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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
て称された名門歌劇場が贈るモーツァル
トの大傑作！

［出演］シャームエル・チャバ・トート（指
揮）、キンガ・クリスタ（パミーナ）、イシュ
トバーン・ホルヴァート（タミーノ）、エ
ヴァ・ボドロヴァ（夜の女王）、ハンガリー
国立歌劇場管弦楽団／合唱団 ほか
［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］発売中

11/4（金）18:30開演（17:30開場）

ハンガリー国立歌劇場
『魔笛』

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

©山田翔 ©Shigeto Imura ©Shigeto Imura

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）

BUS

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

©Hideki Otsuka

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

圧倒的存在感をもつ日本を代表するピア
ニスト。重厚かつ情熱溢れる、充実した演
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 D899 
より、即興曲 Op.142 D935 より、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］発売中

11/29（火）15:00開演（14:15開場）

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

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～

©Shigeto Imura

T-Shotシリーズ vol.9
高崎芸術劇場 大友直人Presents 

東亮汰
ヴァイオリン・リサイタル

音楽ホール

小学生の頃からコンクールで優勝、入賞
を果たしている最も若い世代を代表する
ヴァイオリ二スト。高度なテクニックと
繊細かつ豊かな音色が魅力的です。

［出演］東亮汰（ヴァイオリン）、尼子裕貴
（ピアノ）
［曲目］R.シュトラウス／ヴァイオリン・
ソナタ 変ホ長調 Op.18、フランク／ヴァ
イオリン・ソナタ イ長調 M.8 ほか
［料金］全席指定 2,000円
●チケット発売
　Web先行：8/12（金）10:00
　電話発売 ：8/16（火）10:00
　窓口発売 ：8/17（水）10:00

12/24（土）13:30開演（12:45開場）

©Shigeto Imura

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）

ボブ・ジェームズ・トリオ

数々のグラミー賞に輝くコンテンポラリー・ジャズ＆フュージョン界の象徴的ピアニスト、ボブ・ジェームス
が登場。1970年代は名門CTIレーベルのキーボード奏者／アレンジャーとして活躍し、1990年には人気ユニット
“フォープレイ”を結成、世界中のファンを魅了しています。
今回は、最新アルバム『Feel Like Making Live!』でも共演するベーシストのマイケル・パラッツォーロと、気鋭

の若手ドラマー、ジェームズ・アドキンスが帯同。時代を超えて愛される巨匠の最新ステージに期待が高まります。

コンテンポラリー・ジャズの象徴的ピアニスト
気鋭メンバーと届ける待望の来日ステージstart 18:00 / open 17:15

ボブ・ジェームス（キーボード、ピアノ） / マイケル・パラッツォーロ（ベース） / ジェームズ・アドキンス（ドラムス）

2022.9.17 sat.
スタジオシアター 全席指定 6,500円（U-25 3,000円）
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高崎音楽祭第33回
新しい音楽やアーティストとの出会いに心躍る「高崎音楽祭」。今年も高崎芸術劇場をメイン会場として、16日間にわたり総勢17組

のアーティストが登場します。高崎の秋を華やかに盛り上げる、各公演の聴きどころを一挙にご紹介します。

※「ゴスペラーズ ビッグバンドコンサート」は、8/21（日）10:00発売です（高崎芸術劇場での取り扱いはメンバーズのみ）
※チケット購入方法の詳細については、本紙8Pをご参照ください
※その他、各種プレイガイドでのチケット取扱い等の詳細は、高崎音楽祭Webサイトをご確認ください

チケット発売
Web先行：7/28（木）10:00
電話発売：7/29（金）10:00
窓口発売：7/30（土）10:00

［主催］高崎音楽祭、高崎市　［共催］公益財団法人 高崎財団　［後援］高崎商工会議所、高崎観光協会、ラジオ高崎　［問い合わせ］高崎音楽祭事務局 ☎027-322-9195

10/1（土）
　～16（日）

トピックス

西本智実指揮
イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

10.2 SUN BUS

各国を代表する名門オーケストラや歌劇場に登場し、世界を舞台に活躍す
る指揮者・西本智実が、自身が結成して音楽監督を務めるイルミナートフィ
ルハーモニーオーケストラを率いて登場します。ソリストには人気ピアニス
トの外山啓介を迎えます。

［出演］西本智実（指揮）､外山啓介（ピアノ）＊、イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
［曲目］モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲
　　　ショパン／ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 Op.11＊
　　　ブラームス／交響曲 第1番 ハ短調 Op.68
［料金］全席指定 5,000円

10/2（日）16:00開演（15:00開場）大劇場

＊印は外山啓介の演奏曲です

［出演］渡辺貞夫（アルトサックス）、小野塚晃 （キーボード）、養父貴 （ギター）、コモブチ キイチロウ（ベース）、
　　　竹村一哲（ドラムス）、ンジャセ・ニャン （パーカッション）
［料金］全席指定 6,500円

10/6（木）19:00開演（18:15開場）スタジオシアター

渡辺貞夫グループ 2022
生涯現役プレイヤーをうたうジャズ界のレジェンド・渡辺貞夫が今年も高崎音楽祭に出演します。エレキ

ギター、キーボードなど電子楽器を使ったエレクトリックな編成で、音楽祭に新たな歴史を刻みます。

10.6 THU

［出演］星筐の会（東野珠実、谷内信一、中村かほる、
　　　三浦礼美、中村華子、伊崎善之）
［料金］全席指定 4,000円

10/2（日）14:00開演（13:15開場）
音楽ホール

東野珠実 星
ほしがたみしょう

筐抄〜甦る古の響き〜
日本が初めて国際化した時代の息吹を伝

える奈良・正倉院の収蔵品のうち、楽器は
世界でも類のないコレクションの一つです。
その楽器が、国立劇場を中心とした取り
組みによって千数百年の眠りから甦り、本公
演で披露されます。高崎市出身の雅楽演奏
家、東野珠美が奏でる響きに触れ、古代に
想いをはせるひとときをお楽しみください。

10.2 SUN

［出演］TENDRE、土岐麻子（ゲスト）
［料金］全席指定 5,500円

10/2（日）17:00開演（16:15開場）
スタジオシアター

ベース、ギター、鍵盤、サックスなど、
さまざまな楽器を一人で演奏するミュー
ジシャン・河原太郎がつくる一人バンド
「TENDRE」。柔らかな歌声と心地いい音
楽がつくる新世代 R&Bをお聞き逃しな
く。シティポップの女王・土岐麻子もゲス
トシンガーとして出演し、会場を盛り上げ
ます。

10.2 SUN
TENDRE LIVE in TAKASAKI
special guest 土岐麻子

TENDRE

土岐麻子

西本智実 外山啓介

10.7 FRI
レ・フレール
結成 20 周年記念ピアノコンサート
Timeless

［出演］レ・フレール
［料金］全席指定 5,000円

10/7（金）19:00開演（18:15開場）音楽ホール

2人で4本の腕を使って独創的な演奏をする“キャ
トルマンスタイル”を確立した兄弟デュオ「レ・フレー
ル」。彼らの20周年を祝う公演をお届けします。聴く
人の魂を揺さぶる熱いオリジナルサウンドと、他者の
追随を許さない“1台4手連弾”をご堪能ください。

斎藤守也 斎藤圭土

10.7 FRI
熱帯JAZZ楽団 with 南

トロピカル
国ディーバ

BUS

［出演］熱帯JAZZ楽団、NORA、夏川りみ
［料金］全席指定 5,500円

10/7（金）19:00開演（18:00開場）大劇場

カルロス菅野率いる高崎音楽祭で生まれたラテン
ジャズバンド「熱帯 JAZZ楽団」。日本のトップミュー
ジシャンがメンバーに名を連ねます。ゲストボーカル
に「オルケスタ・デ・ラ・ルス」のNORAと、「涙そうそ
う」の夏川りみを迎え、高崎の夜を熱く盛り上げます。

NORA 夏川りみ

熱帯JAZZ楽団

［出演］谷村新司、高崎市少年少女合唱団
［料金］全席指定 6,000円

10/8（土）15:00開演（14:15開場）
高崎市文化会館

谷村新司 
トーク＆ライブキャラバン
ココロの学校
『昴』『サライ』など数々のヒット曲
を持つ谷村新司が高崎音楽祭に初登場
します。高崎市文化会館で、トーク
を織り交ぜたスペシャルライブを披
露。高崎の子どもたちとの共演や心に
響く歌声で、感動をお届けします。

10.8 SAT 高崎市文化会館

大友直人指揮・群馬交響楽団
オープニング演奏会

10.1 SAT BUS

高崎芸術劇場の大友直人芸術監督が指揮を執る、群響の無料招
待公演。誰もが聞いたことのあるクラシックの名曲や映画音楽な
ど、音楽祭ならではのプログラムを大劇場で楽しめます。オーケ
ストラの演奏と美しいハーモニーをご堪能ください。

10/1（土）15:00開演（14:00開場）大劇場
［出演］大友直人（指揮）、横山幸雄（ピアノ）＊、群馬交響楽団 ほか
［曲目］モーツァルト／歌劇《魔笛》序曲
　　　ビゼー／《アルルの女》第2組曲より「メヌエット」「ファランドール」
　　　チャイコフスキー／バレエ組曲《白鳥の湖》より「情景」「ワルツ」
　　　ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルー＊
　　　J.ウィリアムズ／交響組曲《ハリーポッター》より
　　　　　　　　　　　「ハリーの不思議な世界」
　　　ホルスト／組曲《惑星》より「火星」「木星」
［料金］全席指定 無料（要申し込み）
＊印は横山幸雄の演奏曲です

©堀隆弘 ©Yuji Hori

大友直人

群馬交響楽団

横山幸雄

©Rowland Kirishima ©斉藤亢

［申し込み方法］
7/31（日）までに、往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・希望人数（2人ま
で）を書いて、〒370-0849 高崎市八島町265 ラジオ高崎内高崎音楽祭係
へ。応募多数の場合は抽選
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1990年 第1回
 アルゼンチンの風
1991年 第2回
 アルゼンチンの風 パートⅡ
1992年 第3回
 ウィーンとプラハの街から
1993年 第4回
 琉球ポップの熱い風
1994年 第5回
 デ・ラ・ルス フェスティバル
1995年 第6回
 スカパラ フェスティバル
1996年 第7回
 ディアマンテス＆「山田かまちの世界」
1997年 第8回
 加山雄三シンフォニック
1998年 第9回
 群響ポップス アレンジャーズ・サミットin高崎'98
1999年 第10回
 羽田健太郎＆森久美子の楽しい音楽会
2000年 第11回
 加藤登紀子 オーケストラと歌う
2001年 第12回
 地球音楽紀行～世界の音楽との出会い
2002年 第13回
 森山良子 SPECIAL SYMPHONIC NIGHT
2003年 第14回
 森山良子 SPECIAL SYMPHONIC NIGHT Ⅱ
2004年 第15回
 永六輔 オーケストラとその新世界
2005年 第16回
 加藤登紀子 シンフォニックコンサート
2006年 第17回
 魅惑のオーケストラコンサート
2007年 第18回
 Shall we オペラ？Let's オペラ！～オペラは恋の万華鏡～
2008年 第19回
 熱帯JAZZフェスティバル
2009年 第20回
 千住明 with 群馬交響楽団
2010年 第21回
 岩崎宏美 with 群馬交響楽団
2011年 第22回
 鮫島有美子＆千住真理子 with 群馬交響楽団
2012年 第23回
 五嶋龍 上原ひろみ 上松美香
2013年 第24回
 TMF JAZZ 4DAYS
2014年 第25回
 高崎音楽祭 Special Jazz Night
2015年 第26回
 Koji Tamaki Premium Symphonic Concert
2016年 第27回
 ゴスペラーズ ビッグバンドコンサート
2017年 第28回
 群馬交響楽団 加藤登紀子 百万本のバラコンサート
2018年 第29回
 大友直人指揮 群馬交響楽団 プレミアム シンフォニック コンサート
2019年 第30回
 加藤登紀子＆森山良子 シンフォニックコンサート with 群馬交響楽団
2020年 第31回
 開催中止
2021年 第32回
 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

高崎音楽祭第33回

［出演］吉田ゐさお（指揮）、ぴーかぶぅオーケストラ ほか
［料金］全席指定 小学生以上 2,000円　3歳以上の未就学児 1,000円
※2歳以下は保護者1人につき1人膝上鑑賞可。
　ただし、席が必要な場合は有料

10/15（土）①11:30開演（10:45開場）／②15:30開演（14:45開場）大劇場

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

10.15 SAT BUS

大人だけでなく、0歳の赤ちゃ
んを持つ家族でも楽しめるコ
ンサート。数々の C M音楽や
NHK・Eテレの番組音楽などを
手がける高崎市出身の作曲家・吉
田ゐさおがプロデュースし、クラ
シックの名曲や映画音楽、童謡な
どを演奏。長い曲も聞きどころだ
け短く編曲して、歌や楽しいトー
クも交えながらお届けします。

1990年11月、高崎市制90周年記念事業として開催され、今年で33回目を迎え
る高崎音楽祭。「音楽のある街高崎」の象徴的なイベントとして、クラシックやポップ
ス、ジャズ、伝統音楽、ワールドミュージックなど幅広いジャンルの熱いステージを
繰り広げてきました。
群馬交響楽団や高崎ゆかりの音楽家をはじめ、国民的アーティストも多数出演

し、高崎音楽祭ならではのコラボレーションやプログラムで全国のファンを魅了し続
けています。

高崎音楽祭アーカイブス

沖縄音楽ブームを先取
り、りんけんバンドが群
馬音楽センターに登場

高崎芸術劇場オープン記念。世界的ピア
ニスト、マルタ・アルゲリッチらが登場

1994年の高崎音楽祭で生まれた「熱帯
JAZZ楽団」を中心に、豪華アーティス
トが共演

ヴァイオリニストの五嶋龍をはじめ、世
界を舞台に活躍する新進気鋭の音楽家が
登場

ゴスペラーズが初登場、少年科学
館プラネタリウムホールでのライ
ブを開催

タンゴを中心に、アルゼンチン
音楽界を代表するアーティスト
20数名が来日

［出演］TSUKEMEN
［料金］全席指定 5,000円

10/15（土）15:00開演（14:15開場）音楽ホール

ヴァイオリン2本とピアノによるユニット「TSUKEMEN」。そのステージ
は楽器が持つ豊かな生音で繰り広げられます。来年結成15周年を控える彼
らが、原点回帰しデビューからの軌跡をたどるコンサートをお届けします。

TSUKEMEN CONCERT the BEST
〜 Road to 15th Anniversary 〜

10.15 SAT

［出演］猪居亜美
［料金］全席指定 2,000円

10/14（金）19:00開演（18:15開場）音楽ホール

猪居亜美　アコースティックギターの夕べ
若手実力派ギタリスト・猪居亜美によるソロコンサート。YouTubeチャン

ネルでも人気を博し、X JAPANの『紅』をカバーした動画は再生回数450万
回を超えるなど、今最も注目されている演奏者の一人です。さまざまなトッ
プアーティストと共演するなど、その技術は折り紙付き。音楽ホールに響く
クラシックギターの音色をご堪能ください。

10.14 FRI

［出演］fox capture plan ほか
［料金］全席指定 4,000円

10/9（日）17:30開演（16:45開場）スタジオシアター

fox capture plan
現代版ジャズ・ロックをコンセプトにした情熱的かつクールで新感覚な3

人組バンド。人気TVドラマ『カルテット』『コンフィデンスマン JP』の楽曲
を手がけるなど、今最も注目されるピアノトリオが初出演します。

10.9 SUN

［出演］ゴスペラーズ、GBB（ゴスペラーズビッグバンド、
　　　バンドマスター：笹路正徳・高崎市出身）
［料金］全席指定 7,500円
※小学生以上は有料。未就学児は保護者1人につき1人
　膝上鑑賞可。ただし、席が必要な場合は有料

10/10（月・祝）16:30開演（15:30開場）大劇場

10/9（日）17:30開演（16:30開場）大劇場

ゴスペラーズ　ビッグバンドコンサート
日本で最も美しいハーモニーを生み出す 5

人組「ゴスペラーズ」が今年も音楽祭に出演。
ビッグバンドによる豪華な生演奏と共に、ここ
でしか聞くことのできない“ライブ”の魅力を
たっぷりとお届けします。

BUS10.9 SUN  / 10.10 MON

［出演］吉田兄弟
［料金］全席指定 5,000円
※三味線体験会付き券は、8,500円（イープラスのみの取り扱い）

10/8（土）15:00開演（14:15開場）音楽ホール

吉田兄弟 −極
ごくなま

生−
世界に通用する唯一無二の津軽三味線アーティストとして活躍する「吉田

兄弟」。繊細さと力強さをたっぷりと味わえる“生音”による公演です。公演
後には、吉田兄弟が直接指導する津軽三味線体験会も人数限定で実施します。

10.8 SAT

［出演］田島貴男（Original Love）、Ovall
［料金］全席指定 5,000円

10/14（金）19:00開演（18:15開場）スタジオシアター

10.14 FRI
田島貴男（Original Love）× Ovall
『接吻』『朝日のあたる道』など数々のヒット曲を持つ人
気バンド「Original Love」のボーカル・田島貴男が登場。
群馬県在住の mabanuaも参加する人気ユニット「Ovall」
との共演でプレミアムライブをお届けします。

田島貴男 Ovall

福永一博

［出演］シャローネシンガーズ、福永一博（指揮）、水野彰子（ピアノ）
［料金］全席指定 3,000円

10/16（日）15:00開演（14:15開場）音楽ホール

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〜
昨年の高崎音楽祭でデビューしたシャローネシンガーズのアン

コール公演。若手オペラ歌手の男女混声スペシャルユニットで、耳
なじみの名曲を歌い上げます。今後のオペラ界を担う歌手たちの迫
力のサウンド、ハーモニー、言葉の美しさをぜひご堪能ください。

10.16 SUN

シャローネシンガーズ 水野彰子

［出演］SISAY
［料金］全席指定 3,000円

10/16（日）17:00開演（16:15開場）スタジオシアター

シサイとは「花が咲く」という意味で、メンバー全員がエクアドルのネイ
ティブアメリカン（アメリカ先住民）で構成されたグループです。祖国エク
アドルの民族音楽を基に、ラテン音楽なども柔軟に取り入れた独自の演奏ス
タイルで、皆さんを遠く南米へといざないます。

SISAY The Spirit of Ecuador
10.16 SUN

（イメージ）

吉田ゐさお

熱帯JAZZ楽団

加藤登紀子

群馬交響楽団

第1回パンフレット
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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

大木和音 チェンバロリサイタル
日 9/17（土）15:00開演（14:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,800円
問 有限会社アルト・ノイ・アーティストサービス
　 04-2965-1943

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（平日10:00～17:00）

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（平日10:00～17:00）

第48回 
明治大学マンドリンコンサート
日 10/8（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 三喜産業株式会社　林 克典
　 090-3918-4257

岡本 知高 
Concerto del Sopranista 2022
日 10/18（火）18:30開演（17:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 S席 6,000円　A席 5,500円
問 MIN-ONインフォメーションセンター
　 03-3226-9999

それいけ！アンパンマン 
ミュージカル「おもちゃの国と 
みんなのたからもの」
日 11/3（木・祝）10:45開演（10:00開場）
　　　　　　　13:30開演（12:45開場）
　　　　　　　16:15開演（15:30開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 3,900円
※公演当日2歳からチケット必要
※2歳未満は保護者1人につき1人膝上鑑賞
　可。ただし、席が必要な場合は有料
問 キョードー東京 0570-550-799

純烈コンサート2022 
心・技・体～体の巻～
日 11/7（月）14:00開演（13:30開場）
　　　　　  18:00開演（17:30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）

しまじろうとうみのだいぼうけん

日 8/28（日）13:30開演（13:00開場）
　　　　　  16:30開演（16:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 一般 3,580円
　 こどもちゃれんじ会員 3,380円
　 ※3歳未満は保護者1人につき1人膝上鑑
　    賞可。ただし、席が必要な場合は有料
問 しまじろうコンサートお客さま窓口
　 0120-988-883（9:00～21:00）

さだまさしコンサートツアー 
2022 ～孤悲～
日 8/29（月）18:00開演（17:00開場）
￥ 大劇場
￥ 全席指定 一般 8,800円 完売御礼
問 桐生音協 0277-53-3133 

AI "DREAM TOUR"
日 8/7（日）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,900円 完売御礼
　 ※4歳以上は有料
問 Zen-A（ゼンエイ）
 　 03-3538-2300（平日11:00～19:00）

ホルモンまち映画 
「泣いて笑って豚ほるもん 
～LEGEND OF HORUMON 
IN GUNMA～」
日 8/8（月）18:00開演（17:30開場）
　　　　　20:30開演（20:00開場）
　 8/9（火）18:00開演（17:30開場）
　　　　　20:30開演（20:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 一般1,000円　未就学児 無料
問 ホルモンまち映画製作委員会
　 090-8119-4126

UNISON SQUARE GARDEN 
TOUR 2022 
「kaleido proud fiesta」

日 8/10（水）18:30開演（17:45開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 5,900円
問 フォールーラー 028-614-4044

ミューズ・トロンボーン・カルテット 
デビューコンサート 
～Song & Dance～

日 8/11（木・祝）14:00開演（13:15開場） 
会 音楽ホール
￥ 全席指定 一般 3,500円（当日 4,000円）
　 学生 1,500円（当日 2,000円）
問 株式会社前田・アンド・アソシエイツ
　 045-530-5368

DEEN 47都道府県ツアー2022
～The Last Journey 47の扉～

日 8/11（木・祝）17:30開演（17:00開場）
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定  5,500円
　※3歳以上は有料。2歳以下は保護者1人
　につき1人膝上鑑賞可。ただし、席が必
　要な場合は有料 

問 スーパーキャスト（東京本社） 
　 03-5573-2299 

よしもとお笑いライブ 
～夏休みの笑い締め！～ 
in高崎2022
日 8/27（土）19:00開演（18:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 4,000円（当日 4,500円）
問 FANYチケット
　 0570-550-100（10:00～19:00）

第9回 
高崎健康福祉大学高崎高等学校 
ダンス部公演会

日 8/2（火）17:00開演（16:30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 300円
問 高崎健康福祉大学高崎高等学校
　 027-352-3460

DOBERMAN INFINITY 
LIVE TOUR 2022 
"LOST+FOUND" 

日 8/5（金）19:00開演（18:15開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 9,350円
　 ※6歳以上は有料。5歳以下入場不可
問 株式会社ディスクガレージ
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

イープラスpresents 
『ピアノの森』ピアノコンサート 
2022
日 8/6（土）14:00開演（13:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 一般 3,800円 完売御礼
　 こども（小学生）2,500円 完売御礼
問 イープラス
　 050-3185-6449（10:00～18:00）

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）

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〉無休（10:00～18:00）
■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 ※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

BUS

BUS

BUS

TICKETWeb

Web

発売中チケット
TICKETWeb

TICKET

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb
母と子のコンサートパートⅢ　 
子どもたちが演じる 
「おにっころの冒険」 
第1部「おにっころの冒険」、第2部「日本の
うた、イタリアのうた」でお届けします 
日 8/7（日）15:00開演／17:00終演
￥ 全席自由 大人 3,000円
　 小学生以下 1,000円
問 新町歌劇団　佐藤 090-9954-1854

クラシックバレエ発表会
子どもから大人までのクラシックバレエ発
表会
日 8/12（金）16:30開演／19:00終演
￥ 全席指定 無料
問 本木泉バレエスタジオ
　 090-4549-6906

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）

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）

C＆K 2022年 全国ツアー
男性二人組シンガーソングライターユニッ
トによる全国ツアー。昨年に続き、群馬音楽
センターに登場！

日 8/21（日）17:00開演／19:30終演
￥ 全席指定 7,000円（当日 7,500円）
問（株）ホットスタッフ・プロモーション 
　 03-5720-9999

©（株）ホットスタッフ・プロモーション

「第1回エーデル 
ピアノコンクール予選大会」 
幼児から一般までを対象としたピアノコン
クール 

日 8/6（土）10:30開演／17:00終演
￥ 全席自由（入場制限あり） 無料
問 エーデルピアノコンクール実行委員会
　 info＠edel-piacon.com

映画「われ弱ければ 矢嶋楫子伝」 
上映会 
三浦綾子原作、山田火砂子監督作品の上映
会
日 8/7（日）10:30開演／15:40終演　 
￥ 全席指定 1,200円（当日 1,500円） 
問 株式会社現代ぷろだくしょん 
　 03-5332-3991
　 gendaipro@gendaipro.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

劇団ろしなんて 
創立50周年記念公演 
「喜劇 極楽ホームへいらっしゃい」

50周年を迎え、3年ぶりとなる本公演をお
楽しみください
日 8/20（土）18:00開演／20:40終演
　 8/21（日）13:30開演／16:10終演
￥ 全席自由 大人 1,000円（当日 1,200円）
　 中高生 800円（当日 1,000円）
　 小学生以下無料
問 劇団ろしなんて　鳥屋 090-1103-3790

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

米国空軍音楽隊 
「パシフィック・ショーケース」 
ジャズコンサート
さまざまなスタイルのいろんな時代のジャ
ズを楽しめるコンサート

日 10/8（土）15:00開演／17:00終演
申し込みは、8/26（金）までに、往復はがき
に住所・氏名・電話番号・希望人数（2人ま
で）を書いて、榛名文化会館へ
￥ 全席指定（抽選） 無料
問 榛名文化会館 027-374-5001

ピアノ発表会
日 8/12（金）14:00開演／16:00終演 
￥ 全席自由 無料 
問 アマービレコンチェルト
　 027-346-8730

夏のコンサート 

ピアノとフルートの演奏会 
日 8/13（土）14:00開演／16:00終演 
￥ 全席自由 無料 
問 さやけき音楽教室 080-4406-6060

日本ミューズ音楽コンクール
幼児から大人まで幅広い参加者によるピア
ノコンクール 
日 8/21（日）11:00開演／18:00終演 
￥ 全席自由 無料 
問 日本ミューズ音楽コンクール事務局 
　 info@jmuse.net

群馬交響楽団
プレイガイド

・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

▲

・高崎市施設プレイガイド　　・チケットぴあ 0570-02-9999

2022 群響サマーコンサート 第42回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル プレコンサート

8/16（火） ［出演］アントニー・ヴィット（指揮）、カリーン・アダム（ヴァイオリン）＊
［曲目］サン＝サーンス／ハバネラ Op.83＊ 
　　　サン＝サーンス／序奏とロンド・カプリツィオーソ イ短調 Op.28＊ 
　　　ブルックナー／交響曲 第2番 ハ短調（W.キャラガン校訂版1877年稿）  
［料金］全席指定 S席 4,500円　A席 3,500円　B席 2,500円
＊印はカリーン・アダムの演奏曲です 

群馬交響楽団 演奏会 8月の公演の
詳細はこちら AUGUST

20228
Meet the オーケストラ！2022 群響夏休みコンサート～アンダーソン・ワンダーランド！～ 

［出演］原田慶太楼（指揮）、TARAKO（案内人）、金子三勇士（ピアノ）＊ 
　　　ゲスト：8/13 児玉隼人（トランペット）
　　　　　　  8/21 高崎市立京ケ島小学校合唱団
［曲目］アンダーソン／タイプライター 
　　　アンダーソン／トランペット吹きの休日 
　　　アンダーソン／ピアノ協奏曲 ハ長調 から 第3楽章＊
　　　アンダーソン／シンコペーテッド・クロック 
　　　ガーシュウィン／アイ・ガット・リズム変奏曲＊ ほか  
［料金］全席指定 一般 S席 4,000円　A席 3,000円　B席 2,500円 
　　　こども（高校生以下） S席 2,000円　A席 1,500円　B席 1,000円 
＊印は金子三勇士の演奏曲です 

アントニー・ヴィット（指揮） カリーン・アダム（ヴァイオリン）

©J.Multarzynski ©Max Dobrovich

8/13（土）・21（日）

原田慶太楼（指揮）

©Claudia Hershner

金子三勇士（ピアノ）

©Ayako Yamamoto

TARAKO（案内人） 児玉隼人（トランペット）

15:00開演（14:00開場）　大劇場 TICKETWeb BUS

18:45開演（17:45開場）　大劇場 TICKETWeb BUS

高崎芸術劇場オープンシアター

第2弾は音楽ホールで！

　高崎芸術劇場では新たな企画とし
て、体験型の施設見学会「オープンシア
ター」を実施しています。7/12（火）に
はvol.1「能舞台」が開催され、能舞台の
解説や仕舞の鑑賞、舞台上でのすり足
体験などをお楽しみいただきました。

　8/27（土）には、オープンシアター
vol.2「夏休みリレーコンサート」を開
催します。音楽ホールで、ピアノの素
晴らしい響きを体感できます。詳細は
Webをご覧ください。

詳細ページ
▲
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8/28（日） 
2022全日本一輪車競技大会（ペア･グループ演技部門）
一輪車演技の各クラス (ペア・グループ）の日本一を決める大会です。
音楽に合わせて技の難易度や美しさを競います。

［入場料］無料
［主催］公益社団法人 日本一輪車協会
［後援］スポーツ庁、高崎市、公益財団法人 高崎財団、
　　　公益財団法人 スポーツ安全協会
［協力］全国農業協同組合連合会（JA全農）
［問い合わせ］公益社団法人 日本一輪車協会 03-6458-8131

〒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

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

夏の大三角や
カシオペア座を観よう！
誰でも気軽に星空を楽しめます。天文台は段差を無
くしたバリアフリー構造。接眼部を延長して子どもや
車いすの人も観察しやすくなっています。100台分の
駐車場を完備しています。

その他

 ▲詳細は
  Webへ

文化施設イベントスケジュール

■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

◎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！

8/13（土）～17（水） 第1展示室
第55回群馬平和美術展 
美術を通し、平和を願う心を社会に向けて発信すると共に、出
品者や参観者相互の交流を深めることを目的とした展示会 
問 群馬平和美術展実行委員会事務局 080-6684-5676

8/19（金）～24（水） 第1・2展示室
第53回ぐんま女流美術展 
洋画・日本画・彫刻・工芸による展示
問 ぐんま女流美術協会 090-3047-4963

8/26（金）～31（水） 第1展示室・予備室
第59回妙墨会書展
書道作品の展示 
問 妙墨会 027-393-0835

シティギャラリー開館以来、毎月展示会を開催し
ています。今は私たち兄弟と高井くんを中心に、毎
回5人程度の作品を展示しています。日本画や油絵
をはじめ、人形、写真、ダンス、歌など多彩なジャ
ンルの作品が楽しめる展示会です。今回は秋をテー
マにした絵画や造形作品などを展示する予定です。
お楽しみください。（本間邦樹さん）
私は球体関節造形で、人形や動物などを制作して
います。作品を喜んでくれる人がいるので、これか
らも作り続けていきたいです。ぜひ展示会でいろん
な作品を見て、癒されてください。（高井さん）

篆刻は篆書という書体の印を石などに彫ることなんです。中国で実用的に
使っていたハンコが、芸術へと発展したとイメージすると分かりやすいですか
ね。協会は現在40人ほどで活動し、展示会は30回目を迎えます。今回は、有
名な中国印人の書画篆刻作品を展示する特別展で、会員が所蔵する作品約60
点を展示します。
漢字からしてとっつきにくいと思われるかもしれませんが、道具は書道用品
店などで用意でき、お家で手軽に始めることができるんですよ。まずは会場で
作品を通じて、篆刻に触れてもらえたら嬉しいです。お待ちしております。

主催者よりメッセージ

絵画展

（左から）本間清隆さん、代表の本間邦樹さん 高井誠幸さん

8/19（金）～22（月） 第6展示室
第30回記念 群馬篆刻協会展 
特別展示「中国印人の書画篆刻」
中国印人の書画篆刻作品の展示 
問 群馬篆刻協会 0274-22-3602  

PICK UP!

8/19（金）～24（水） 第4展示室
絵画展
会員5人による絵画・能面・人形等の展示会
問 斗南美術協会 027-252-1709

PICK UP!

主催者よりメッセージ

第30回記念 群馬篆刻協会展
特別展示「中国印人の書画篆刻」

8月は19:30以降が見頃です
天候はWebから確認できます

1.印刀と篆刻　2.石を彫る様子　3.会長の飯島俊一さん

1

2 3

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

●夏の星座を探そう ［日時］8/19（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

※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（一般番組は休止）

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）

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 夏休み期間（7/21～8/31）は無休

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!?

一般番組（夏の星座解説を含む約40分）

～9/4（日）期間 

【夏休み期間（7/21～8/31）】
①13:30 ②16:00

時間

●メカ・ダチョウを作ろう

［日時］9/3（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］8/18（木）

長い足で2足歩行するダチョウ型のロ
ボットを作ります。

●ステンドピラミッドを作ろう

［日時］9/10（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］500円
［締切］8/25（木）

プッシュライト付きのステンドグ
ラス風のピラミッドを作ります。

科学工作教室 要申し込み

［日時］8/21（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］8/11（木・祝）

プログラミング言語「スクラッチ」を使っ
て「ドライビングゲーム」を作ります。

●プログラミング
　「計算ドリルづくり」

［日時］9/4（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］8/25（木）

プログラミング言語「スクラッチ」を使っ
て「計算ドリル」を作ります。

●プログラミング
　「ドライビングゲームづくり」

パソコン教室 要申し込み

子ども向け番組（夏の星座解説を含む約35分）

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

～11/13（日）期間 【夏休み期間（7/21～8/31）】①11:00 ②14:45時間

小惑星探査機「はやぶさ2」と、その開発に携わった人たちの「継承」をテーマにし
たプラネタリウム番組の特別投映です。

特別投映（星座解説なし、約30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

8/7（日）・21（日）、10:00日時

〈ナレーション〉8/7：櫻井孝宏、早見沙織 8/21：佐々木蔵之介、早見沙織

■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

対象は市内在住・在学の人に限ります。 
メールに下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。

各教室・特別展関連イベントの申し込み方法

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】

©TAJIMA HIDEKI OFFICE Ltd

●上野三碑かるたであそぼう

［日時］8/24（水）14:00～15:30　［会場］創作室
［対象］小学4年生以上　［定員］6組12人　［費用］無料　［締切］8/16（火）

高崎市文化財保護課職員のお話を聞いて、かるたで遊びます。

●ミニ工作教室　上野三碑キーホルダー作り

［日時］①8/10（水）・②23（火）、10:00／13:00／15:30
［会場］創作室　［対象］5歳以上(小学3年生以下は保護者同伴)
［定員］各回10人　［費用］無料　［締切］①7/31（日）・②8/16（火）

オリジナルのミニキーホルダーを作ります。

［日時］8/6（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］7/28（木）

●夏の特別工作教室　まが玉作り
古代のアクセサリーまが玉を作ります。

特別展 関連イベント 要申し込み

夏の特別展

～9/4（日）期間 

9:00～17:00（無料）時間

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、各種イベントを
開催（プラネタリウム夏番組『時空の搭乗券』
にも三碑の一つ“山上碑”が登場します）。
三碑のオリジナル撮影スポットもありま
す。この夏、三碑の秘密を探ってみては？

上
こうずけさんぴ
野三碑ってなぁに？

～石に刻まれた、古代からのメッセージ～
フィギュアもあるよ！

8/26（金）～29（月） 第3・4・5・6展示室
第36回 書泉会展
毎日書道会理事の下谷洋子さんが主宰する臨書から創作まで
の「かな」作品と役員による新しい試みの作品を展示 
問 書泉会 027-231-9440

スポーツ
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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～9/4（日） 開催期間

Photo:Gottingham 斎藤清 《只見川 会津柳津（2）》 1979年 やないづ町立斎藤清美術館 山田かまち 《自画像》 鉛筆・紙 植田正輝 着物 《泥染龍郷柄大島紬》

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

～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 7/25（月）・8/1（月）・8（月）・12（金）・15（月）・

22（月）・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 7/25（月）・8/1（月）・8（月）・12（金）・15（月）・

22（月）・29（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 7/25（月）・8/1（月）・8（月）・12（金）・15（月）・

22（月）・29（月）
＊植物園内への入場は無料（9:00～16:30）

〒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（入園は17:30まで） 

＊邸内は会期中10:00～11:00、14:00～16:00で公開
休 7/25（月）・8/1（月）・8（月）・12（金）・15（月）・

22（月）・29（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ー

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

8/12（金）～9/8（木）

映画を愛し、映画に愛された作家の傑作12作品がスクリーンに甦る！

1950年代にフランスで映画の歴史を変えた映画運動“ヌーヴェル・ヴァーグ”の
旗手、フランソワ・トリュフォー監督。『大人は判ってくれない』をはじめ、トリュ
フォーの分身ともいえる“アントワーヌ・ドワネル”を主人公とする作品群のほか、
軽やかな犯罪喜劇『私のように美しい娘』(1972年 )、究極の三角関係を描く『突然炎
のごとく』(1962年 )など短編含め全12作品を上映。

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

終戦、77年目の夏。

8/5（金）～21（日） ※8/9（火）・16（火）の上映はありません

戦争に関するアニメーション、ドキュメンタリー、劇映画を特集上映

「アンネの日記」を原案とするアニメーション『アンネ・フランクと旅する日記』
（字幕）、ひめゆり学徒隊の貴重な証言をおさめた『ひめゆり』、激戦地・沖縄に派
兵された実在のアメリカ兵の信念を描く『ハクソー・リッジ』（字幕）、オーストラ
リアで起こった日本人捕虜集団脱走の真相を探る『カウラは忘れない』、渥美清主
演『あゝ声なき友』などを上映します。

※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

©1959 LES FILMS DU CARROSSE/ SEDIF ©ANNE FRANK FONDS BASEL, SWITZERLAND

『大人は判ってくれない』
1959年
フランス
1時間39分
監督：フランソワ・トリュフォー
出演：ジャン=ピエール・レオ―
　　 パトリック・オーフェー
　　 アルベール・レミー

『アンネ・フランクと旅する日記』
2021年
ベルギー・フランス・ルクセンブルク・
オランダ・イスラエル
1時間39分
監督・脚本：アル・フォルマン
声の出演：ルビー・ストークス
　　　　 エミリー・キャリー

￥ 当日一般 1,600円　学生 1,300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 

￥ 一般100円　 大高生80円

8/23（火）～　開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・秋収蔵品展

※料金はすべて税込表記です

特集
「生誕90周年 フランソワ・トリュフォーの冒険」
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