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大劇場

ハプスブルク帝国の二大王立歌劇場とし
て称されたハンガリー国立歌劇場。伝統
と実力のオペラハウス、堂々11回目の来
日!

［出演］ハンガリー国立歌劇場管弦楽団／
合唱団
［料金］全席指定 SS席 19,000円　
S席 15,000円　A席 12,000円
B席 9,000円　C席 6,000円（U-25 3,000
円）
●チケット発売
　Web先行：7/1（金）10:00
　電話発売 ：7/3（日）10:00
　窓口発売 ：7/4（月）10:00

11/4（金）18:30開演（17:30開場）

ソリストとして登場する3人は、T-Shotシ
リーズに出演した若手演奏家たち。群馬
交響楽団との協演をお楽しみください。

［出演］大友直人（指揮）、尾城杏奈（ピア
ノ）、荒井里桜（ヴァイオリン）、岡本侑也
（チェロ）、群馬交響楽団（管弦楽）
［曲目］チャイコフスキー／ピアノ協奏曲
第1番 変ロ短調 Op.23、メンデルスゾーン
／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64、
エルガー／チェロ協奏曲 ホ短調 Op.85
［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］発売中

大劇場

9/19（月・祝）14:00開演（13:00開場）

ハンガリー国立歌劇場
『魔笛』

BUS BUS

ナプア・グレイグ率いるフラチーム『Halau 
Na Lei Kaumaka O Uka（ハーラウ・ナ・
レイ・カウマカ・オ・ウカ）』が感動のフラ
ステージをお届けします。

［出演］ナプア・グレイグ、ハワイアン・フ
ラ・ダンサーズ
［料金］全席指定 S席 7,500円　A席 5,000
円
［チケット］発売中

ナプア・グレイグ
with ハワイアン・フラ・ダンサーズ
-Halau Na Lei
Kaumaka O Uka-
JAPAN TOUR 2022

大劇場

8/1（月）18:30開演（18:00開場）

BUS

スタジオシアター

8/13（土）14:00開演（13:15開場）

桂二葉 高崎落語会

令和3年度NHK新人落語大賞で大賞を受
賞した桂二葉による群馬県内初の落語
会。特別ゲストとして、高崎市出身の落語
家・林家つる子も出演予定です。

［出演］桂二葉、林家つる子（特別ゲスト）、
月亭希遊、豊田公美子（三味線）
［料金］全席指定 2,500円（当日 3,000円）
［チケット］発売中

スタジオシアター

高崎芸術劇場のさまざまな機能・設備
を紹介する高崎芸術劇場オープンシア
ター。記念すべき初回は、年に数日しかお
目にかかれない神秘的な能舞台をご紹
介。能楽師による能舞台解説、仕舞「神男
女狂鬼」の鑑賞、すり足体験などを行いま
す。

［料金］無料、30組（1組4人まで）
［申し込み方法］満員御礼
※今後もさまざまな見学・体験イベント
を開催します。乞うご期待!

©FortunaSung

スタジオシアター

8/16（火）19:00開演（18:15開場）

“ミスター・ジャズ・ベース”ロン・カー
ターが、ピアノ＆ギターの名手2人と奏
でるドラムレス・トリオで来日。ジャズの
魅力に酔いしれる特別な夜。

［出演］ロン・カーター（ベース）、ドナル
ド・ヴェガ（ピアノ）、ラッセル・マローン
（ギター）
［料金］全席指定 6,000円（U-25 3,000
円）
［チケット］発売中

photo:Kiyonori Hasegawa

BUS

東京バレエ団
〈HOPE JAPAN 2022〉

大劇場

7/25（月）19:00開演（18:15開場）

バレエを通じて勇気と希望のエールを全
国に届け続けます。 人々を癒し、鼓舞し、
生きる活力を与えるダンスの力を今こそ
感じてください!

［出演］東京バレエ団
［演目］「ボレロ」主演：上野水香、「ギリ
シャの踊り」ソロ：柄本弾、「パキータ」プ
リンシパル：二瓶加奈子、生方隆之介
［料金］全席指定 S席 10,000円　A席 8,000
円　B席 6,000円　C席 4,000円
［チケット］発売中

ロン・カーター 
ゴールデン・ストライカー・
トリオ

群馬交響楽団×高崎芸術劇場

『三大コンチェルト』
ＧＴシンフォニック・コンサート vol.3能舞台

高崎芸術劇場 オープンシアターvol.1

往年の映画の名曲をセレクトし、オーケ
ストラの演奏とともにオードリー・ヘプ
バーン作品の映像もお楽しみいただける
公演です。

［出演］竹本泰蔵（指揮）、笠井信輔（案内役）
［曲目］《ベン・ハー》組曲、《ゴッドファー
ザー》から「愛のテーマ」、《太陽がいっぱ
い》、《ウェスト・サイド・ストーリー》から
「シンフォニック・ダンス」、《ムーン・リ
バー》、《シャレード》、《ローマの休日》
［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］発売中

大劇場

11/11（金）14:00開演（13:00開場）

BUS

©Hiromichi Uchida

T-Mastersシリーズ vol.5
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

小山実稚恵
ピアノ・リサイタル

音楽ホール

日本を代表するピアニストとして最も精
力的な活動を続ける音楽家。堅実であり
ながら情熱に溢れ、圧倒的な安定感のあ
る演奏をお楽しみに。

［出演］小山実稚恵（ピアノ）
［曲目］シューベルト／即興曲 Op.90より
（D899）、即興曲 Op.142より（D935）、
ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第31
番 変イ長調Op.110、シューベルト／ピ
アノ・ソナタ 第21番 変ロ長調D960
［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
　Web先行：7/15（金）
　電話発売 ：7/19（火）
　窓口発売 ：7/20（水）

11/29（火）15:00開演（14:15開場）

群馬交響楽団×高崎芸術劇場

『映画音楽名作選2』 
ＧＴシンフォニック・コンサート vol.4

～スクリーンでよみがえる名画選～

7/12（火）10:00／13:30／15:00
　　　　　   （各回30分）

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

ブラス史上に燦然と輝くフィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルの偉業を称え、スーパー金管プレーヤーが集結！

若き日に心を躍らせた名曲の数々の感動がリアルに甦り、新しいブラスの魅力がほとばしる。スーパー・ブラス・アンサンブル『ARK 
BRASS』が待望の高崎初公演 !クラシックの殿堂サントリーホールとアーク・カラヤン広場で繰り広げられる都市型音楽祭「サントリー
ホールARKクラシックス」のレジデント・ブラス・アンサンブルとして2021年秋に誕生。
スタイリッシュな金管五重奏から大型のブラス・アンサンブルまで、強く、輝かしく、そして優しく心に響くブラスならではの圧倒的な
感動をお届けします。

［出演］ARK BRASS
トランペット：佐藤友紀*／川田修一／重井吉彦（尹千浩より変更）／安藤友樹　ホルン：福川伸陽*　トロンボーン：青木 昂*／越智大輔（髙瀨新太郎より変更）／鳥塚心輔／藤井良太
テューバ：次田心平*　パーカッション：秋田孝訓　*=ARK BRASSコアメンバー
※演奏曲目、曲順、アソシエイト・プレイヤー等は変更になる場合がございます

Renaissance＆Baroque:バード：オックスフォード伯爵の行進曲／シャイト：戦いの組曲／スザート組曲
Easy Winners：ハワース：プロセッショナル・ファンファーレI／ヘイゼル：クラーケン／モンティ：チャルダーシュ／フレール・ジャック
　　　　　　　 ホロヴィッツ：ミュージック・ホール組曲／ジョプリン：ジ・エンターテイナー、イージー・ウィナーズ／ロンドンデリーの歌／ヘイゼル：バーリッジ

2022年7月18日（月・祝）
高崎芸術劇場　音楽ホール

13:15開場／14:00開演 
全席指定（税込） 5,000円（U-25 3,000円）

［主催/企画・制作］エイベックス・クラシックス・インターナショナル　［共催］高崎芸術劇場（公益財団法人 高崎財団）　［制作協力］インタースペース

©Yuji Hori
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群馬大学Flow Orchestra  
Summer Concert 2022
群馬大学医学部学生を中心としたサークル
のオーケストラでの演奏会です
日 7/2（土）14:00開演／16:00終演 
￥ 全席自由 無料（予約制）
問 群馬大学Flow Orchestra 
 　 floworchestra@gmail.com

Dixie Queens Jazz Live  
Tanabata2022
日 7/9（土）14:00開演／15:00終演 
￥ 全席自由 無料
問 Dixie Queens
 　 mail＠dixiequeens.com

辰巳ゆうとコンサート2022
日 7/10（日）14:00開演／15:30終演
￥ 全席指定 4,400円（当日 5,000円）
問 桐生音協
　 0277-53-3133（平日9:00～17:00）

群馬県立高崎東高等学校吹奏楽部 
第31回定期演奏会
日 7/17（日）14:00開演／16:30終演
￥ 全席自由 無料（予約制）
問 群馬県立高崎東高等学校吹奏楽部
　 takahi-hs@edu-g.gsn.ed.jp

アツまれ! 
夏休みの子どもたち!!2022 
人形劇団むすび座 
「かくれ山の大冒険」
子どもたちのための人形劇やわらべうた遊
び、手作りおもちゃ教室などを開催

日 7/28（木）14:00開演 ／15:10終演
￥ 全席指定 一般 2,000円
　 4才以上中学生以下 1,000円
問 高崎市文化会館 027-325-0681
　 NPO法人高崎子ども劇場
　 027-386-6454

ミキ漫 2022全国ツアー

日 7/20（水）19:00開演（18:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 3,500円（前売）
　※5歳以上は有料。4歳以下は保護者の膝上
　　 鑑賞可。ただし席が必要な場合は有料
問 FANYチケット問合せダイヤル
　 0570-550-100
       （10:00～19:00年中無休）

サンク ル カドー コンサート　第1回 
～シャンソンが聞こえる高崎～
日 7/21（木）13:30開演（12:30開場）
会 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

FORUM8 presents 
二刀流でメジャー25周年！ 
パックンマックン ワールドツアー！
日 7/23（土）16:00開演（15:15開場） 
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定 3,500円
問 BSフジイベントお問い合わせ
　 eveut@bsfuji.co.jp 

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 完売御礼
問 ソーゴー東京 03-3405-9999（月～土

12:00～13：00、16:00～19:00 ※祝日を除く）

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（当日 4,620円）
　※3歳以上有料、3歳未満入場不可
問 グッドラック・プロモーション（株）
　 086-214-3777（平日10:00～17:00）

ウェルダン男声合唱団 
サマーコンサート2022
日 7/31（日）14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール
￥ 全席自由 1,000円
問 ウェルダン男声合唱団　藤井 明彦
　 080-5023-6899

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（平日13:00～16:00／
　　 土10:00～12:00 ※祝日を除く）

モーツァルト交響曲 
全曲演奏シリーズ 
第17回演奏会
日 7/9（土）14:00開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 一般 1,000円
　 高校生以下 500円
問 高崎チェンバー ミュージック ソサエティ
　モーツァルトオーケストラ事務局
　 080-2019-0645

ASIAN KUNG-FU GENERATION 
Tour 2022  
「プラネットフォークス」
日 7/9（土）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,300円
　 ※3歳以上は有料
問 フォールーラー 028-614-4044
　（平日12:00～13:00、15:00～18:00）

南こうせつ＆森山良子 
プレミアムコンサート2022

日 7/10（日）17:00開演（16:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,800円
問 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 
Powered by CHAMPAGNE 
COLLET
日 7/16（土）17:00開演（16:00開場） 
会 大劇場
￥ 全席指定 一般 7,800円
　学生割引 4,800円　キッズ割引 2,800円
　※4歳以上は有料。4歳未満は無料。ただ
　し席が必要な場合は有料

　※割引対象チケットは当日、会場で差額
　の返金をいたします

問 桐生音協
　 0277-53-3133（平日9:00～17:00）

『デリシャスパーティ♡ 
プリキュア ドリームステージ♪』 
日 7/18（月・祝）10:30開演（10:00開場）
　　　　　　　14:00開演（13:30開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 3,800円（当日4,000円）
　※3歳以上は有料。2歳以下は保護者の膝
　上鑑賞可。ただし席が必要な場合は有料

問 プリキュア ドリームステージ♪上演委員会
　 03-4500-6810（平日10:30～17:00）

BRAND NEW BALLET 
CONCERT 2022
日 7/2（土）16:00開演（15:15開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 2,000円
問 Nバレエ塾 080-3576-7595  

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 
ハプスブルク残照～モラヴィアの 
草原を渡る風のように～
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 株式会社 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
　 ※高校生以下は身分証のご提示をお願い
　　 する場合があります 
問 リサイタル実行委員会
　 chaico.kiki.8@gmail.com

JUJU HALL TOUR 2022 
不思議の国のジュジュ苑 
–ユーミンをめぐる物語– 
［演出］松任谷正隆
日 7/3（日）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 8,900円
問 株式会社キョードー東京
　 0570-550-799（平日11:00～18:00／
　　 土日祝10:00～18:00）
　 桐生音協
　 0277-53-3133（平日9:00～17:00）

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

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。U-25料金は公演当日25歳以下の人が対象です

文化施設イベントスケジュール

BUS

BUS

BUS

キングレコード専属 
長瀬和子サマーコンサート
民謡・歌謡曲の発表
日 7/2（土）13:30開演／16:30終演
￥ 全席自由 一般 3,000円
問 長瀬和子 音楽事務所 0274-22-4263

ピアノ発表会
子どもから大学生までのピアノ発表会
日 7/9（土）11：30開演／18：30終演
￥ 全席自由 無料
問「高崎の森」 090-7727-1343

タレントグループ第1部コンサート
小中学生会員のピアノ発表会
日 7/10（日）13：30開演／16：00終演　
￥ 全席自由 無料
問 タレントグループ 027-322-5128

ピアノ発表会
生徒によるピアノ演奏
日 7/16（土）13:00開演／16：00終演　 
￥ 全席自由 無料
問 斉田ピアノ教室 090-9685-2471

高崎北高等学校弦楽部 
第21回定期演奏会
ストリングスアンサンブルによるクラシッ
クからポップスまでを演奏
日 7/23（土）17:00開演／19:30終演
￥ 全席自由 無料
問 群馬県立高崎北高等学校弦楽部
　 027-373-1611

狂言を観る会
人間国宝・山本東次郎による狂言ほか
日 7/24（日）14：00開演／16：30終演
￥ 全席指定 一般 4,000円　学生 1,000円
問 狂言を観る会　たかさき能（薪能）実行
　 委員会 090-9378-8224 

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

高関健
（指揮/群響名誉指揮者）

清水和音（ピアノ）
©Mana Miki

［出演］高関健（指揮）、清水和音（ピアノ）＊
［曲目］ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 Op.30＊
　　　ストラヴィンスキー／バレエ音楽《春の祭典》
［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

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）

7/23（土） 16:00開演（15:00開場） 大劇場

＊印は清水和音さん演奏曲です

・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580回定期演奏会群馬交響楽団
TICKETWeb BUS

TICKETWeb BUS TICKETWeb BUS

TICKETWeb BUS

TICKETWeb BUS

TICKETWeb BUS

BUS 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）

角笛シルエット劇場 
「こぶたのマーチ」「つのぶえのうた」
光と影が織りなす幻想的な影絵人形劇。そ
の仕組みも覗いてみよう
日 7/5（火）10:20開演／11:30終演
￥ 全席指定 1,200円（当日 1,500円）
問 劇団角笛 03-3994-7624

第55回高崎市吹奏楽祭
中学生から社会人まで参加する、50年以上
続く吹奏楽の祭典
日 7/10（日）10:00開演／17:00終演
￥ 全席指定 700円
問 高崎市吹奏楽連盟
　 http://takasakisuisougaku.web.fc2.com/

第14回群馬県西部地区 
吹奏楽コンクール（中学校B部門）
少人数バンドの育成を目的とする大会
日 7/24（日）10:00開演／18:00終演
￥ 全席指定 1,500円
問 群馬県西部地区吹奏楽連盟事務局
　 seibu.suiren.office@gmail.com

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
世界三大ピアノのひとつ「ベーゼンドルファー」
を大ホールの舞台で弾く体験会を開催

日 8/12（金）・13（土）・14（日）
　 9:00／10:00／11:00／13:30／14:30／
　 15:30（各回1組、50分） ※抽選
申し込みは7/15（金）までに、往復はがきに
住所・氏名・電話番号・参加できない日時を
書いて、榛名文化会館へ
￥ 1組1,000円
問 榛名文化会館 027-374-5001

7月の公演の
詳細はこちら JULY

20227

■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！

7/8（金）～13（水） 第3展示室
第19回 写友フォトポエム写真展
会員個々の趣向やスタイルを生かした写真の展示会
問 写友フォトポエム 090-4910-3957

6/25（土）～7/12（火） 第2展示室
宮竹眞澄・心のふる里人形展
北海道で活躍する人形作家による創作人形の展示観覧会
￥ 入場料（当日）一般 500円
　 高校、大学生 300円　小、中学生 100円
問 宮竹眞澄の人形工房 0166-36-6221

7/8（金）～13（水） 第6展示室
パレットの会展
絵画の展示
問 パレットの会展 027-326-8195

7/15（金）～20（水） 第1展示室・予備室
群馬二紀展
総勢18人による100号～200号の油彩画を約80点展示。
予備室で天川薫、平石敏博の個展を開催
問 群馬二紀会 0279-54-6271

7/15（金）～20（水） 第2展示室
第12回 日本画院 群馬支部展
会員13人による日本画（風景・人物）の展示
問 日本画院群馬支部 0276-25-2648

7/15（金）～20（水） 第3展示室
サンライフ高崎 写真展
会員の写真展示
問 サンライフ高崎写真愛好会 090-4063-1984

7/22（金）～27（水） 第4展示室
絵画展
斗南美術協会会員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

7/22（金）～27（水） 第2展示室
第16回 国展群馬
絵画・版画・工芸・彫刻・写真の作品を展示
問 国展群馬 027-347-4727

7/14（木）～18（月） 第6展示室
6つの感性
群馬県在住のフォトグラファー6人による合同写真展
問 岸 大祐 080-4839-7796 

高崎芸術劇場初登場 
モルゴーア・クァルテット
日 9/3（土）19:00開演（18:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　ペア券 5,000円
問 株式会社 空間あい 090-1815-4608
　 info@kuukanai.com

五木ひろしコンサート　2022
日 9/21（水）14:00開演（13:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,700円
問 アイエス 03-3355-3553

前川清＆川中美幸 
二人爆笑コンサート
日 9/28（水）13:30開演（13:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,700円
問 アイエス 03-3355-3553

発売中チケット
TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

©Takafumi Ueno

©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

TICKETWeb
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■申し込みは、1教室につき、1人1通までです　■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

7/30（土）・ 31（日）
文部科学大臣杯 第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会
各都道府県から選ばれた小学3年生～中学生の選手による空手道の大会。学年別・男女別

で、突きや蹴りなどの技を繰り出して戦う組手と決まった順番で技を披露し、動きの正確さな
どを競う形の、団体戦・個人戦を行います。

［入場料］無料
［主催］公益財団法人 日本空手協会 
［後援］高崎市、公益財団法人 高崎財団
［問い合わせ先］日本空手協会 03-5800-3091

〒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

●飛ばして遊ぶおもちゃを作ろう

［日時］8/20（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］8/4（木）

飛ぶタネの模型や飛行リングを
作ります。

●貯金箱づくり

［日時］8/7（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］7/28（木）

パソコンで貯金箱の型紙をデザインし、コイン
シューティング装置付きオリジナル貯金箱を作りま
す。

●プログラミング7月・中高学年向け

［日時］7/24（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］7/14（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作り、プログラミングを体
験します。　

パソコン教室 要申し込み

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

●七夕の星をみよう ［日時］7/7（木）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

～9/4（日）期間 

9:00～17:00（無料）時間

夏の特別展

上
こうずけさんぴ
野三碑ってなぁに？

※7/28はイベント開催のため、投映時間及び内容が変更になります ※7/28はイベント開催のため、投映時間及び内容が変更に
　なります

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　●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

※下記の人は無料（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記入の上、少年科学館へ申し込んでください。

科学工作／パソコン教室の申し込み方法
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 6/27（月）・7/4（月）・11（月）・19（火）

［期間］9/5～11/21（計10回）の月曜日
［コース］午後コース14:00～15:00
［参加料］3,000円　［定員］45人

●第2期フィットネスフラ教室

［期間］9/2～11/25（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人

●第2期ボクシングフィットネス

〒370-0864 高崎市石原町3892-7　 027-327-3977 

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

【申し込み先・問い合わせ】
・浜川体育館　〒370-0081　高崎市浜川町1487　027-344-1551
 ＊武道館での教室も応募先は浜川体育館です。ご注意ください
・上並榎庭球場　〒370-0801　高崎市上並榎町1590　027-327-3828 

■申し込みは、1教室につき1人1通までです
■定員を超えたときは抽選します
■高崎市外在住の人は、「市内在勤」「市内在学」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、右記
のあて先まで申し込んでください。

武道館

［期間］9/5～11/21（計10回）の月曜日
［コース］午前コース10:00～11:30
　　　　夜間コース19:00～20:30
　　　　※お子様連れでの参加はできません
［参加料］3,000円　［定員］各150人

●第2期フィットネスヨガ教室
［期間］8/18～9/15（計5回）の木曜日
［コース］午後コース16：00～17：00
［対象］市内の年少から年長児とその保護者
［参加料］1,500円　［定員］20組

●第2期親子仲良し運動教室

［期間］9/1～12/22（計10回）の木曜日
［コース］夜間コース19:00～20:30
［参加料］3,000円　［定員］50人

●第2期メタボ・ダイエット教室

［期間］9/6～11/29（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人、夜間50人

●第2期シェイプアップエアロビクス教室

［期間］9/1～12/22（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人

●第2期木曜ストレッチ教室

［期間］9/16～12/9（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人

●第2期金曜ストレッチ教室

〒370-0081 高崎市浜川町1487　 027-344-1551浜川体育館
【申込期間】 7/1（金）～15（金） 【申込期間】 7/1（金）～15（金）【申込期間】 7/15（金）～31（日） 

［期間］9/6～10/25（計8回）の火曜日
［コース］午後コース13:00～15:00
［参加料］4,000円　［定員］30人

●初心者テニス教室（硬式）
〒370-0801 高崎市上並榎町1590

027-327-3828 

上並榎庭球場 【申込期間】 7/1（金）～31（日） 

上野三碑かるた（複製画）
の展示、三碑の石についての
アプローチ、古代人になった
気分で工作に挑戦するワーク
ショップなどを開催。同日に
プラネタリウム夏番組『時空
の搭
ボーディング・パス

乗券』を見ると、古代の
謎が解明するかも !?（同番組
には、三碑の一つ“山上碑”が
登場します）。この夏、三碑の
秘密を探ってみては？

子ども向け番組（夏の星座解説を含む約35分）
期間 ～11/13（日）

ムーミンが冬眠から目覚めると、まだムーミン谷は深
い雪の中。春を呼び戻すことはできるのでしょうか？

ムーミン谷のオーロラ

時間 火～金 15:30
土・日・祝日

夏休み期間（7/21～8/31） 11:00 14:45

I
イ ン ヘ リ ッ ト
NHERIT

7/3（日）・17（日）、10:00～日時

特別投映（星座解説なし、約30分）

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

一般番組（夏の星座解説を含む約40分）

～9/4（日）期間 

時間 火～金 14:00
土・日・祝日

夏休み期間（7/21～8/31） 13:30 16:00

プラネタリウムで星空を満喫していると…
いきなり現れた謎の未来人！番組に仕かけ
られた5つの罠を見破り、地球を救う秘密の
コードを探しだせるのか？あなたの今と人類
の未来がリンクする、時空を超えたプラネタ
リウム体験！

時空の搭
ボーディング・パス
乗券

ーあなたが望む未来は!?ー

プラネタリウム 夏番組 オリジナル最新作

〒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

7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

TAGO STUDIO TAKASAKI
［住所］〒370-0831 高崎市あら町5-3　 027-395-0044
［時間］9:00～18:00　［休館日］月・火曜日、年末年始

～石に刻まれた、
古代からのメッセージ～詳細は日本空手協会　

Webサイトへ 

▲

トピックス

暑い季節を涼しく過ごすには…やっぱりプール！
高崎市内では、7月21日（木）から8月31日（水）まで
各地の屋外プールが楽しめます。
今回号では、「観音山プール」、「浜川屋外プール」、「城
南プール」の3施設をご紹介。いずれも、25ｍプールや
幼児プールをはじめ、子どもから大人まで満喫できる設
備が整っています。
プールでたっぷりと開放感を味わい、心身ともにリフ
レッシュしてはいかがでしょうか。

高崎市営のプロ専用レコーディングスタジオ
「TAGO STUDIO TAKASAKI」に、高崎市出身で
日本を代表するギタリスト・布袋寅泰さんの記念展
示ブースが完成しました。2階の市民ラウンジに設
けられた記念展示ブースには、同スタジオで制作
された、アーティスト活動40周年の記念アルバム
「Still Dreamin'」と、布袋さん直筆のメッセージと
サインの入ったプレートを展示。壁には、布袋さん
のギターに描かれている白黒の幾何学模様「ギタリ
ズム柄」が施されています。
スペシャルゲストとして出演した、3月開催の

「TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 
2022」で、布袋さんはこのアルバムについて「メ
イドイン高崎の作品」と語るほど、故郷への愛のこ
もったアルバムです。
ブース前のソファに座って写真を撮ることもでき
るので、世界で活躍する布袋寅泰さんの40周年を
記念した、高崎ならではのスポットへぜひお出かけ
ください。

高崎の屋外プールが7/21オープン 布袋寅泰 記念展示ブースが完成
TAGO STUDIO TAKASAKIに新スポット誕生

［開場時間／定員］
午前の部：9:00～12:00（最終入場は11:30）／300人
午後の部：13:00～16:00（最終入場は15:30）／300人
［料金］小学生以上 100円（小学生未満は無料）
［住所］〒370-0864 高崎市石原町2740-2
［問い合わせ］ 027-386-9005
＊以下の期日は、前日までに電話で予約が必要です
7/23（土）・24（日）・30（土）・31（日）・8/6（土）～17（水）・20（土）・21（日）・27（土）・28（日）

午前・午後
入れ替え制

午前・午後
入れ替え制

期日により
要予約観音山公園プール

［開場時間／定員］
午前の部：9:00～12:00（最終入場は11:30）／500人
午後の部：13:00～16:00（最終入場は15:30）／500人
［料金］高校生以上 320円　中学生以下 150円（3歳未満は無料）
［住所］〒370-0081 高崎市浜川町1575
［問い合わせ］ 027-344-5511
＊温水プールは、通年ご利用いただけます
（月曜日休館。ただし、祝日の場合は翌平日が休館）

浜川屋外プール

城南プール
［開場時間］9:00～17:00（定員なし）
［料金］高校生以上 320円　中学生以下 150円（3歳未満は無料）
［住所］〒370-0846 高崎市下和田町2-11-1
［問い合わせ］ 027-324-4558

※安心してご利用いただけるよう、施設に応じて人数制限を設定し
　ます
※いずれのプールも、小学3年生以下は保護者の同伴が必要です

スポーツ アツい を 爽快 に！夏

泳ぎ
た
い
人
。

集まれ

流水
プー
ルも    

あ
る
よ

噴水のスプラッシュ
が たま

らない
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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、体調不良の人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7/9（土）～9/4（日） 開催期間

ひかりの三原色 ©TASKO 斎藤清 《桂（京都）》 1974年 やないづ町立斎藤清美術館 山田かまち 《木と月》 水彩・紙 《端縫い衣装》 江戸時代後期～明治時代（推定）

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

7/9（土）～9/4（日）開催期間

＊（ ）内は20人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人及び付き添いの人1名、65歳以上、中学生以下は無料です

￥ 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 6/27（月）・7/4（月）・11（月）・19（火）・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 6/27（月）～7/8（金）・11（月）・19（火）・25
（月） 

￥ 一般 600円（500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 6/27（月）・7/4（月）・11（月）・19（火）・25
（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

〒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 6/20（月）～7/8（金）・11（月）・19（火）・25
（月）

斎藤清版画展
企画展　没後25年記念特別企画

ーTASKOファクトリーの
　ひらめきをかたちに…

つくる展

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

7/22（金）～8/4（木）

『a-ha THE MOVIE』

ノルウェー出身のポップグループ a-haが駆け抜けた夢と絆の記録

1982年に結成されたノルウェー出身の3人組シンセポップバンド、a-ha。1985年
デビュー曲「テイク・オン・ミー」が大ヒットを記録。その後もヒット曲が次々に生
み出されるが、次第にメンバーの間に溝が生まれていく。3人の出会い、バンドの
誕生、解散、そして再結成を経て、いまだ進化を続ける彼らの軌跡を追う。

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》

7/8（金）～23（土） ※7/12（火）・19（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！

大学在学中に映画研究会で撮られた 8㎜作品ながらすでに濱口映画の特徴
が詰まった『何食わぬ顔』、世界に発見されるきっかけとなった初期代表作
『PASSION』、演技未経験の出演陣とこれまでの演出方法を磨き上げ現代映画の一
つの到達点となった5時間17分の傑作『ハッピーアワー』など、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

￥ 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

©MOTLYS, FENRIS FILM, KINESCOPE FILM, NEUE IMPULS FILM 2021 ©2015KWCP

2021年
ノルウェー=ドイツ
1時間52分
監督：トマス・ロブサーム
　　  アスラーグ・ホルム
出演：モートン・ハルケット
        ポール・ワークター
        マグネ・フルホルメン

『ハッピーアワー』
2015年
日本
5時間17分
監督：濱口竜介
出演：田中幸恵／菊池葉月
　　   三原麻衣子／川村りら 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

～8/21（日）開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・夏収蔵品展

飛翔するノスタルジア 
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