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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＊

大劇場

市川海老蔵が十三代目市川團十郎白猿を
襲名。市川團十郎という大名跡が9年ぶ
りに復活！

［出演］市川團十郎、中村梅玉 ほか
［演目］歌舞伎十八番の内 勧進帳／口上 ほ
か
［料金］全席指定 一等席 12,000円
二等席 10,000円
●チケット発売
　Web先行：12/9（金）10:00
　電話発売 ：12/13（火）10:00
　窓口発売 ：12/14（水）10:00
［製作］松竹株式会社

大劇場

BUS

十三代目　市川團十郎白猿
襲名披露巡業

大劇場大劇場

日本屈指のジャズ・オーケストラが、
イギリス出身のジャズ・グループ
“INCOGNITO”のブルーイとボーカリ
ストを迎えるプレミアム・ライブ。

［出演］エリック・ミヤシロ（トランペッ
ト、コンダクター）、ジャン＝ポール
“ブルーイ”モーニック（ヴォーカル、ギ
ター）、本田雅人（サックス）、中川英二郎
（トロンボーン） ほか
［料金］全席指定 S席 6,000円（U-25 3,000
円）　A席 5,000円（U-25 2,000円）
［チケット］発売中

12/11（日）18:00開演（17:15開場）

BUS

大劇場

「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］ムソルグスキー(ラヴェル編)／《展
覧会の絵》からキエフの大門 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］完売御礼
［協賛］群馬銀行、群馬トヨペット、
ガトーフェスタハラダ

2023/1/1（日・祝）13:30開演（12:30開場） 

第33回高崎元旦コンサート

BUS
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©深谷義宣auraY2©深谷義宣auraY2

ウクライナ国立歌劇場
｢カルメン｣

2023/1/14（土）15:00開演（14:15開場） 

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）残席僅少
［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

©sajihideyasu

BUS

2023/2/23（木・祝）14:00開演（13:00開場） 2023/3/17（金）12:30開演（12:00開場）

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」、名作ミュージカル作品から「ドレミ
の歌」、「エーデルワイス」 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］残席僅少

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

12/4（日）14:00開演（13:00開場） スタジオシアター

カンテレ（フィンランドの民族弦楽器）と美しい歌声のハーモニーで
北欧のクリスマス音楽をお届けします。

［出演］カルデミンミット
［料金］全席指定 3,000円（U-25 1,000円）
＊ご来場者全員に公演当日ロビーにて開催の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！
［チケット］残席僅少

カルデミンミットのクリスマス
フィンランドのkawaiiフォークミュージック 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

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、
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） 音楽ホール

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

スティーヴ・ガッド・バンド
10th ANNIVERSARY TOUR 

最高峰ドラマーがバンド結成
10周年を記念して、凄腕プレ
イヤーと登場。

［出演］スティーヴ・ガッド（ド
ラムス）、マイケル・ランドウ
（ギター）、トラヴィス・カール
トン（ベース）、ジェフ・バブコ
（キーボード）、ウォルト・ファウラー（フリューゲルホーン、トラン
ペット）
［料金］全席指定 5,500円（U-25 2,500円）
［チケット］発売中

2023/1/29（日）18:00開演（17:30開場） スタジオシアター

高崎演能の会　特別公演

高崎市出身の観世流シテ方能
楽師・下平克宏による能楽公
演。

［出演］観世清和（二十六世宗
家）、野村万作（人間国宝）、下
平克宏 ほか
［演目］狂言「貰

もらいむこ
聟」（和泉流）、

能「安宅」（観世流） 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　Web先行：12/16（金）10:00　電話：12/20（火）
10:00　窓口：12/21（水）10:00

2023/3/2（木）13:00開演（12:00開場） スタジオシアター 2023/3/29（水）14:00開演（13:15開場） 音楽ホール

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］発売中

前橋汀子カルテット

ユリアンナ・アヴデーエワ
ピアノ・リサイタル

2010年ショパンコンクール優勝者
アヴデーエワの、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］Web先行：発売中 　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

ユネスコ無形文化遺産「文楽」
の高崎公演。

［演目］昼の部:花競四季寿よ
り万歳・鷺娘、冥途の飛脚　羽
織落としの段、封印切りの段
夜の部:団子売、菅原伝授手習
鑑　寺入りの段・寺子屋の段
［料金］全席指定 S席 4,000円　A席 3,000円 （U-25 1,000円）
＜昼夜通し券＞全席指定 S席 7,000円　A席 4,000円
●チケット発売　Web先行：12/16（金）10:00　電話：12/20（火）
10:00　窓口：12/21（水）10:00

人形浄瑠璃・文楽

2023/3/13（月）〈昼の部〉14:00開演（13:15開場） スタジオシアター
　　　　　　　　〈夜の部〉18:00開演（17:15開場） スタジオシアター

©青木信二

©Marco Borggreve

応募方法など詳しくはこちら

▲

応募方法など詳しくはこちら

▲

ウクライナ支援
チャリティーコンサート

2023/1/15（日）16:00開演（15:00開場） 大劇場
［出演］ミコラ・ジャジューラ（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、高崎第九合唱団
［曲目］ベートーヴェン／「エグモント」序曲、
交響曲第九番“合唱付き”

公募公演
（要申込み）

ウクライナ国立歌劇場「第九」

［出演］カテリーナ（ヴォーカル＆バンドゥーラ）
［曲目］ウクライナ民謡、翼をください ほか

2023/1/13（金）18:00開演（17:15開場） 音楽ホール

ウクライナと日本をつなぐ歌声

©篠山紀信

NHK交響楽団は年間国内外合わせて150回以上の公演を行う日本を代表するオーケストラ。
その活動ぶりと演奏は国際的にも高い評価を得ています。
今回の高崎公演では指揮にトゥガン・ソヒエフを迎え、ソヒエフ自身がセレクトした20世紀

の名品をお届け。演奏会前半でソリストを務めるのは、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で
首席ヴィオラ奏者を務めるアミハイ・グロス。冴えわたる技巧に注目です。後半では”色彩の魔
術師”の異名をとるソヒエフがフランス作品を色彩豊かに表現します。

現代の名匠と国内屈指の名門楽団が
高崎芸術劇場の大空間で織りなす音楽
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Glee Club Winter live 2022
高崎経済大学のアカペラサークルGlee 
Clubの1年の集大成ライブ。歌のハーモ
ニーで感動と笑顔をお届けします
日 12/11（日）13:00開演／16:30終演 
￥ 全席自由 無料
問 高崎経済大学アカペラサークル
　 Glee Club
　 tcuegleeclub11＠gmail.com

第55回高崎経済大学 
マンドリンクラブ定期演奏会
マンドリンオーケストラの発表
日 12/18（日）14:00開演／17:00終演 
￥ 全席自由 無料
問 高崎経済大学マンドリンクラブ
　 070-2822-6415

繋和極躍
第22回育英ダンス部・和太鼓部の合同発表会
日 12/25（日）16:00開演／19:10終演 
￥ 全席自由 一般 500円
　 中学生以下 300円
問 育英大学 育英短期大学学生課
　 027-329-8140

高崎芸術劇場
イベントスケジュール

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

G－FREAK FACTORY 
"Dandy Lion" TOUR 2022 
～FINAL～

日 12/4（日）18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 4,300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 ディスクガレージ
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

チリカラ伍（ファイブ）特別公演                                          
日 12/6（火）19:00開演（18:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 一般 3,000円　学生 2,000円
 　小学生以下 無料
問 チリカラ伍事務局 080-8384-5372

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

 

竹原ピストル 
「STILL GOING ON」、「悄気る街、 
舌打ちのように歌がある。」 
リリース記念 
竹原ピストル全国ツアー2周目

日 12/9（金）19:00開演（18:30開場） 
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 4,500円
　 ※小学生以上は有料。未就学児は保護者
       膝上鑑賞可
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）

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

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

秀吉　単独公演『ふきる』
日 12/17（土）18:00開演（17:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席指定 3,800円
問 株式会社Sunset films
　 https://sunsetfilms.co.jp/contact

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 完売御礼
問 問い合わせ専用電話
　 070-4455-2190

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 完売御礼
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 
　 takasaki123ma@gmail.com

山人音楽祭 2022
日 12/3（土）16:00開演（15:00開場）
会 大劇場、スタジオシアター
￥ 大劇場 全席指定 7,000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

　※大劇場のチケット購入者のみスタジオ
シアター入場可

問 ディスクガレージ
　 050-5533-0888（平日12:00～15:00）

BUS

BUSTICKETWeb BUS

BUS

文化施設イベントスケジュール

群馬オペラ協会 
「オペラ・ガラコンサート」
日 12/20（火）19:00開演（18:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 4,000円
問 一般社団法人　群馬オペラ協会
　 027-235-1611

原れい子クリスマスコンサート
日 12/21（水）15:30開演（15:00開場）
会 スタジオシアター
￥ 全席自由 4,000円
問 原れい子リラの会 090-9012-8010

牛上隆司 
ユーフォニアムリサイタル2022

日 12/21（水）19:00開演（18:30開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 大人 2,500円　学生 1,500円
問 クロスターミュージック
　 0279-25-7755

東京農業大学第二高等学校吹奏楽部  
第65回定期演奏会
日 12/24（土）①13:00開演（12:00開場）
　　　　　　 ②18:00開演（17:00開場）
　 12/25（日）①13:00開演（12:00開場）
　　　　　　 ②18:00開演（17:00開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 大人 2,000円
　 高校生以下 1,000円
問 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部
　 027-323-1483

横山幸雄　ピアノコンサート
日 12/26（月）18:30開演（18:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 4,000円（当日 4,500円）
問 横山幸雄コンサート実行委員会
　 yukio.yokoyama.concert@gmail.com

TICKETWeb BUS

BUS

TICKETWeb

TICKETWebWeb

BUSWeb

コンサート×おしばい 
「ベートーヴェン物語」
日 12/27（火）19:30開演（19:00開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 4,500円
　 ※未就学児入場可
問 一般社団法人みむみむの森芸術文化振
興グループ 070-6479-7294

TICKETWeb 発売中チケット

モーツァルト交響曲 
全曲演奏シリーズ 第18回演奏会
日 2023/1/15（日）14:00開演（13:15開場）
会 音楽ホール
￥ 全席自由 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

ミュージカル＆映画音楽 
ドリーム・キャラバン 
with シンフォニック・ジャズ・
オーケストラ EAST&WEST
日 2023/1/31（火）18:30開演（17:45開場）
会 大劇場
￥ 全席指定 S席 8,800円　A席 6,600円
　 学生 3,300円（主催JPMAのみ取扱い）
問 キョードー東京 0570-550-799
　 （平日11:00～18:00、土日祝10:00～18:00）
　 JPMA 03-3585-3903
　 （平日12:00～18:00）

梅沢富美男劇団特別公演 
梅沢富美男＆研ナオコ 
アッ！とおどろく夢芝居
日 2023/2/2（木）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

TICKETWeb

TICKETWeb

TICKETWeb

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 年末年始（12/29（木）～2023/1/3（火）） 
＊1/1（日・祝）は「高崎元旦コンサート」開催のため、11～17時に開館します。 

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）

DECEMBER
20221212月の公演の

詳細はこちら

■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　 休 年末年始（12/29（木）～2023/1/3（火）） 

【年末年始のお休み】全館共通 12/29（木）～2023/1/3（火）

◎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！

12/10（土）～12（月） 第2展示室
花華展
いけばな松風・東華古流2流派合同でのい
けばなの展示
問 いけばな松風 027-322-1314

12/9（金）～14（水） 第6展示室
第6回 写友モーニング写真展 

問 写友モーニング　石田 貞三
　 090-7287-0630

12/9（金）～14（水） 第1展示室・予備室
第58回 高崎市小・中学校美術展
高崎市内小・中・特別支援学校の児童生徒に
よる図工美術作品展
問 高崎市立矢中小学校 027-352-2937

12/2（金）～7（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 

12/5（月）～7（水） 第1・3展示室・予備室
QST高崎サイエンスフェスタ
2022・QST量子機能創製拠点 
シンポジウム（併催）
研究成果の報告
問 国立研究開発法人 量子科学技術研究開
　 発機構 027-346-9232

12/10（土）～11（日） 第5展示室
さんさん森のようちえん 
～自然と一体、心を育む～
幼稚園教諭の言葉を書にした「書展」
問 NPO法人 武尊根BASE
　 info.lapalette@gmail.com

12/15（木）～21（水） 第1・2展示室・予備室
第50回 上毛写真展
上毛写真コンテストの入選写真の展示
問 上毛写真連盟  027-251-4341

12/16（金）～21（水） 第3展示室
「青いケシと名峰」ヒマラヤ写真展
ヒマラヤに咲く花々と8,000ｍ峰、そこに
暮らす人々をテーマとした写真展
問 佐藤重雄
　 cellist@amber.plala.or.jp

12/16（金）～21（水） 第4展示室
絵画展
問 斗南美術協会 027-252-1709 

12/16（金）～21（水） 第5展示室
写真展 "街角の小景" 
問 片貝好昭 080-5186-3322

12/16（金）～21（水） 第6展示室
一回戦
美術作品、平面・立体作品の展示
問 群馬大学共同教育学部美術専攻3年
　 090-7702-4080

12/22（木）～28（水） 第3展示室
20-20 ART
コラージュ作品の展示
問 Kevin Paul Hemphill 080-7362-1424

QST高崎サイエンスフェスタ
2022・QST量子機能創製拠点 
シンポジウム（併催）
研究成果の報告
日 12/5（火）10:00開演／17:45終演
　  12/6（水）9:15開演／17:30終演
￥ 全席自由 無料
問 国立研究開発法人 量子科学技術研究開
　 発機構 027-346-9232

第57回 高崎経済大学ギタークラブ 
定期演奏会
日 12/10（土）13:30開演／15:40終演
￥ 全席自由 無料
問 高崎経済大学ギタークラブ
　 080-4677-3367

立川志の彦 落語会 in 高崎
日 12/11（日）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 2,500円
問 立川志の彦事務局
　 rakugo@shinohiko.com

高崎経済大学附属高等学校 
芸術コース音楽系校外演奏会
音楽系生徒 （器楽・声楽）によるソロコン
サート
日 12/16（金）17:30開演／20:00終演
￥ 全席自由 無料（要整理券）
問 高崎経済大学附属高等学校
　 027-344-1230

ぐんま親子合唱団Earth 
クリスマスコンサート「世界は劇場」
日 12/24（土）14:00開演 / 15:45終演
￥ 全席自由 500円
問 ぐんま親子合唱団Earth 長井音楽研究所
　 027-364-2426

スキー＆スノーボード映画の夕べ
上映会と抽選会を開催
日 12/3（土）19:00開演／21:00終演
￥ 全席自由 500円
問 高崎市スキー連盟
　 090-4751-0632

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）

高崎市民吹奏楽団 創団50周年記念 
第50回定期演奏会

P.スパークを特集し、創団50周年記念委嘱
作品「GLORIOSO!」を世界初演 ほか
日 12/3（土）18:00開演／20:30終演
￥ 全席自由 500円 
問 高崎市民吹奏楽団　須藤 
　 090-8511-8108

Kleine Harmonie Orchester 
群馬特別演奏会

クライネ・ハーモニー・オーケストラ初の群
馬公演!
日 12/4（日）14:00開演／16:30終演
￥ 全席自由 一般 1,000円　学生 500円
問 Kleine Harmonie Orchester事務局
　 kleine.harmonie.orchester@gmail.com

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）

高崎シティギャラリー
コアホール

「さがす」 
15th かどむら映子コンサート
ピアノと歌の演奏会
日 12/3（土）14:00開演／16:00終演
￥ 全席自由 2,000円
問 プロジェクト映 027-326-8071

萩原雅美 
デビュー25周年記念演奏会
日本とイタリアの歌を披露
日 12/4（日）14:15開演／16:00終演
￥ 全席自由 2,000円
問 ピアノプラザ群馬 027-363-1262

〒370-0829 高崎市高松町35-1
027-328-5050

時 8:30～17:15牛上隆司 平田侑

TICKET

TICKET

TICKET
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［入場料］無料
［主催］日本車いすバスケットボール連盟
　　　日本選抜車椅子バスケットボール選手権高崎大会実行委員会
［後援］高崎市、高崎市教育委員会、高崎青年連絡会議
　　　高崎市バスケットボール協会
［問い合わせ］Webサイト内の
　　　　　　問い合わせフォームへ

スポーツ

〒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

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。

12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

冬の大三角や冬のダイヤモンドを観よう！その他

〒370-0864 高崎市石原町3892-7 027-327-3977 武道館のスポーツ教室

【申し込み先・問い合わせ】
〒370-0081　高崎市浜川町1487　浜川体育館　027-344-1551 
＊応募先は浜川体育館ですのでご注意ください

■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

【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］2023/1/19～2/16（計5回）の木曜日

［コース］午後コース16:00～17:00
［参加料］1,500円
［定員］20組
［対象］市内の未就学児（3～6歳）とその保護者

●第3期親子仲良し運動教室

【申込期間】 12/1（木）～15（木） 

12/17（土）・18（日）
第32回日本選抜車椅子バスケットボール選手権大会
激しい攻防やスピーディーなパスワークが観る人を魅了します。

詳細は　
Webサイトへ

▲

トピックス

・ 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／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］2023/1/21（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］2023/1/5（木）

●プロペラカーを作ろう
ゴムの力でプロペラを回転させて
車を動かすおもちゃを作ります。

科学工作教室 要申し込み

●プログラミング
　「シューティングゲームづくり」中高学年向け

［日時］12/18(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］12/8（木）

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。

［日時］2023/1/15（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］2023/1/5（木）

●プログラミング「紙芝居づくり」
プログラミング言語「スクラッチ」を使って簡単な「紙
芝居」を作ります。

パソコン教室 要申し込み

■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
■曇りや雨のときはプラネタリウムホールで解説を行います

●火星と木星を見よう ［日時］12/16（金）19:00

天文教室 無料・事前申し込み不要

〒370-0065 高崎市末広町23-1　 027-321-0323　 時 9:00～17:00
休 11/28（月）・12/5（月）・12（月）・19（月）・26（月）
　 年末年始（12/29（木）～2023/1/3（火））

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）

■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）
■投映は予告なく変更または中止になる場合があります

クリスマス特別番組

クリスマスファンタジー2022

～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！冬の星座解説を含みます。

（約40分）

時間 火～金 14:00 15:30
土・日、祝日 11:00 13:30 14:45 16:00

※12/27（火）14:45の回も同番組を投映します

子ども向け番組

12/27（火）・28（水）期間 11:00（約35分）時間

2023年1月4日から投影予定の子ども向け番組を先行投映。冬の星座解
説を含みます。

①13:30 ②16:00（約30分）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です。（星座解説なし）

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

12/27（火）期間 

〈ナレーション〉13:30／櫻井孝宏、早見沙織　16:00／佐々木蔵之介、早見沙織

プラネタリウムホール会場12/28（水）13:30（約40分）日時

2022年を振り返り、天文現象・天文ニュースなどについて紹介します。
また、冬の星座の見つけ方についても解説を行います。

ゆく年くる年2022-2023 in プラネタリウム
特別イベント 無料

クリスマス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
です。

～12/25（日）期間 

2階展示スペース会場

9:00～17:00時間

「科学館のクリスマス」

年末特別投映・イベント

無料冬の特別展

ドキドキ・わくわくがいっぱい！

©TAJIMA HIDEKI OFFICE Ltd

サイエンス

高崎市少年科学館

アートが溶け込むまちなか
アートプロジェクト高崎 2022

「アートプロジェクト高崎」は、現代アートでまちなかを染めるイベントです。今回で8回目を迎え、26人の作家が参加。
そのうち、初参加は16人、群馬県や高崎市にゆかりのある作家は7人です。慈光通りを中心に、大手前通り、ペデス
トリアンデッキ、ビルの壁面などに、作品が描かれていたりオブジェが設置されていたりするなど道行く人の目
を楽しませています。壁画アートなどの一部は、期間終了後も常時展示されます。国際的に活躍するアー
ティストから新進気鋭の作家まで、さまざまな作品がまちに溶け込み、非日常的な雰囲気を醸し出
した鮮やかな街並みをお楽しみください。

［期間］～11/30（水） ［期間］～2023/2/28（火）
［時間］17:00～22:00（金～日曜日は～0:00）

ドラム缶にカニなどを描いたABEBEさんは「高崎は
初めて来ました。通りかかった人が話しかけてくれた
り、足を止めて写真を撮ってくれたり。こうしたやり取
りはあまりないので楽しかったです。ぜひ作品を楽しん
でもらいたい」と笑顔で話しました。

アーティストが高崎を訪れ、作品を制作。
市民との交流を楽しむ。

［問い合わせ］
高崎アートインキュベーション推進会議事務局

027-322-9195

［日時］12/16（金）～25（日）、17:00～22:00
［会場］エントランススクエア1～4階
市民スペースとしてご利用いただけるエントランススクエア

内をクリスマス仕様に装飾します。ツリーと一緒に撮影できる
フォトスポットも設置。冬のひとときを高崎芸術劇場の幻想的
な空間でお楽しみください。

［問い合わせ］
高崎観光協会 027-330-5333

高崎市の中心市街地を光で彩る「高崎光のページェント」。今年も高崎駅西口ペデストリア
ンデッキに、フォトスポットとしてのベンチ装飾や、高さ約6mのフラワーツリーを設置して
います。定番となったシンフォニーロードやお堀エリアのほか、子どもたちが制作した「光の
キャンバス」も。華やかな光の演出が、行く先々で素敵な景色を見せてくれます。
是非、暖かい服装でまちなかを周遊しながら、特別な空間をお楽しみください。

［問い合わせ］
高崎芸術劇場 027-321-7300Aruta Soup

展示されている作品の一部

MINIMIAM明田一久

左からHITCH、GOSPEL

渡辺香奈

慈光通りでドラム缶にペイントするABEBEさん
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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

渡辺おさむ 《LOVE》 2015年 秋山コレクション 横山大観 《秋雨》1938年 高崎市タワー美術館寄託 山田かまち 《作品》 鉛筆・インク・水彩・紙 山崎青樹 着物 《千両》

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

12/9（金）～29（木）

愛と絆を新たな形で描く、感動の衝撃作！

予想外の妊娠でシングルマザーになることを決意した、境遇も年齢も違う2人の
女性、ジャニスとアナ。同じ日に女の子を出産し、再会を誓い合って退院する。だ
が、ジャニスは元恋人から「我が子だと思えない」と告げられる。DNA鑑定で実の子
でないことが判明した1年後、偶然再会したアナから娘が亡くなったことを知らさ
れる。

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

名優　ポール・ニューマン特集
12/16（金）～31（土） ※12/20（火）・27（火）の上映はありません

時代に愛され、世界が憧れたポール・ニューマンの傑作4作品を一挙上映！

西部開拓時代から20世紀初頭にかけて、銀行や鉄道を襲撃した実在のアウト
ローを演じたアメリカン・ニューシネマを代表する傑作『明日に向って撃て！』、
エリザベス・テーラーとの共演で大ヒットした『熱いトタン屋根の猫』、役者とし
ての円熟期に差し掛かり、その後の芸術性を方向づけたとも言える『ハスラー』、
『暴力脱獄』の4作品を上映。

※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

￥ 当日券のみ（10:30より販売）
　 1作品につき　一般 1,200円　シニア（60歳以上） 1,100円　25歳以下 500円

映画情報 Film information

©Remotamente Films AIE & El Deseo DASLU ©1969 Twentieth Century Fox Film Corporation

2021年
スペイン=フランス
2時間3分／ R15+
監督：ペドロ・アルモドバル
出演：ペネロペ・クルス
　　 ミレナ・スミット
　　 イスラエル・エレハルデ
　　 アイタナ・サンチェス＝ギヨン

『明日に向って撃て！』
1969年
アメリカ
1時間50分
監督：ジョージ・ロイ・ヒル　　　　　　
出演：ポール・ニューマン
　　  ロバート・レッドフォード
　　  キャサリン・ロス

￥ 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

￥ 一般 300円（200円）
　 大高生 200円（150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10:00～17:00（入園は16:30まで） 

＊邸内は会期中10:00～11:00、14:00～16:00で公開
休 11/28（月）～12/9（金）・12（月）・19（月）・26
（月）

〒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 11/28（月）・12/5（月）・12（月）・19（月）・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 11/28（月）・12/5（月）・12（月）・19（月）・26
（月）

【年末年始のお休み】全館共通 12/28（水）～2023/1/4（水）

〒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 11/28（月）～30（水）・12/5（月）・12（月）・19
（月）・26（月）
＊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

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。

※料金はすべて税込表記です

『パラレル・マザーズ』

12/1（木）～2023/2/12（日）開催期間

会場：染色工芸館
草木染の美・冬
収蔵品展

11/26（土）～2023/1/22（日） 開催期間12/10（土）～2023/1/22（日）開催期間

知る。楽しむ。Love Pop
収蔵作品展収蔵作品展　特集展示

￥ 一般 200円（160円）
　 大高生 160円（100円） 
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