


02 03＊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 ＊上記公演の問い合わせは、高崎芸術劇場チケットセンター（ 027-321-3900）へ＝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＊

ミュージカル
『DOROTHY
～オズの魔法使い～』

スタジオシアター

9/17（土）18:00開演（17:15開場）

ボブ・ジェームス・トリオ

ジャズ・フュージョン界のレジェンドが
気鋭メンバーと届ける待望の来日ステー
ジ！

［出演］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）
［料金］全席指定 6,500円（Ｕ-25 3,000円）
［チケット］発売中

スタジオシアター

11/9（水）18:30開演（17:45開場）

立川談春 独演会

最もチケットが取れない落語家と称され
る立川談春が今年も登場。圧倒的な迫力
と巧みな話芸をご堪能ください。

［出演］立川談春
［料金］全席指定 4,000円
●チケット発売
　Web先行：8/26（金）10:00
　電話発売 ：8/30（火）10:00
　窓口発売 ：8/31（水）10:00

『ODSシアター』
モンク・イン・ヨーロッパ

スタジオシアター

11/5（土）14:00開演（13:15開場）

伝説のジャズ・ミュージシャンに迫
るドキュメンタリー映画「MONK IN 
EUROPE」。没後40年、セロニアス・モン
クの世界をお楽しみください。
※菊地成孔とオノセイゲンによるアフ
タートークショーがあります

［料金］全席自由 1,000円
※11/6（日）開催「菊地成孔クインテット」
のチケット購入者は入場無料
［チケット］発売中

スタジオシアター

11/6（日）17:30開演（16:45開場）

菊地成孔クインテット

日本ジャズ界を担うメンバーたちが魅せ
るモダンジャズ・オリエンテッドな世界。

［出演］菊地成孔（サックス、ヴォーカル）、
林正樹（ピアノ）、宮嶋洋輔（ギター）、小西
佑果（ベース）、秋元修（ドラムス）
［料金］全席指定 4,000円（Ｕ-25 2,000円）
［チケット］発売中

ライマン・フランク・ボーム作の「オズの
魔法使い」が新作ミュージカルとして生
まれ変わりました。

［出演］桜井玲香、鈴木勝吾、凰稀かなめ、
鈴木壮麻 ほか
［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］発売中

大劇場

10/12（水）18:00開演（17:00開場）

BUS

©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
［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）、群馬交響楽団
［曲目］《ベン・ハー》組曲、《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》 ほか
［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］クライスラー／プニャーニの様式
による前奏曲とアレグロ、J.マルティノ
ン／無伴奏ヴァイオリンのためのソナチ
ネ第5番 Op.32 No.1、R.シュトラウス／
ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.18、
サン=サーンス／死の舞踏 Op.40、フラ
ンク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調 M.8
［料金］全席指定 2,000円
［チケット］発売中

12/24（土）13:30開演（12:45開場）

SOIL&“PIMP”SESSIONS

open 17:15 / start 18:00
2022.11.13 sun.

スタジオシアター 
全席指定 5,000円（U-25 2,500円）

東京という“街”をテーマにしたオリジナルフルアルバム「LOST IN TOKYO」を、約2年半ぶりに
リリースしたソイル・アンド・ピンプ・セッションズ。インストゥルメンタルはもちろん、ヴォーカリ
ストもフィーチャーし、さらには東京にちなんだ曲名が散りばめられるなど細部にまでこだわったコン
セプト・アルバムを携えて高崎のステージに再登場。ソイル流ジャズで映し出す“東京”を随所に感じ
ることのできるステージをお楽しみに。

ハードでダンサブルな音楽を鳴らし続ける‘‘ソイル’’
最新アルバムを携えて高崎のステージに回帰

社長（アジテーター） / タブゾンビ（トランペット） / 丈青（ピアノ） / 秋田ゴールドマン（ベース） / みどりん（ドラムス）
サポートメンバー：栗原健（サックス）

●チケット発売　Web先行：9/3（土）12:00
　　　　　　　　電話発売 ：9/6（火）10:00
　　　　　　　　窓口発売 ：9/7（水）10:00
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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）

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

高崎市民演劇第12回公演 
人情旅館 太腕繁盛記 
～そうだ、温泉に行こう！～
日 10/30（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 箕郷文化会館 027-371-7211

坂田早苗50th記念リサイタル
日 10/30（日）15：00開演（14：30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 4,500円
問 坂田早苗記念リサイタル実行委員会
  　狩野 090-1124-8165
  　舟山 090-3524-3094

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）

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　※車椅子席・介助席を希望する人は各問い合わせ先へ

高崎市少年少女合唱団 
第36回定期演奏会
日 9/18（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 500円
問 高崎市少年少女合唱団　好田
　 070-5644-7776 

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）

ポルノグラフィティ 18th 
ライヴサーキット″暁″ 

日 9/27（火）18:30開演（17:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 9,900円
　 ※4歳以上は有料。3歳以下入場不可
問 ディスクガレージ
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

杉山和駿ヴァイオリンリサイタル
日 9/5（月）19:00開演（18:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 2,000円
問 杉山和駿 090-1215-6483

Letʼs come together! vol.23 
「大切な人と音楽の喜びを」 
①0歳からのバリアフリーコンサート 
②アフタヌーンコンサート
日 9/10（土）①10:45開演（10:15開場）
　　　　　  ②14:30開演（14:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 ①一般 2,000円
　 親子1組 2,000円　追加家族1人 500円＊
　 ②一般 3,000円　大学生以下 1,500円
　 親子1組 3,000円＊　追加家族1人 500円＊
　※②は未就学児入場不可
　＊印は主催者のみ取り扱い
問 愉音 090-6543-5456 

SHOGO HAMADA 
ON THE ROAD 2022 
Welcome Back to  
The Rock Show “EVE”
日 9/10（土）18:00開演（17:00開場）
　 9/11（日）17:30開演（16:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 11,000円
問 インフォメーションセンター
　 https://sh-otr2022.jp/ 

ひとりミュージカル高崎公演 
信長夢物語 
日 9/10（土）19:00開演（18:30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 3,000円（当日 3,500円）
　 ※7歳以上は有料 
問 株式会社 オフィス ピース オブ ドリーム
　 事務局 090-2485-3979

秋の室内楽コンサート Vol.2
日 9/11（日）14:00開演（13:30開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 一般 2,500円　シニア 2,000円
　学生 1,500円
問 アプラウスミュージック
　 050-3395-7584

山下達郎 PERFORMANCE 2022
日 9/13（火）18:30開演（17:30開場） 
会 大劇場 
￥ 全席指定 11,000円
　※4歳以上は有料。3歳以下は保護者1人

につき1人膝上観賞可。ただし席が必
要な場合は有料 

問 ソーゴー東京 03-3405-9999（月～土
　 12:00～13:00、16:00～19:00※日、祝日
　 を除く）
　 シグナス 028-637-9999

大木和音チェンバロリサイタル 
～ニューアルバム『フランスの花』 
リリース記念コンサート～

日 9/17（土）15:00開演（14:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 2,800円（当日 3,000円）
問 有限会社アルト・ノイ・アーティストサービス
　 04-2965-1943

空間あい サロンコンサートⅧ　
～あなたに愛と調和と芸術を～ 
モルゴーア・クァルテット演奏会
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

Dance Festival Vol.19 
Dance Musical 里美八犬伝 
日 9/4（日）13:30開演（13:00開場）
　　　　　17:30開演（17:00開場）
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定 S席 8,000円（当日 9,000円）
　 A席 5,000円（当日 6,000円）
　※3歳以上は有料。2歳以下は入場不可
問 Tajima Dance Academy Pro
　 090-5531-1197

第22期 高崎経済大学附属高校 
音楽系卒業生によるコンサート
日 9/4（日）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 1,000円
　※高校生以下は無料。当日、身分証のご

提示をお願いします
問 高崎経済大学附属高校音楽系卒業生
　 コンサート実行委員会　川﨑
　 070-4166-1766

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

BUS

BUS

パスカル・ヴェロ（指揮）

辻彩奈（ヴァイオリン）
©Makoto Kamiya

［出演］パスカル・ヴェロ（指揮）、辻彩奈（ヴァイオリン）＊
［曲目］フランク／交響詩《呪われた狩人》FWV.44
　　　サン＝サーンス／ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 Op.61＊
　　　ドビュッシー／交響詩《海》、デュカス／交響詩《魔法使いの弟子》
［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

9/3（土） 16:00開演（15:00開場） 大劇場

＊印は辻彩奈の演奏曲です

・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581回定期演奏会群馬交響楽団
TICKETWeb BUS

TICKET

■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！

9/9（金）～12（月） 第2展示室
西陣美術織 伊藤若冲展
若冲の絵を西陣織で再現した作品の展示
問 西陣美術織 全国巡回展実行委員会
　 072-808-2213

9/9（金）～14（水） 第1展示室・予備室
第35回 高崎平和美術展
高崎市内小・中・特別支援学校の児童生徒に
よる平和をテーマにした絵画作品の展示
問 高崎市企画調整課 027-321-1206

9/10（土）～19（月・祝） 第3・4・5・6展示室
メルヘンと遊びの世界展25 
「ふつう」ってなぁに？
子どもたちの五感と遊び心をテーマにした
展示
問 高崎市文化課 027-321-1203

9/23（金・祝）～28（水） 第1展示室・予備室
2022 第9回 毎日書道群馬展
書道展 （漢字、かな、詩文、刻字、前衛）
問 毎日書道群馬展実行委員会
　 090-4916-7277

9/16（金）～21（水） 第2展示室
ぼくの絵わたしの絵展 
～第81回全国教育美術展～
全国教育美術展に入賞した児童や生徒の作
品展示
問 NHK前橋放送局 027-251-1711

9/23（金・祝）～28（水） 第3展示室
4人展
洋画の絵画展 
問 関根 由之 027-373-3695

9/23（金・祝）～28（水） 第4展示室
戸塚敬典展 
洋画個展
問 戸塚 敬典 090-6155-1091

9/23（金・祝）～28（水） 第5展示室
沼 克美 写真展
神流川の風景、人物、四季の写真の展示
問 沼 克美 0270-65-6434

9/29（木）～10/5（水） 第3展示室
絵画・イラスト展
問 グループ窓 027-362-6114

9/30（金）～10/5（水） 第4展示室
絵画展
日本画、洋画の展示
問 斗南美術協会 027-252-1709

9/30（金）～10/5（水） 第5展示室
第13回 
アングルフォトクラブ写真展
問 アングルフォトクラブ
　 027-265-2276

9/30（金）～10/5（水） 第6展示室
JNP日本風景写真協会 
群馬支部作品展 「四季彩の詩」
群馬の自然風景写真の展示
問 JNP日本風景写真協会 群馬支部
　 027-251-7136

TICKETWeb BUS

TICKETWeb BUS

BUS

9月の公演の
詳細はこちら SEPTEMBER

20229
メルヘンと遊びの世界展25 
「ふつう」ってなぁに？
午前の部はメルヘン子ども寄席、午後の部
は講演会「『こども・絵本・おかあさん』ー見
える人も見えない人も親子で絵本を楽しむ
ためにー」を開催 
日 9/18（日）午前の部 10:30開演／12:00終演
　　　　　午後の部 14:00開演／15:30終演
￥ 午前の部 全席指定 1,000円
　 午後の部 全席自由 無料
問 高崎市文化課 027-321-1203

第47回 狂言を観る会
人間国宝・山本東次郎による狂言ほか
日 9/20（火）18:30開演／21:00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

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）

第29回高崎健康福祉大学高崎高等 
学校吹奏楽部定期演奏会
クラシック、ドリル、ポピュラーの3部構成
で演奏

日 9/25（日）15:00開演／18:00終演
￥ 全席自由 500円
問 高崎健康福祉大学高崎高等学校
　 027-352-3460 

高崎市少年少女オーケストラ 
定期演奏会
日 9/4（日）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 無料
問 高崎市少年少女オーケストラ
　 090-8494-1613

第16回群馬学生ギターマンドリン 
フェスティバル
日 9/18（日）13:30開演／16:00終演 
￥ 全席自由 300円
問 群馬学生ギターマンドリンフェスティバル
　 090-6850-7739

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）

文化施設
イベントスケジュール

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 明治大学校友会高崎支部
　 三喜産業株式会社　林 克典
　 090-3918-4257

AUTUMN CONCERT  
ハナミズキ室内合奏団 
室内楽シリーズVol.21 
～小川有紀子とその仲間たち～
日 10/10（月・祝）14:00開演（13:30開場）
会 高崎シティギャラリー コアホール
￥ 全席自由 3,000円
問 ハナミズキ音楽事務所
　 070-2644-6015
　 アトリエミストラル 090-8047-3757

TICKETWeb

TICKETWeb
TICKETWeb

発売中チケット
TICKET

TICKETWeb

高崎芸術劇場オープンシアターvol.3 
「お月見コンサート 
～秋の夜風に吹かれて～」
高崎芸術劇場の穴場スポット、屋上広
場「ガーデン」で音楽をしっとり楽しむ
秋の夜長

日 9/14（水）
　 18:30開演（18:00開場）
会 ガーデン

出演者などの
詳細はWebへ

TICKET BUSWEB

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 
［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
＊印は外山啓介の演奏曲です 
日 10/2（日）16:00開演（15:00開場）　 
会 大劇場 
￥ 全席指定 5,000円 
 

西本智実

©堀隆弘

外山啓介

©Yuji Hori

問 高崎音楽祭事務局 027-322-9195
第33回高崎音楽祭
10/1（土）～16（日）

チケット
発売中 その他の公演など

詳細はこちら

TICKETWeb
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高崎芸術劇場 オリジナルグッズ ◆◆◆ ◆◆ ◆

9月は19:00以降が見頃です
天候はWebから確認できます

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

●中秋の名月と惑星を見よう ［日時］9/10（土）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

※9/6（火）～9（金）・13（火）は、番組入替及び保守点検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　●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 9/5（月）・12（月）・20（火）・26（月） 

©TAJIMA HIDEKI OFFICE Ltd

©Wリーグ

●プログラミング
　「球よけゲームづくり」

［日時］9/11(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］9/1(木)

プログラミング言語「スクラッチ」を使って「球
よけゲーム」を作ります。

●プログラミング
　「迷路ゲームづくり」

［日時］10/9(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］9/29(木)

プログラミング言語「スクラッチ」を使って「迷
路ゲーム」を作ります。

パソコン教室 要申し込み

■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・在勤の人に限ります。 
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。 
シニアの人は往復はがきでの応募も受け付けます。 

科学工作／パソコン／シニア教室の申し込み方法

●メカ・タートルを作ろう

［日時］10/8(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］9/22(木)

4本の足ではうように進むカメ型ロボット
を作ります。

科学工作教室 要申し込み

●くるくる回る万華鏡を作ろう

［日時］9/29(木)9:30～12:00　［会場］創作室
［対象］おおむね60歳以上の人
［定員］18人　［費用］500円　［締切］9/15(木)

透明な円板に手作りの模様を付けて、筒をのぞ
きながら模様の変化を楽しむ万華鏡を作ります。

シニア教室 要申し込み

【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

必
要
事
項

①希望の教室名　②開催日
③児童生徒名（ふりがな）・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 

9/2（金）～4（日）
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎
東京2020オリンピックで銀メダルを獲得した女子

バスケットボール。昨年に引き続き、トーナメント形
式で3日間にわたり開催されます。
シーズン突入直前の熱きプレーに注目です。

［入場料］1Fエリア指定席ベンチ裏 4,500円
　　　　2F自由席 大人 3,000円　小中高生 1,000円 ほか
　　　　※当日券は各席種+500円です
［チケット取扱い］Wリーグチケット
［主催］一般社団法人 バスケットボール女子リーグ（WJBL）
［後援］高崎市、高崎市教育委員会、公益財団法人 高崎財団
［協力］一般財団法人 群馬県バスケットボール協会、高崎市バスケットボール協会
［問い合わせ］WリーグWebサイト内の問い合わせフォームへ　

〒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ヤ座を観よう！
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サイトへ

▲

〒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

スポーツ

©Wリーグ

©Wリーグ

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 

時間 火～金 14:00
土・日、祝日 13:30 16:00

©日本橋丸玉屋
子ども向け番組（季節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 

時間 火～金 15:30
土・日、祝日 11:00 14:45

ハナビリウム～花火って、なんであるの？～
一般番組（秋の星座解説を含む約35分）

9/10（土）～11/13（日）期間 

時間 火～金 14:00
土・日、祝日 13:30 16:00

トピックス

毎年9月は「防災月間」です。日本では自然
災害が多く、特に地震はいつどこで発生するか
分かりません。もし、外出先で地震に遭遇して
も、パニックにならないよう、日頃から防災に
ついての知識を身に付けておくことが重要で
す。そこで、文化・スポーツ施設に来館中に地
震が起きたとき、皆さんに取っていただきたい
行動についてお知らせします。

高崎芸術劇場のオリジナルグッズに新アイテムを追加しました。これ
までのオリジナルだるまに加え、ステンレスボトル、ハンドタオル、一
筆箋、チケットホルダーが新たにお目見え。当劇場のロゴやイラストを
あしらった、かわいらしくもシンプルなデザインです。
これに合わせ、当劇場2階チケットカウンター横に専用の売り場を開
設しました。普段使いはもちろん、ステンレスボトルや一筆箋はビジネ
スの場面でも使えること間違いなし。高崎芸術劇場2Fチケットカウン
ターで発売しています。当劇場にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

高崎財団からのお知らせ
催し中に地震に遭ったら、落ち着いて行動してください。

新アイテム追加！高崎芸術劇場オリジナルグッズ

高崎芸術劇場
オリジナルだるま

2,500円

ステンレスボトル
1,500円

チケットホルダー
300円

別バー

ジョンも

ハンドタオル
500円

一筆箋
300円

姿勢を低くし、衣服やカバンなどで頭部
を守ってください。

揺れが収まるまで、
席で自身の身を守る

1

係員の指示・誘導に従って、落ち着いて行
動してください。

施設側の指示をよく聞き、
指示に従って避難する

2

催し時に携帯していると良いもの

飲み物（ペットボトル）

チョコレートやあめ玉

携帯電話用のバッテリー

TAKASAKI CITY THEATRE original goods

vol.1 
荒井里桜

（ヴァイオリン）

vol.2 
亀井聖矢

（ピアノ）

vol.4 
尾城杏奈

（ピアノ）

vol.3 
岡本侑也

（チェロ）

vol.5
戸澤采紀

（ヴァイオリン）

vol.6
上野通明

（チェロ）

vol.1〜vol.4は高崎市中央図書館で貸し出しています

収録曲などの
詳細はWebへ

 T-Shotシリーズvol.1〜6 
CD&DVD　　 好評発売中（3,630円）

vol.7 谷昂登（ピアノ）は、
2022年11月発売予定です。

高崎芸術劇場2F チケットカウンターにて取り扱い
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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

アルフォンス・ミュシャ 《黄道十二宮 ラ・プリュム誌のカレンダー》
1896年 OZAWAコレクション

室井東志生 《日傘》 2005年頃 日展会館蔵 山田かまち 《窓辺の花》 水彩・鉛筆・紙 吉村晴子 《花の譜》

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

＊（ ）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）

〒370-0849 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 8/29（月）・9/5（月）～22（木）・26（月）

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

9/23（金・祝）～10/6（木）  ※9/27（火）の上映はありません

名門バレエダンサーたちの葛藤の日々を見つめるドキュメンタリー

世界的パンデミック禍、パリ・オペラ座のダンサーたちにとっても、過酷な試練
の日々であった。2020年6月レッスンが再開。最高位のエトワールたちが、かつて
ない状況下、ヌレエフ振付の超大作「ラ・バヤデール」の公演に向け稽古を重ねてい
く。カメラはダンサーたちの心境に寄り添いながら、本番までの特別なシーズンを
捉える。

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

名作洋画特集

9/10（土）～25（日） ※9/13（火）・20（火）の上映はありません

輝かしい名作をスクリーンで！

アイオワ州の小さな町に住む青年がトレーラーで旅する少女と出会い、自分の
人生を見つめ直す姿を描いた『ギルバート・グレイプ』。長年刑務所にいる囚人と
無実の罪で収監された男が巻き起こす数々の奇跡が描かれる『ショーシャンクの空
に』。1932年、英名門パブリック・スクールを舞台とした青春映画『アナザー・カ
ントリー』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） 一般 1,500円　シニア（60歳以上） 1,100円

映画情報 Film information

©Ex Nihilo – Opéra national de Paris – Fondation Rudolf Noureev – 2021 TM & © MCMXCIII by Paramount Picture Corporation. All Rights Reserved.

2021年
フランス
1時間13分
監督：プリシラ・ピザート
出演：パリ・オペラ座バレエ
　　  （アマンディーヌ・アルビッソン
　　 レオノール・ボラック
　　 ヴァランティーヌ・コラサント ほか）

『ギルバート・グレイプ』
1993年
アメリカ
1時間58分
監督：ラッセ・ハルストレム
出演：ジョニー・デップ
        レオナルド・ディカプリオ
　　  ジュリエット・ルイス

￥ 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

～10/2（日）開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・秋収蔵品展

9/17（土）～11/13（日）開催期間

日展の日本画

～9/4（日） 開催期間

斎藤清版画展
没後25年記念特別企画

飛翔するノスタルジア 

〒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 8/29（月）・9/5（月）・12（月）・20（火）・26（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 8/29（月）・9/5（月）～16（金）・20（火）・26
（月）

￥ 一般 600円（500円）
　 大高生 300円（250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 8/29（月）・9/5（月）・12（月）・20（火）・26（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

※料金はすべて税込表記です

『新章パリ・オペラ座
～特別なシーズンの始まり～』

9/23（金・祝）～11/27（日）開催期間

アルフォンス・ミュシャ展

～9/4（日）開催期間

ーTASKOファクトリーの
　ひらめきをかたちにー

つくる展
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