


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＊

スタジオシアター

11/13（日）18:00開演（17:15開場）

SOIL＆"PIMP"SESSIONS

ハードでダンサブルな音楽を鳴らし続け
る“ソイル”が、最新アルバムを携えて高
崎のステージに回帰！

［出演］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）
［料金］全席指定 5,000円（U-25 2,500円）
［チケット］発売中

el tempo

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

ピアノの女王マルタ・アルゲリッチが日
本の若手奏者たちと、故イヴリー・ギトリ
スへ捧げるオマージュ公演。

［出演］マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）、
海老彰子（ピアノ）、辻彩奈（ヴァイオリ
ン）、村田夏帆（ヴァイオリン）、カルテッ
ト・アマービレ（弦楽四重奏）
［曲目］モーツァルト／4手のためのピア
ノ・ソナタ ニ長調 K.381、シューマン／ピ
アノ五重奏曲 変ホ長調 Op.44 ほか
［料金］全席指定 S席 9,000円　A席 7,000
円　B席 5,000円　U-25 1,000円（座席は
公演当日指定）
［チケット］発売中

大劇場

11/12（土）16:00開演（15:15開場）

BUS

アルゲリッチ＆フレンズ　
～イヴリー・ギトリスへのオマージュ～

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～

directed by KAVKA SHISHIDO

©Valter Berecz  Hungarian State Opera ©Adriano Heitman

大劇場

ハプスブルク帝国の二大王立劇場とし
て、ウィーン国立歌劇場と並び称された
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）、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 完売御礼

S席 15,000円　A席 12,000円
B席 9,000円 完売御礼

C席 6,000円（U-25 3,000円）完売御礼
［チケット］発売中
※全2幕 原語（ドイツ語）上演、日本語字
幕付き

11/4（金）18:30開演（17:30開場）

ハンガリー国立歌劇場
『魔笛』

BUS

『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

クリストフ・トラックスラー
ピアノコンサート

フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリ
ンのメンバーとしても活躍する若手ピア
ニストによる待望の来日公演です。

［出演］クリストフ・トラックスラー（ピアノ）
［曲目］シューベルト／楽興の時（全曲）、 
シューベルト（リスト編）／糸を紡ぐグレー
トヒェン、セレナーデ、アベ・マリア、 リスト
／ダンテを読んでーソナタ風幻想曲 ほか
［料金］全席自由 4,500円（当日 5,000円） 
※1人5枚まで
［チケット］発売中

11/20（日）13:30開演（13:00開場）

11/26（土）15:00開演（14:15開場）

　　　　　　  19:00開演（18:15開場）

スタジオシアター

シシド・カフカ率いるel tempoと地元・農
大二高吹奏楽部のコラボが実現！2ndス
テージには「Rhythm with Signs」開発者
サンティアゴ・バスケスが登場します。

［出演］シシド・カフカ、IZPON、岩原
大輔、岡部洋一、ケイタイモ、KENTA、
Show、はたけやま裕、MASUO、芳垣安
洋、東京農業大学第二高等学校 吹奏楽部
（1stステージゲスト）、サンティアゴ・バ
スケス（2ndステージゲスト）
［料金］全席指定 6,000円（U-25 3,000円
高校生以下 1,500円）
［チケット］発売中

©Akira Muto           

パスカル・ロジェ
ピアノ・リサイタル

フランス作品での絶妙なフレージングで
絶賛を博すパスカル・ロジェがお贈りす
るオール・ドビュッシー・プログラム。

［出演］パスカル・ロジェ（ピアノ）
［曲目］ドビュッシー／前奏曲第1集、版画、
水の反映（映像 第1集より）、映像 第2集、
喜びの島
［料金］全席指定 6,000円（U-25 3,000円）
［チケット］発売中

11/27（日）14:00開演（13:15開場）

©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

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）

全席指定 S席 6,000円（U-25 3,000円）

　 　　　A席 5,000円（U-25 2,000円）

大劇場open 17:15
start 18:002022 .12.11 sun. 

国内屈指のプレイヤーが集結するブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラが、UK
ジャズ・ファンクの頂点に立つインコグニートの司令塔、ジャン＝ポール “ブルーイ” モーニックをス
ペシャル・ゲストに迎えた豪華ステージ。

2011年3月に行われたチャリティ・プロジェクト“Love for Japan”で、ブルーイが手がけた楽曲
「Love Will Find A Way」を同オーケストラのメンバーが演奏し話題となったが、ステージでの共演
はこれが初めてのこと。ファンキーかつグルーヴィなインコグニート・ナンバーがどうアレンジされる
のか、期待に胸が膨らみます。

【Special Guests】
ジャン=ポール “ブルーイ” モーニック（vo,g）

ジョイ・ローズ（vo）
チェリー・V（vo）

ナタリー・ダンカン（vo）

【Member】
エリック・ミヤシロ（tp,conductor）

本田雅人（sax）
鈴木圭（sax）

庵原良司（sax）
竹村直哉（sax）

 渡邉瑠菜（sax）
西村浩二（tp）
小澤篤士（tp）

 山崎千裕（tp）
松井秀太郎（tp）
中川英二郎（tb）

鹿討奏（tb）
半田信英（tb）
小椋瑞季（tb）
安部潤（p）
川村竜（b）

川口千里（ds） 
トッププレイヤーが集うビッグバンドとブルーイの初共演
インコグニート・ナンバーで贈る豪華ステージ

ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ directed by エリック・ミヤシロ
plays Music of インコグニート
with special guest ジャン＝ポール “ブルーイ” モーニック"
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ミュージカル
「キング・アーサー」

多彩な音楽と共に世界中で語り継がれる、イギリス・ケルト
に伝わる騎士達の物語が装い新たに描かれます。

［出演］浦井健治、伊礼彼方／加藤和樹（Wキャスト）、太田
基裕、平間壮一（Wキャスト）、小南満佑子、宮澤佐江（W
キャスト）、小林亮太、東山光明、石川禅、安蘭けい
［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 2,500円）
●チケット発売　Web先行：11/18（金）10:00　電話：11/22
（火）10:00　窓口：11/23（水・祝）10:00

2023/2/11（土・祝）13:00開演（12:15開場） 大劇場
2023/2/12（日）13:00開演（12:15開場） 大劇場

ウクライナ国立歌劇場
｢カルメン｣

2023/3/29（水）14:00開演（13:15開場） 音楽ホール

前橋汀子カルテットバッハ・コレギウム・ジャパン
ブランデンブルク協奏曲全曲演奏会

2023/3/3（金）18:30開演（17:45開場） 音楽ホール

©Ayumu Kakamu

J.S.バッハの音楽を未来へつなぐため、1990年に結成され
たオーケストラによる待望の高崎公演です。

［出演］鈴木優人（指揮・チェンバロ）、バッハ・コレギウム・ジャ
パン（管弦楽）
［曲目］J.S.バッハ／ブランデンブルク協奏曲 全曲（第1番
～第6番）
［料金］全席指定 7,000円（U-25 2,000円）
●チケット発売　Web先行：10/28（金）10:00　電話：11/1
（火）10:00　窓口：11/2（水）10:00

日本のトッププレイヤーによるカルテットが円熟味あふれ
るオール・ベートーヴェン・プログラムをお届けします。

［出演］前橋汀子（ヴァイオリン）、久保田巧（ヴァイオリン）、
川本嘉子（ヴィオラ）、原田禎夫（チェロ）
［曲目］ベートーヴェン／弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 
Op.131 ほか
［料金］全席指定 A席 5,000円　B席 4,000円（U-25 1,500円）
●チケット発売　Web先行：11/4（金）10:00　電話 ：11/8
（火）10:00　窓口 ：11/9（水）10:00

©篠山紀信

ユリアンナ・アヴデーエワ
ピアノ・リサイタル

2010年のショパンコンクール優勝者による美しく研ぎ澄
まされた演奏をお楽しみください。

［出演］ユリアンナ・アヴデーエワ（ピアノ）
［曲目］ショパン／ポロネーズ 第7番 変イ長調 Op.61「幻
想ポロネーズ」、ラフマニノフ／ピアノ・ソナタ 第2番 変ロ
長調 Op.36（アヴデーエワ版） ほか
［料金］全席指定 6,500円（U-25 3,000円）
●チケット発売　Web先行：11/25（金）10:00　電話：11/29
（火）10:00　窓口：11/30（水）10:00

2023/2/23（木・祝）13:30開演（12:45開場） 音楽ホール

今年創立60周年を迎えた読売日本交響楽団の高崎公演です。
開演前に藤岡幸夫によるトークショーを予定しています。

［出演］藤岡幸夫（指揮）、清塚信也（ピアノ）、読売日本交響楽団
［曲目］モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲、ラフ
マニノフ／ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 Op.18、ベートー
ヴェン／交響曲 第7番 イ長調 Op.92
［料金］全席指定 S席 7,000円 完売御礼　A席 6,000円 完売御礼

B席 5,000円（U-25 2,500円）　車椅子席 6,000円
［チケット］発売中

12/6（火）18:30開演（17:45開場） 大劇場

BUS

読売日本交響楽団　高崎公演

BUS

トゥガン・ソヒエフ＆NHK交響楽団

2023/1/28（土）14:00開演（13:15開場） 大劇場

色彩の魔術師ソヒエフがセレクトした20世紀の名品を携
え、NHK交響楽団が高崎に登場。

［出演］トゥガン・ソヒエフ（指揮）、NHK交響楽団
［曲目］ラヴェル／「ダフニスとクロエ」組曲 第1番、第2番、
ドビュッシー／交響詩「海」 ほか
［料金］全席指定 S席 8,000円　A席 6,000円　B席 4,000
円（U-25 2,000円）
●チケット発売　Web先行：10/28（金）10:00　電話：11/1
（火）10:00　窓口：11/2（水）10:00

©Marco Borggreve

BUS BUS

群馬交響楽団×高崎芸術劇場

『ジブリ＆ミュージカルナンバー』
ＧＴシンフォニック・コンサート vol.5

親しみのあるスタジオジブリの名曲や、小野あつこの爽や
かな歌声でミュージカルナンバーをお贈りします。誰かを
誘って訪れたくなる演奏会です。

［出演］田中祐子（指揮）、小野あつこ（ゲスト）、群馬交響楽団
［曲目］久石譲／交響組曲「魔女の宅急便」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　Web先行：11/4（金）10:00　電話：11/7
（火）10:00　窓口：11/8（水）10:00

2023/2/23（木・祝）14:00開演（13:00開場） 大劇場

©sajihideyasu

BUS

2023/1/14（土）15:00開演（14:15開場） 大劇場

東欧の名門歌劇場が贈る､スペインを舞台にした作曲家・ビ
ゼーのオペラ最高傑作！魅惑の女性カルメンに翻弄される
男たちの運命は…。

［出演］アッラ･クルババ（指揮）、ウクライナ国立歌劇場管弦
楽団、ウクライナ国立歌劇場合唱団、ウクライナ国立バレエ
［料金］全席指定 S席 15,000円 完売御礼　A席 12,000円
B席 9,000円　C席 6,000円（U-25 2,000円）
［チケット］発売中
※全3幕(約3時間) 原語(フランス語)上演、日本語字幕付き

BUS

「音楽のある街」高崎の年明けを告げる群馬交響楽団恒例コ
ンサート。新年の幕開けにふさわしい名曲をお届けします。

［出演］大友直人（指揮）、服部百音（ヴァイオリン）、金子三勇
士（ピアノ）、宮里直樹（テノール）、群馬交響楽団
［曲目］シュトラウス二世／喜歌劇《こうもり》序曲、シュト
ラウス二世／ワルツ《春の声》 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

2023/1/1（日・祝）13:30開演（12:45開場） 大劇場

第33回元旦コンサート

北欧フィンランドのフォークミュージックシーンで現在もっとも注目を集めている女性４人組
のコーラス＆カンテレ (フィンランドの民族弦楽器 )ユニット、カルデミンミット。グループ名
は、フィンランド語で「スパイスの効いた女の子たち」という意味。澄んだ歌声とカンテレが織
り成すハーモニーは、日本のテレビCMや無印良品のCDへの参加でも話題となっています。そ
んな北欧の”kawaiiフォークミュージック”をクリスマスならではの音楽でご堪能ください。

ムーミンの世界に迷い込んだような
キュートなフォトスポットが登場

来場者にカルデミンミットの
オリジナルポストカードをプレゼント！

森と湖の国フィンランドから
”歌”と”カンテレ”の贈り物

主催：高崎芸術劇場（公益財団法人 高崎財団）　制作：ハーモニーフィールズ　後援：フィンランド大使館　協力：ムーミンバレーパーク（埼玉県飯能市）

全席指定 3,000円（U-25 1,000円）

スタジオシアター

ご来場者全員にクリスマスマーケットで使える
　500円分のクーポン券をプレゼント！
クーポン券は、チケットの半券と引き換えに入場の際に
　お渡しします。

500円のクーポン券が使えます！
©Moomin Characters™

魅力的な北欧関連の商品がズラリ

©Seiichi  Saito©Seiichi  Saito

©Rowland Kirishima©Rowland Kirishima

©深谷義宣auraY2©深谷義宣auraY2
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［出演］ジョセフ・ウォルフ（指揮）
　　　オーレン・シェヴリン（チェロ）＊
［曲目］ドヴォルジャーク／
　　　チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104, B.191＊
　　　シベリウス／
　　　交響曲 第2番 ニ長調 Op.43
［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

Gospel Wing Fellowship Choir 
20周年記念  クリスマスコンサート
日 12/11（日）17:00開演（16:30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 一般 3,000円　小学生 1,500円
問 GWFC事務局 080-3730-7544

高崎第九合唱団　第49回演奏会
日 12/18（日）15:00開演（14:00開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 S席 6,000円　A席 5,000円
　 B席 4,000円 
問 問い合わせ専用電話
　 070-4455-2190

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

京芸REUNION 
管楽アンサンブル大演奏会 
Fest 共鳴の時！
日 11/5（土）15:00開演（14:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　学生 1,000円
問 アンジェミュジーク 070-8337-3437

高崎パールライオンズクラブ 
25周年記念 
チャリティーコンサート
日 11/6（日）15:00開演（14:30開場）
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 3,000円
問 高崎パールライオンズクラブ事務局
　 027-321-2200
※2022年2月20日の振替公演 

BUCK-TICK TOUR  
THE BEST 35th anniv.
日 11/6（日）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 9,900円
　 ※5歳以上は有料。4歳以下は入場不可 
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）

純烈コンサート2022 
心・技・体～体の巻～
日 11/7（月）①14:00開演（13:30開場）
　　　　　   ②18:00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）

 

弦楽合奏団アルモニア・セレーナ 
22ndコンサート2022 
日 11/13（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
　 櫻井 佳子 090-3092-0818

斉藤和義 弾き語りツアー 
「十二月～ 2022」 
日 11/17（木）18:30開演（17:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 7,700円
　 ※3歳以上は有料。2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）

ゲスの極み乙女ワンマンツアー 
2022「文化再考」
日 11/18（金）19:00開演（18:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 6,600円
　※小学生以上は有料。未就学児は保護者

膝上鑑賞可 
問 フォールーラー 028-614-4044
　 （平日12:00～13:00、15:00～18:00）

林家つる子落語会 其の拾壱
日 11/19（土）13:30開演（12:30開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 2,500円（当日3,000円）
問 林家つる子後援会 080-5910-5507

山内惠介 コンサートツアー2022 
～歌のまごころ、あなたに届け！～

日 11/19（土）14:00開演（13:15開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 7,200円（当日7,700円）
問 桐生音協 0277-53-3133
　（平日9:00～17:00）

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）①10:45開演（10:00開場）
　　　　　　　②13:30開演（12:45開場）
　　　　　　　③16:15開演（15:30開場）
会 大劇場 
￥ 全席指定 3,900円
　 グッズ付き座席指定券 5,560円
　 ※2歳以上は有料。1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 キョードー東京 0570-550-799
　 （平日11:00～18:00／土日祝10:00～
　  18:00）

佐藤美代　ピアノリサイタル
日 11/3（木・祝）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,500円（当日 2,800円）
　 学生 1,500円
問 吉田ピアノ調律 080-4406-6060

TICKETWeb

BUS

BUS

BUS

TICKET

NOVEMBER
20221111月の公演の

詳細はこちら

 [劇場都市AIR]

◎毎週金曜 19:00～19:15（第2・4週は再放送）
　　　水曜 6:30～6:45（再放送）

注目公演の見どころ・聴きどころを
ご紹介しています！

パーソナリティ　田野内 明美

11/26（土） 16:00開演（15:00開場） 大劇場第583回定期演奏会

ジョセフ・ウォルフ（指揮）

オーレン・シェヴリン（チェロ）

＊印はオーレン・シェヴリンの演奏曲です 

©やなせたかし フレーベル館・TMS・NTV

TICKETWeb BUS

Web BUS

文化施設イベントスケジュール

群馬交響楽団　室内楽演奏会Vol.7
日 11/19（土）15:00開演（14:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席指定 3,000円
問 群馬交響楽団事務局
　 027-322-4944（平日10:00～18:00）

第69回高崎市民音楽祭 
60周年記念高崎新人演奏会

日 11/20（日）12:00開演（11:00開場）
　※新人演奏会は16:30開演 
会 大劇場 
￥ 全席自由 1,000円
問 高崎市民音楽連盟 027-373-0803

グラドゥス・アド・パルナッスム 
コンサート
日 11/23（水・祝）14:00開演（13:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 1,000円
問 グループ トト　指方 027-326-6274

アンサンブル宇宙（ソラ）シド 
7th.コンサート
日 11/26（土）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール 
￥ 入場無料
問 アンサンブル宇宙（ソラ）シド
　 080-5474-2676

ロバート秋山 presents 
クリエイターズ・ファイルEXPO  
高崎公演
日 11/27（日）14:00開演（13:00開場） 
会 スタジオシアター 
￥ 全席指定 5,000円
　 ※4歳以上は有料 
問 FANYチケット 0570-550-100
　 （10:00～19:00年中無休）

TICKETWeb BUS

BUS

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb 発売中チケット

楊雪（ヤンユキ）二胡コンサート 
2022 in 群馬
日 12/1（木）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 SS席 7,700円　S席 6,600円
問 楊雪音楽事務所 03-6427-5402

ディズニー・オン・クラシック 
～まほうの夜の音楽会2022 
日 12/2（金）19:00開演（18:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 SS席 12,000円 S席 8,900円

A席 7,600円　学生席 2,000円
問 Zen-A（ゼンエイ）
　 03-3538-2300（平日11:00～19:00）

高崎演奏家協会 
第41回定期演奏会
日 12/3（土）14:00開演（13:15開演）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 2,000円
　 高校生以下 500円
問 高崎演奏家協会 
　 2021tma@gmail.com

萩原雅美　 
デビュー25周年記念演奏会
日 12/4（日）14:15開演（13:45開場）
会 高崎シティギャラリー コアホール
￥ 全席自由 2,000円
問 ピアノプラザ群馬 027-363-1262

ロジェ・ワーグナー合唱団
日 12/7（水）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席自由 一般 5,000円
　 高校生以下 3,000円
問 株式会社 空間あい 090-1815-4608

vol.14 音楽の小径コンサート 
～2台8手ピアノの煌き～
日 12/10（土）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 大人 2,000円　学生 1,000円
問 音楽の小径 080-6786-5458

立川志の彦落語会 in 高崎
日 12/11（日）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 一般 2,500円（当日2,800円）
　 U-25 1,000円
問 立川志の彦事務局 080-5032-8059

TICKETWeb

TICKET

TICKET

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKET

高崎手作りオカリーナの会 
ラストコンサート
日 11/30（水）14:00開演（13:30開場） 
会 音楽ホール 
￥ 全席自由 入場無料（要整理券）
問 高崎手作りオカリーナの会　光山 隆明
　 090-2321-4665
　

英国女王陛下の近衛軍楽隊
日 11/30（水）18:00開演（17:00開場） 
会 大劇場 
￥ 全席自由 一般 6,500円 
　 高校生以下 3,000円
問 株式会社 空間あい 090-1815-4608 

TICKET

TICKETWeb BUS

第59回群馬県立高崎商業高等学校 
吹奏楽部定期演奏会

3部構成の演奏会。ステージドリルではラ・
ラ・ランドなどを演奏
日 11/3（木・祝）17:00開演／19:45終演
￥ 全席自由 500円 
問 群馬県立高崎商業高等学校 
　 027-361-7000 

大阪桐蔭高校吹奏楽部特別公演 
in 群馬

TV・YouTubeで大人気の吹奏楽部の公演
日 11/5（土）14:00開演／16:30終演
￥ 全席自由 一般 2000円
　 小学生以下 500円
問 大阪桐蔭高校吹奏楽部後援会桐音会
　 OB会　梅田 070-4283-5414

第36回たかさき能 

一流の出演者による幽玄の世界が楽しめる
高崎の秋の風物詩です
日 11/13（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
　 ※高校生以下は自由席無料
問 たかさき能（薪能）実行委員会
　 090-9378-8224

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）

©吉越　研 「土蜘蛛」

TICKETWeb

Muisti Concert in Takasaki 2022
ピアノ・メゾピアノ・筝による、北欧と日本の
音楽を中心としたプログラムのコンサート
日 11/4（金）18:45開演／20:30終演
￥ 全席自由 一般 2,500円　学生 1,500円
問 Muisti（ムイスティ）
　 muisti.office@gmail.com

特定非営利活動法人 
難聴者支援センター 
第11回 市民公開講座
難聴の診断・治療等について、3人の耳鼻咽
喉科関連の講師による講演
日 11/19（土）13:30開演／15:30終演
￥ 全席自由 無料
問 コーエィ・エージェンシー
　 027-323-7417

ジェンタラビアータ. 
男祭り! 10周年記念CD発売公演!!
日 11/22（火）18:30開演／20:30終演
￥ 全席自由 3,000円
問 合同会社 鎌倉音楽プロダクション
　 027-371-6477

新沢としひこ & よーこママ 
ジョイントコンサート Vol. 4
日 11/26（土）18:00開演／20:30終演
￥ 全席指定 4,400円
問 こいのぼり館 027-352-5170

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

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

シネマ＆トークin新町 
 『太陽とボレロ』 
映画上映とトークゲスト群馬交響楽団音楽
主幹の上野喜浩さんによる仕事と音楽の話 
日 11/13（日）13:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 1,000円
問 新町文化ホール 0274-42-9133

爆笑！ものまね紅白歌合戦ライブ
日 11/3（木・祝）①14:30開演／16:00終演
　　　　　　   ②18:30開演／20:00終演
￥ 全席指定 4,000円
問 坂本エンターテインメント
　 027-252-5085

第19回高崎フラフェスティバル 
2022
日 11/20（日）10:00開演／16:00終演 
￥ 全席指定 無料
問 ハーラウ ポーハク ナプア
　 090-2144-4387

名作映画とピアノ・リサイタル 
近藤嘉宏 plays ショパン
第1部は映画「別れの曲」を上映。第2部は近
藤嘉宏によるピアノ・リサイタルを開催
日 11/22（火）13:00開演／16:30終演 
￥ 全席自由 4,000円（当日4,500円）
問 群馬共同映画社 027-252-2261

第27回高崎伝統民俗芸能祭り 
獅子舞、神楽、お囃子、八木節、木遣の伝統民
俗芸能保存会団体が出演
日 11/27（日）12:30開演／16:50終演 
￥ 全席自由 無料
問 高崎伝統民俗芸能祭り実行委員会（高崎
市文化課）  027-321-1203

バレエコンサート イン オータム 
2022 
日 11/23（水・祝）17:00開演／19:30終演
￥ 全席自由 無料
問 ワークアートスタジオ
　 080-3454-6476

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）

TICKETWeb

TICKETWeb

日本舞踊公演
日本舞踊協会県支部会員の公演。小品集と
古典を楽しむ一時をお過ごしください
日 11/23（水・祝）11:30開演／17:00終演
￥ 全席自由 無料
問 公益社団法人 日本舞踊協会群馬県支部
　 西川 扇二郎 027-361-5259

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（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
TICKETWeb BUS



08 09

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

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。

11月は
18:00以降が見頃です
天候はフェイスブックで確認できます

トピックス

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

●秋の天体と惑星を見よう ［日時］11/25（金）19:00開始
天文教室 無料・事前申し込み不要

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 10/31（月）・11/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）  

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、少年科学館に申し込んでください 

科学工作／木工工作／パソコン教室の申し込み方法

【応 募 先】 tenji@t-kagakukan.or.jp  ＊必ず返信メールをご確認ください

【必要事項】①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 

■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

［日時］～11/9（水）9:00～17:00
［会場］2階展示スペース

私たちの暮らしと、地球の資源や生態系、さまざ
まな人々の関わりを、「かるた」の絵札と読札形式の
パネルで、楽しく分かりやすくご紹介します。

全国科学館連携協議会　巡回展示
かるたでよみとく
わたしと世界のつながり

無料

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

※11/15（火）～18（金）は、番組入替のため投映がありません  

※下記の人は無料（窓口で整理券をお渡しします）

■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

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？

子ども向け番組
（秋の星座解説を含む約35分）

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

11/19（土）～12/25（日）期間 

プラネタリウムの星々とクリスマスの音楽、そしてオ
リジナルの物語でお楽しみいただくスペシャルプログラ
ムです。今年のテーマは希望、そして未来。「プラネタ
リウム」だからこそできる、夢と温もりに満ちたクリス
マスのひとときをお楽しみください！

クリスマス特別番組（冬の星座解説を含む約40分）

クリスマスファンタジー2022

時間 火～金 14:00 15:30
土・日、祝日 11:00 13:30 14:45 16:00©日本橋丸玉屋

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）

～11/13（日）期間 

時間 火～金 14:00
土・日、祝日 13:30 16:00

巨大ツリーやトリックアート、ARフォト、サンタク
ロースクイズなど、大人も子どもも楽しめるクリスマス
展示がいっぱいです。

「科学館のクリスマス」
冬の特別展花火の仕組みや歴史といった花

火の「知」の世界を実物やパネル
で紹介します。花火についてより
深く学べる楽しい展示です。

「ハナビリウム展」
秋の特別展

～11/13（日）期間 

2階展示スペース会場

9:00～17:00（無料）時間 11/19（土）～12/25（日）期間 

2階展示スペース会場9:00～17:00（無料）時間

この秋の星空の見どころ、そして
11/8（火）に見られる「皆既月食」につい
て職員が生解説します。

「秋の星座と皆
かいき
既月食」

プラネタリウム特別投映（約40分）　

11/3（木・祝）9:45日時

［日時］12/3（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］500円
［締切］11/17（木）

●クリスマスツリーを作ろう
ツリー形の板に色を塗ったり、リボンやフェルトなど
を付けたりして、クリスマスの飾りを作ります。

［日時］①11/26（土）9:30～12:00
　　　②12/17（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］①11/10（木）②12/1（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。

科学／木工工作教室 要申し込み

●プログラミング
　「スノードームづくり」

［日時］11/27（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］11/17（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作ります。

［日時］12/4（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］11/24（木）

●プログラミング
　「シューティングゲームづくり」低学年向け
プログラミング言語「スクラッチ」を使って

「シューティングゲーム」を作ります。

パソコン教室 要申し込み

秋の大四辺形を観よう！

その他

高崎シティギャラリー展示室

■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

〒370-0829 高崎市高松町35-1
027-328-5050　 時 8:30～17:15　全7展示室

11/6（日） 第1・2展示室・予備室
高崎市・高崎茶道会 合同茶会
高崎市内6流派による合同の茶会
問 高崎市文化課 027-321-1203

11/3（木・祝）～9（水） 第5展示室
高崎フォトカルチャー写真展
問 高崎フォトカルチャー
　 080-3476-6135

11/4（金）～9（水） 第3展示室
日本リアリズム写真集団 前橋支部 
写真展
一年間の活動の成果の展示
問 日本リアリズム写真集団前橋支部
　 0279-54-2338

11/4（金）～6（日） 第4展示室
会員の創作盆栽展示
問 日本盆栽協会新高崎支部
 　 027-343-7083

11/4（金）～9（水） 第6展示室
県退職校長会高崎支部 
第22回 作品展
会員の絵画、書道、彫刻、写真等の作品展示
問 群馬県退職校長会高崎支部
　 027-346-4814

11/18（金）～23（水・祝） 第1展示室
第43回 大日本書芸院 
群馬地区連合書芸展
長年にわたり親睦と和をもって育んできた
書芸の展示
問 大日本書芸院 群馬地区連合
　 027-343-6502

11/18（金）～23（水・祝） 第3・4展示室
自然にかえれ
障害福祉サービス事業所利用者の作品展示
問 NPO法人 工房花あかり スタジオフーガ
　 027-381-6376

11/18（金）～20（日） 予備室
磁器人形レースドール作品展
レースの持つ繊細かつ優雅な質感そのまま
陶磁器で表現した磁器人形の展示
問 佐藤レースドールスタジオ
　 090-4595-5610

11/19（土）～22（火） 第6展示室
夫が見つめたもの 計良袖石展
計良袖石の篆刻、刻字、書作品の展示
問 計良 雅代  090-3539-5196

11/24（木）～30（水） 第5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
　 090-8807-1060

11/25（金）～30（水） 第1展示室
第47回 群馬県刻字展
県内の刻字作家・愛好家ら約100人による
作品の展示
問 株式会社 上毛新聞社 027-251-4341

11/25（金）～30（水） 第2展示室
上野三碑ユネスコ「世界の記憶」 
登録5周年記念事業「日中書道展」
「世界の記憶」登録時に開催した日中書道展
で寄贈を受けた作品に、新たな作品を加え
て展示
問 群馬県地域創生部文化振興課
　 027-226-2525

11/25（金）～30（水） 第3展示室
ネパール・人々とのふれあい旅 
細野祐一写真展
写真撮影旅行で訪れたネパールの山岳風景
と人々の暮らしのスナップ作品の展示
問 細野 祐一 080-7825-0425

11/25（金）～30（水） 第4展示室
絵画展
問 斗南美術協会 027-252-1709

文化施設イベントスケジュール

◎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！

※12/27（火）14:45の回も上記番組を投映します

全席指定 6,000円（U-25 3,000円　高校生以下 1,500円）

高崎芸術劇場 スタジオシアター

女優やモデルとしてもマルチに活躍するドラムボーカリストの
シシド・カフカがプロデュースする「el tempo（エル・テンポ）」。
アルゼンチン・ブエノスアイレス発祥のハンドサイン・システム
「Rhythm with Signs」による即興演奏が魅力のリズム・アンサ
ンブルです。高崎芸術劇場に3回目の登場となる今回は、東京農
業大学第二高等学校吹奏楽部とのコラボレーションが実現。県内
外のコンテストで輝かしい成果を上げる地元高校生たちがプロの
精鋭ミュージシャンと共演し、フレッシュかつパワフルな演奏を
披露します。ハンドサイン・システムの開発者であるサンティア
ゴ・バスケスも来日し、2ndステージに登場。本場のリズムで会場
が一体感に包まれる、高崎だけの“一期一会”の特別な2ステージ
をお楽しみください。

シシド・カフカ率いるリズム・アンサンブルが繰り広げる一期一会の即興演奏
農大二高吹奏楽部とのコラボ＆巨匠サンティアゴ・バスケス登場の2ステージ

シシド・カフカ
IZPON／岩原大輔／岡部洋一／ケイタイモ／
KENTA／Show／はたけやま裕／MASUO／
芳垣安洋

〈ゲスト〉 
 1st stage　東京農業大学第二高等学校
　　　　　　吹奏楽部
2nd stage　サンティアゴ・バスケス

昨年4月に高崎芸術劇場で演奏を聴き、その即興スタイルに衝撃を受け
ました。その時、シシドさんから「高校生とぜひ共演したい」と話をいただ
き、実現することになり驚いています。高校生にできるのだろうかという
不安もありましたが、実際に一緒に練習したところ、生徒たちの頭は柔ら
く、シシドさんのサインにもしっかりと反応していました。彼ら自身も「プ
ロとの共演や即興演奏というプレッシャーはあるが、高校生ならではのパワーを出し、お客さん
も巻き込んで一緒に楽しみたい」と意気込んでいます。
パーカッション界の一流の人たちの演奏に、生徒たちがどんなふうに絡んで共演できるのか。
想像もつかないコラボレーションを、皆さまにも楽しんでいただきたいですね。

東京農業大学第二高等学校 吹奏楽部　顧問 樋口一朗先生

directed by 

K AVKA SHISHIDO

directed by K AVKA SHISHIDO
2022 1 1.26 sat.
 1st stage : open 14:15／start 15:00 with

2nd stage : open 18:15／start 19:00 with

  1st    stage with

2nd  stage with Santiago Vazquez

Santiago Vazquez

  1st    stage with

2nd  stage with Santiago Vazquez

Santiago Vazquez

公演の詳細はこちら
▲
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高崎では素晴らしい環境で練習ができ、
嬉しかったです。日常が戻り、高崎アリー
ナのような施設がウクライナにも造られれ
ばいいなと思う。今
回、私たちのために
ご協力いただいた全
ての人に感謝したい
です。

安全な環境で練習に打ち込むことがで
き、大会ではベストを尽くしたいです。だ
るまの絵付けは楽しく、榛名神社はきれい
だった。皆さんと交流
し、手作りの物をいた
だき、心が安らぎまし
た。充実した生活がで
き、感謝しています。

　指先まで表現を意識していたので見習
いたい。こういう状況で練習できないと
きがあっただろうに、それを感じさせな
い演技をしていて素晴らしかったです。

高崎東高校 須田愛美さん（左）

歓迎式では、高崎新体操クラブの選手らがウクライナ語で歓迎の言葉を書いた横断幕
や国旗を持ち、笑顔で出迎えました。ウクライナの選手を代表して、東京オリンピック
2020で個人総合10位のオノプリエンコ・ビクトリアさんが「この機会を与えてくれたこと
に感謝しています。一生懸命頑張りたい」と話しました。また、 ヘッドコーチのデリューギ
ナ・イリナさんは「サイレンや攻撃の音がない平和な環境で練習できることにとても感謝
しています」と述べました。

練習を重ねる選手たちを激励に、
富岡市長が高崎アリーナを訪問しま
した。高崎産のナシや選手一人一
人の名前が入った達磨などの記念
品をプレゼント。選手団からは、ウ
クライナの伝統的な刺しゅうの入っ
たテーブルクロスやメッセージ入り
の国旗を受け取りました。富岡市長
は、「安心して心おきなく練習してく
ださい」と声をかけました。

11/18（金）～20（日）
Chacott CHAMPIONSHIPS 
第40回全日本ジュニア新体操選手権大会

公開練習の見学者に聞きました

全国9ブロックの予選を勝ち抜いた選手が出場し、
ジュニア選手の日本一を決める大会です。選手たちの
華麗な演技をぜひご覧ください。

［チケット］11月上旬発売予定
［主催］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
［問い合わせ］公益財団法人 日本体操協会 
　　　　　　Webサイト内の問い合わせフォームへ　

詳細は　
Webサイトへ

▲

ご利用案内等詳しくはこちら

▲

〒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 スポーツ教室

【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

■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
話番号を記入の上、浜川体育館へ申し込んでください。

［期間］2023/1/10～3/14（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3期シェイプアップエアロビクス教室

［期間］2023/1/12～3/23（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人

●浜体ボクシングエクササイズ教室

［期間］2023/1/12～3/23（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3期木曜ストレッチ教室

［期間］2023/1/13～3/24（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3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】 11/15（火）～30（水） 

5日

7日

10日

16日

国内トップクラスの規模を誇る「清水善造メモリアルテニスコート」。2020年7月のオープン以来、
関東オープンテニス選手権大会や全国中学生テニス選手権などの大会を実施。小学生向けのテニス教室
も開催し、多くの人がテニスに親しんでいます。
オープニングセレモニーに善造の孫・善三さんが参加したことをきっかけに、善三さんが会長を務め

る愛媛県の新居浜市テニス協会と交流が生まれ、10/8（土）～10（月・祝）に高崎市テニス協会との交流
試合が実現しました。今回は、高崎市テニス協会から30人、新居浜市テニス協会から20人が参加。善三
さんと高崎市テニス協会の小野垣会長による試合も行われるなど、幅広い世代の両協会の選手らが試合を
通して交流を深めました。

孫・善三さんらが市民と交流
清水善造メモリアルテニスコート

国際的テニスプレーヤー。1891年生まれ。箕郷町出身。
1913年 ベンガル選手権大会優勝。1920年 ウィンブ
ルドン選手権に日本人として初めて出場し、オールカ
マー制決勝進出。1921年 デビスカップにてチャレンジ
ラウンド決勝進出。1922年 全米選手権8強入り。「やわ
らかなボール」の返球美談が、日本人のフェアプレー精
神を示したエピソードとしても広く知られる。

清水善造・しみずぜんぞう

［住所］〒370-3534高崎市井出町903-1
［電話］027-393-6441
［開場時間］8:30～21:00
　　　　　（土曜日、日曜日及び休日は8:30～17:00）
［休場日］年末年始（12/29～1/3）
［コート面数］セミハードコート21面

清水善造メモリアルテニスコート

「このテニスコートに来たい」「祖父に関する資料を見たい」と
いう人が、今回愛媛県から20人集まりました。交流を目的と
した試合はお互い初めての経験。このような交流ができた意義
は、私以上に参加した皆さんが感じてくれていると思います。
またここはユーティリティスペースなど、コート以外にも自由
な空間が充実していますね。例えば子どもたちが芝生の上で楽
しくウォーミングアップをしたり、コート周辺
の広々としたスペースで走っている人がいたり。
テニスをするために色々なところからたくさ
んの人が来ますが、このスペースの有効活用
に加えて、「子どもたちがこんなにテニスを頑
張っているんだな」と、興味を持ってのぞきに
来る人が増えればいいなと思います。祖父・善造と同じポーズ（右上記）をとる善三さん

▲（左から）善三さん、高崎市テニ
ス協会会長・小野垣義男さん

▲交流試合に参加した
　両協会の皆さん

善三さんから

　コメントをい
ただきました

©JTA

ウクライナから安全な練習環境を求めて避難してきた新体操の選手ら29人を、高崎市は10月5
日から22日まで受け入れました。ウクライナは新体操の強豪国で、日本体操協会を通じて高崎市
に支援の依頼があり、受け入れを決定。選手は、高崎アリーナなど市内の体育館で練習し、一部
の代表選手は、20日から東京で行われたクラブの世界一を決める国際大会に参加しました。

10月16日、ポーランド共和国ポズナン市最大のスポーツイベント・ポズナンマラソンに高崎市民
が参加しました。高崎市は、東京2020オリンピックでポーランドのホストタウンを務めるなど、こ
れまでポズナン市とスポーツ・文化・教育の各分野で交流を深めてきました。
こうした交流の一環として、平成29年に高崎市から公募の市民ランナーが初めて参加し、今回で

4回目。当日は3,000人以上が出場しました。参加者は「練習不足できつかったけど、沿道からの声
援が力になり、走れました」と笑顔。ポズナンマラソンのほか、関連イベントなどへも参加し、ポズ
ナン市民との交流を楽しみました。

ウクライナの新体操選手団29人を受け入れ
高崎アリーナなどで練習

ポーランドのポズナンマラソンに
高崎市民が参加しました

高崎新体操クラブの中学生選手らが
笑顔でお出迎え

富岡市長が選手団を激励

公開練習で地元の中高生が
世界トップレベルの演技を見学

だるまの絵付けなど日本文化を体験

新体操に励む県内の中高生やその関係者など約400人を招き、練習を公開しました。団
体の選手の息の合った演技や、世界トップレベルの華麗な技に、会場からは大きな拍手が
送られました。選手の一挙手一投足を逃すまいとカメラに納める人の姿も。演技後、選手
のサイン色紙がプレゼントされました。

榛名神社を訪れたり、だるまの絵付けをしたり、日本文化を楽
しみました。中尾中では浴衣の着付けや習字などを行い、生徒ら
と交流。ナシ狩りも楽しむなどつかの間の休日を満喫しました。

入場してくるときから迫力があって、
演技が始まってからはかっこよく、表現
力や難度のすごさを感じた。高崎でいっ
ぱい練習してほしいです。

高崎東高校 小林愛佳さん（中央）

ミスがあってもすぐに切り替えて、笑
顔で最後までやっている姿がかっこよ
かった。同年代の選手が頑張っている姿
を見て勇気をもらいました。

中尾中 齊田伊織さん（右）

選手団からのメッセージ
選手 オノプリエンコ・ビクトリアさん ヘッドコーチ デリューギナ・イリナさん
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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 《モナコ・モンテ・カルロ》
1897年 カラーリトグラフ OGATAコレクション

川島睦郎 《彩》 2003年 日展会館蔵 山田かまち 《物想い》 鉛筆・紙 《縞帳》 織柄の見本帳（江戸時代）

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

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

11/4（金）～17（木）

「それでも人生は素晴らしい！」実在の人物をモデルにしたロードムービー

ヘアメイクの現役生活を遠の昔に退き、老人ホームでひっそりと暮らすパット
は、思わぬ依頼を受ける。かつての顧客リタが、遺言で「パットに死化粧を」とお願
いしていたのだ。リタの葬儀を前に、パットの心は揺れる。すっかり忘れていた生
涯の仕事への情熱、友人でもあるリタへの複雑な思い、そして自身の過去と現在を 
回想していく。

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

11/11（金）～18（金） ※11/15（火）の上映はありません

懐かしの名作と劇場未公開作品をスクリーンで！

足の速さとその誠実さは天下一品という一風変わった主人公をトム・ハンクス
が演じ、時代を象徴する“事件”とヒット・ナンバーで綴った『フォレスト・ガンプ 
一期一会』。強盗仲間を裏切り、スペインで隠れ住む男の元へ2人の殺し屋が現れ
た。そこへ誘拐事件に巻き込まれた少女が加わり…。劇場未公開作品『殺し屋たち
の挽歌』も併せて上映。

※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 ※当館での上映は2Kです

￥ 当日券のみ（10:30より販売） 1作品につき　一般 1,500円　シニア（60歳以上） 1,100円

映画情報 Film information

©2021 Swan Song Film LLC

2021年
アメリカ
1時間45分
監督：トッド・スティーブンス
出演：ウド・キアー
　　  ジェニファー・クーリッジ
　　  マイケル・ユーリー
　　  リンダ・エヴァンス

『フォレスト・ガンプ 一期一会』
1994年
アメリカ
2時間22分／PG12
監督：ロバート・ゼメキス　　　　　　　
出演：トム・ハンクス
　　  サリー・フィールド
        ロビン・ライト
　　　ゲイリー・シニーズ

￥ 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

￥ 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 10/31(月)・11/４(金)・7(月)・14(月)・21(月)・

24(木)・11/28(月)～12/9(金)　

〒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 10/31(月)・11/4(金)・7(月)・14(月)・21(月)・

24(木)・28(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 10/31(月)・11/4(金)・7(月)・14(月)～25(金)・

28(月)　

〒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 10/31（月）・11/4（金）・7（月）・14（月）・21
（月）・24（木）・28（月）～30（水）
※11/29（火）・30（水）は、植物園内に入園で
きます

＊植物園内への入園は無料（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

『スワンソング』

～11/27（日）開催期間

アルフォンス・ミュシャ展
～11/27（日）開催期間

会場：染色工芸館

COTTON　木綿企画展
ー植物から生まれる糸と色美しき時代の女神たち

9/17（土）～11/13（日）開催期間

日展の日本画

11/26（土）～2023/1/22（日） 開催期間

知る。楽しむ。収蔵作品展

￥ 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） 
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