108-0821

6/23（木）～29（水） 第3展示室
チャリティ写真展「華」
コロナ禍にある子ども達に希望と生きる喜
びを伝えることを目的とした写真展
問 チャリティ写真展「華」実行委員会
　 090-6149-2601

TICKETWEB

ピアノ発表会
生徒10数名によるピアノの演奏会
日 6/5（日）14:30開演／16：45終演
￥ 全席自由 無料
問 山崎ピアノ教室　 027-324-3538

高崎演奏家協会 
サマーコンサート
クラシック音楽の小編成アンサンブル
日 6/17（金）18:30開演／20:30終演
￥ 全席自由 無料
問 高崎演奏家協会
　 tma-fg-kh＠outlook.jp

矢井田 瞳　弾き語りツアー2022 
～Guitar to Uta～
アコースティックコンサート（7/16高崎
clubFLEEZ振替公演）
日 6/18（土）18:00開演／20:00終演
￥ 全席自由 一般 6,000円
問 有限会社シグナス 028-651-2977

羽切照代　愛の歌コンサート
シャンソン・カンツォーネ・日本の歌
日 6/20（月）14:00開演／16：00終演
￥ 全席自由 一般 3,000円
問 羽切照代 090-5426-3624

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

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）

からす川音楽集団サマーコンサート
吹奏楽コンクール課題曲やなじみ深い曲を
中心にお届けします。

日 6/5（日）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 無料
問 からす川音楽集団 090-1887-3863

高崎パイロットクラブ主催 
「チャリティー癒やしのコンサート」
手塚菊子（クラリネット）と宮澤達也（ギ
ター）が奏でる世界の音楽。ロビーにて絵画
展も同時開催 
日 6/25（土）13:30開演／15:00終演
￥ 全席自由 無料
問 高崎パイロットクラブ 027-322-3672

ガエタノ・デスピノーサ
（指揮）

南紫音（ヴァイオリン）
©Kei Uesugi

［出演］ガエタノ・デスピノーサ（指揮）、南紫音（ヴァイオリン）＊
［曲目］シャブリエ／狂詩曲《スペイン》
　　　ラロ／スペイン交響曲 Op.21＊
　　　プロコフィエフ／交響曲 第5番 変ロ長調 Op.100
［料金］全席指定 SS席 6,500円 残席僅少　S席 5,500円　A席 5,000円
　　　B席 4,000円　C席 3,000円

シャンソンを高崎のまちに広めようと、女性5人で活動する
「サンク ル カドー」。聴く人の心と体を潤す歌声を届ける。

［出演］三井久味子、Sachi、長壁てる子、関美枝子、Keiko、
　　　店網邦雄（ベース）、ミルトン富田（ドラム）、
　　　花井研（ピアノ）、藤山正史（シンセサイザー）
日 7/21（木）13:30開演（12:30開場）
会 高崎芸術劇場 スタジオシアター
￥ 全席指定 2,000円
問 サンク ル カドー事務局 090-3344-7336

～シャンソンが聞こえる高崎～
サンク ル カドー　コンサート

皆さんからのメッセージを　
　動画でご覧いただけます

▲

群響「群馬ブラスクインテット」× 
箕郷中・群馬中央中・ 
群馬南中ジョイントコンサート 
（特別公演）
群馬ブラスクインテットが、箕郷中、群馬中
央中、群馬南中と個別に合同演奏する公演
日 6/19（日）14:00開演（13:30開場）
会 箕郷文化会館
￥ 全席指定 無料（1人2枚まで）
　 5/27（金）10:00～発券
問 箕郷文化会館 027-371-7211
　 misato-bunkakaikan@city.takasaki.
         gunma.jp

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

TICKET ＊窓口のみ

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39回群馬県立高崎女子高等学校 
音楽部定期演奏会
合唱とミュージカルの演奏

日 6/11（土）17:00開演／19:30終演
　 6/12（日）13:00開演／15:30終演
￥ 全席指定 無料（要申し込み）
問 群馬県立高崎女子高等学校音楽部
　 027-362-2585

6/25（土） 16:00開演（15:00開場） 大劇場

＊印は南紫音さん演奏曲です

・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

第579回定期演奏会群馬交響楽団
TICKETWEB BUS

東日本大震災復興支援 
おだわらともお 
オカリナの風　コンサート
日 6/26（日）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 大人 2,500円
　 高校生以下 500円
　 ※4歳未満入場不可
問 080-6660-0599（小田原）

TICKETWEB
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スポーツ

■教室ごとに1人1通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。

〒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。

その他

6月は
19:30以降が見頃です
天候はWEBからご確認いただけます

※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、各主催者のホームページをご覧ください。

6/11（土）・12（日）
第1回全日本空手道体重別選手権大会
6/11 女子組手競技、6/12 男子組手競技
日本空手道界の若き精鋭たちで、各階級の初代日本一を決める大会です。
［料金］2,000円～5,000円 ※席種によって異なります
［チケット］チケットぴあ
［主催・問い合わせ先］公益財団法人 全日本空手道連盟 03-5534-1951
［後援］高崎市、公益財団法人 高崎財団

〒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

科学工作教室 要申し込み

●海ホタルを作ろう

［日時］6/25（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］6/9（木）

薬品で作った色カプセルを、水の入ったペットボトル
に入れて海ホタルを作ります。

●メカホッパーを作ろう

［日時］7/9（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］1,000円　［締切］6/23（木）

太陽光発電で動くバッタ型のロボットを作ります。

●プログラミング6月・低学年向け

［日時］6/12（日）9:30～12:00　［会場］パソコン室
［対象］小学1・2年生（保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］6/2（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、簡単な動画
等をつくり初歩的なプログラミングを体験します。

●プログラミング7月・低学年向け

［日時］7/10（日）9:30～12:00　［会場］パソコン室
［対象］小学1・2年生（保護者同伴）
［定員］6人　［費用］無料　［締切］6/30（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使って、簡単な動画等
をつくり初歩的なプログラミングを体験します。

●プログラミング6月・中高学年向け

［日時］6/26（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］6/16（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。　

パソコン教室 要申し込み

子ども向け番組（春の星座解説を含む約35分）

忍たま乱太郎の宇宙大冒険

太陽系のお友だちの段
with コズミックフロント☆NEXT

～6/5（日）期間 

【火～金】15:30　【土・日・祝日】①11:00 ②14:45 時間

子ども向け番組（夏の星座解説を含む約35分）

ムーミン谷のオーロラ

6/11（土）～11/13（日）期間 

【火～金】15:30　【土・日・祝日】①11:00 ②14:45 時間

サイエンス

■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。
■曇りや雨のときはホールで解説を行います。

●初夏の天体を見よう［日時］6/17（金）19:30～
天文教室 無料・事前申し込み不要

■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。

～6/5（日）期間 

【火～金】14:00　【土・日・祝日】①13:30 ②16:00時間

一般番組（春の星座解説を含む約40分）

I
イ ン ヘ リ ッ ト
NHERIT ーはやぶさ2・宙

そら
への夢と挑戦をのせてー

日本科学未来館との共同制作番組

6/11（土）～9/4（日）期間 

【火～金】14:00　【土・日・祝日】①13:30 ②16:00時間

一般番組（夏の星座解説を含む約40分）

プラネタリウム 夏番組

※5/31（火）・6/7（火）～10（金）は、番組入替等のため投映がありません。

プラネタリウム ￥ 一般320円（団体260円（20人以上））
●小中学生以下、65歳以上の人　●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人及び付き添いの人1名

※下記の方は無料（窓口で整理券をお渡しします。）

対象は市内在住・在学の人に限ります。 
メールに右記の必要事項をご記入の上、少年科学館に応募してください。

科学工作／パソコンの申し込み方法
①希望の教室名　②開催日　③児童生徒名（ふりがな）・学年　④保護者名　⑤郵便番号と住所　⑥電話番号 【必要事項】
tenji@t-kagakukan.or.jp  ＊必ず返信メールをご確認ください。【応 募 先】

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 5/30（月）、6/6（月）、13（月）、20（月）、27（月）

※関連展示も行います。『INHERIT』
6/12（日）・19（日）、10:00～日時

特別投影（星座解説なし、約30分）

Akito Tani

Ryota Higashi

Canon Shibata

トピックス

ウクライナ支援募金に
ご協力をお願いします

高崎芸術劇場
シアターカフェ＆レストラン
オープンカフェ営業中！

高崎財団では、高崎市が実施している避難民支援を目的とした募金箱を高崎
芸術劇場（2階 チケットカウンター）と高崎アリーナ（1階 高崎アリーナ受付内）
に置いています。
さらに高崎芸術劇場では、2023年1月にウクライナ国立歌劇場を招いて『カ
ルメン』＆『アイーダ』の上演を予定しており、同国立歌劇場支援のための募金
箱を同時に設置。寄せられた募金は、公演時に直接贈呈し、活動再開に役立て
ていただく予定です。2階チケットカウンターの他、主催する公演でホワイエ
に募金箱を設置し、来場者に呼びかけています。
皆様のご協力をお願いいたします。

高崎芸術劇場 大友直人芸術監督が推薦する新進気鋭の若手演奏家
を、幅広いファンの皆様に紹介する同劇場オリジナルの企画「T-Shot
シリーズ」。2020年10月に始動した企画で、これまでに6公演開催し
ました。公演を見逃してしまった人も、もう1度演奏が聴きたい人も
安心してください。当シリーズでは、豊かな響きを誇る当劇場音楽
ホールでのリサイタルに加え、ライブ録音とセッション録音、映像撮
影を実施し、CD＆DVDを制作しています。高崎芸術劇場2Fチケッ
トセンターで好評発売中です。

3人の音色が高崎に戻ってきます
T-Shotシリーズの出演者が、高崎芸術劇場に戻ってきます。ピア

ノの尾城杏奈さん、ヴァイオリンの荒井里桜さん、チェロの岡本侑也
さんが、9月19日（月・祝）に行われるGTシンフォニック・コンサー
ト・シリーズvol.3「三大コンチェルト」に登場（表紙参照）。T-Shotの
公演を経て、さらに磨きのかかった3人の音色を、群馬交響楽団との
協演でお贈りします。

2022年も期待の3人が登場
2022年も注目の新星3人の公演を用意しています。出演する皆さ

んから公演の聴きどころや意気込みについてメッセージをいただきま
した。

クラシック界の若き逸材の音色を堪能

高崎芸術劇場 大友直人Presents T-Shotシリーズ

©井村重人

チケット発売中

チケット発売中

谷 昂登 ピアノ・リサイタル

6/16（木）13:30開演（12:45開場）

©井村重人

©Ryu Matsuda

vol.7

vol.8

vol.9
全公演共通 【会場】高崎芸術劇場　音楽ホール　【料金】全席指定 2,000円

※各公演の曲目等の詳細は本紙2・3ページやWEBをご覧ください

柴田 花音 チェロ・リサイタル

8/18（木）13:30開演（12:45開場）

今回はリサイタル、レコーディング、DVD 撮影といっ今回はリサイタル、レコーディング、DVD 撮影といっ
た充実した企画でとても楽しみにしています。た充実した企画でとても楽しみにしています。

調性としても共通点の多いプログラムとなっておりま調性としても共通点の多いプログラムとなっておりま
す。ぜひ6/16高崎芸術劇場でお会いできるのを楽しみにす。ぜひ6/16高崎芸術劇場でお会いできるのを楽しみに
しております。しております。

今回のプログラムは、どれも色彩、キャラクター豊か今回のプログラムは、どれも色彩、キャラクター豊か
な曲ばかりで、その世界観を多くの方々 にお届けできたな曲ばかりで、その世界観を多くの方々 にお届けできた
らと思います。らと思います。

初めて高崎に伺えること、そして皆様にお目にかかれ初めて高崎に伺えること、そして皆様にお目にかかれ
ることを楽しみにしています。ることを楽しみにしています。

このような素敵な機会をいただけたことに心より感謝このような素敵な機会をいただけたことに心より感謝
し、またとても楽しみにおります。し、またとても楽しみにおります。

高校の時より共演を重ねてきた同級生の尼子さんと共高校の時より共演を重ねてきた同級生の尼子さんと共
に、クリスマスイブに素敵な音楽をお届けできるよう、心に、クリスマスイブに素敵な音楽をお届けできるよう、心
を込めて演奏いたしますので是非お越しください。を込めて演奏いたしますので是非お越しください。

12/24（土）
【チケット発売】 WEB：8/12（金）　電話：8/16（火）　窓口：8/17（水）

東 亮汰  ヴァイオリン・リサイタル

収録曲などの
詳細はWEBへ

vol.1 荒井里桜（ヴァイオリン）

vol.2 亀井聖矢（ピアノ）

vol.3 岡本侑也（チェロ）

vol.4 尾城杏奈（ピアノ）

vol.5 戸澤采紀（ヴァイオリン）

vol.6 上野通明（チェロ）

 T-Shotシリーズvol.1〜6 CD&DVD好評発売中
（高崎芸術劇場2F チケットセンターにて取り扱い）

高崎芸術劇場１階のシアターカフェ＆
レストランでは、オープンテラス席
を開放しています。お客様に爽や
かな時間を楽しんでいただくた
め、植栽などを設置。利用し
やすい空間を用意しておりま
す。緑に囲まれた癒やしの
空間で、ぜひゆったりとお
食事やティータイムをお楽
しみください。

vol.1〜vol.4は高崎市中央図書館で貸し出しています

13:30開演（12:45開場）
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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。

映画情報 Film information

※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。

TAKASAKI CITY DYE PLANT BOTANICAL GARDEN

常設展示～6/26（日）開催期間

衣真一郎 《森の中》 2021年 アクリル・木製パネル 作家蔵 上野瑞香 《薊》 2019年 高崎市タワー美術館寄託 山田かまち 《逃げる女》 水彩・紙 黄八丈めゆ工房 《鳶八丈着物》

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。

ミュージアム

～6/19（日）開催期間

～ヨーロッパ・アメリカ・アジア…
　絵画旅日和～

＊（ ）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。

￥ 一般100円（80円）
　 大高生80円（50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 5/30（月）・6/6（月）・13（月）・20（月）・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 5/30（月）・6/6（月）・13（月）・20（月）・27（月）～

30（木）

￥ 一般200円（160円）
　 大高生160円（100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 5/30（月）・6/6（月）～8（水）・13（月）・20（月）・

27（月）
　※6/7（火）・8（水）は染色工芸館は展示替休館
（植物園には入園できます）
＊植物園内への入場は無料（9:00～16:30）

￥ 一般100円　 大高生80円

〒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） 

＊邸内は会期中10:00～11:00、14:00～16:00で公開
休 5/30（月）・6/6（月）・13（月）・20（月）～30
（木）

描く心、伝える想い
収蔵作品展 

あの風景を探しに美術館へ
収蔵作品展

高崎財団では、高崎芸術劇場の公演に出演
する皆さんからのメッセージや本紙Exciting
の特集などを動画で紹介しています。
ぜひご覧ください！

高崎財団YouTubeチャンネル

6/24（金）～7/7（木）

『オードリー・ヘプバーン』

来年没後30年。オードリー・ヘプバーン初のドキュメンタリー映画

時代を超えて愛され続ける偉大な映画スター、オードリー・ヘプバーン。輝かし
いキャリアに反して、彼女の私生活は苦難の連続だった。生い立ちから、女優とな
るきっかけ、後年、世界の子供たちへ惜しみなく愛を捧げたユニセフ親善大使の活
動まで、貴重なアーカイブ映像や近親者へのインタビューとともにヘプバーンの真
の姿を探る。

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。
※全席指定です。 ※ご来館の際はマスクの着用をお願いします。

〒370-0815 高崎市柳川町31
027-395-0483

濱口竜介監督特集上映
《言葉と乗り物》

6/10（金）～26（日） ※6/14（火）・21（火）の上映はありません。

最新作『偶然と想像』までの濱口竜介の歩みをたどる監督作をセレクト上映！

国際映画祭での受賞・ノミネートにより世界で最も注目される映画作家となった
濱口竜介。第35回高崎映画祭最優秀作品賞受賞『偶然と想像』、カンヌ国際映画祭
コンペティション部門選出の快挙を果たした『寝ても覚めても』、東日本大震災の
被災者への聞き取り活動を通し、100年残る記録映画を目指して「語り」を捉えたド
キュメンタリー作品等を上映。

※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。

￥ 当日券のみ（10:30より販売）。鑑賞料金は作品により異なります。

映画情報 Film information
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2020年
イギリス
1時間40分
監督：ヘレナ・コーン
出演：オードリー・ヘプバーン／
　　 ショーン・ヘプバーン・ファーラー／
　　  エマ・キャスリーン・ヘプバーン・
　　  ファーラー

『偶然と想像』
2021年
日本
2時間1分
監督：濱口竜介
出演：占部房子／河井青葉／渋川清彦／
　　 中島歩 ほか

￥ 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

6/9（木）～8/21（日）開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・夏収蔵品展

～6/5（日）開催期間

会場：染色工芸館

色・鳥どり
染織品から飛び立つ鳥たち

企画展
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