
日本を代表する音楽と舞台芸術の殿堂

　本市出身で、日本を代
表するギタリスト・布

ほて い

袋
寅
ともやす

泰さん。年末に 2日間
にわたり開催するライブ
です。

布袋寅泰
HOTEI GUITARHYTHMⅥ 
TOUR 2019“REPRISE”
日時：12月 24日㈫・25日㈬、午後 7時
会場：大劇場

凡例　イ：インターネット先行発売　電：電話予約　窓：窓口発売

第 30回高崎元旦コンサート
日時：来年 1月 1日㈷午後 1時 30分
会場：大劇場

ⒸRowland Kirishima

　音楽のある街・高崎の年頭を飾る群馬交響楽団恒例
のコンサート。同楽団前音楽監督の大友直人さんが「高
崎元旦」に初登場します。
●出演＝大友直人 ( 指揮 )、群馬交響楽団ほか　●入
場料＝ S 席 5,000 円、A 席 4,000 円、B 席 3,000 円、
25 歳以下（B席）1,500 円　●チケット＝イ 8 月 23
日㈮、電 28 日㈬・29 日㈭に専用電話（☎ 321-3900）

　9月20日㈮に開館する高崎芸術劇場の公演ラインナップを紹介します。これまでに培われた、音
楽のある街・高崎の伝統を継承しながらもスケールアップした公演をそろえました。公演の詳しい
内容は、同劇場ホームページでも確認できます。
　問い合わせは、高崎芸術劇場（☎321-7300）へ。

EGO-WRAPPIN’
“Dream Baby Dream”

日時：11月 4日㈪午後 5時
会場：スタジオシアター
　聴き手に音楽の本当の
楽しみ方を教えてくれる
ポップセンスで常に注目
を集めている人気ユニッ
ト・E

エ ゴ

GO-W
ラ ッ ピ ン

RAPPIN’。2
人の織りなすサウンドは、
ジャンルの壁を越えた自
由な雰囲気と熱い情熱に満ちています。
●入場料＝１階 6,000 円（立ち見）、2階 6,800 円（全
席指定）●チケット＝イ 8 月 23 日㈮、窓 31 日㈯発
売（発売日は午前 10 時から）

EGO-WRAPPIN’

Char Tour 2019
日時：12月 7日㈯午後 6時
会場：スタジオシアター
　ソロデビュー以来、40 年
以上にわたり日本のギター界
で活躍する C

チ ャ ー

har さん。その
ギターテクニックに触れるス
テージです。
●入場料＝ 7,800 円（全席指
定）●チケット＝イ 8 月 23
日㈮、窓 31 日㈯発売（発売
日は午前 10 時から） Charさん

平日午後のモーツァルトⅠ
日時：11月 1日㈮午後 1時 30分
会場：音楽ホール
　音楽専用空間、415 席で群馬交響楽団の響きに包ま
れる贅

ぜいたく

沢な昼下がりのコンサート。第一弾は名匠によ
るモーツァルトの弾き振りです。
●出演＝渡邉康雄 ( 指揮・ピアノ)、群馬交響楽団　●
曲目＝モーツァルト「ピアノ協奏曲 第 21 番ハ長調」
「ピアノ協奏曲 第 22 番変ホ長調」「交響曲 第 40 番ト
短調」●入場料＝一般 4,000 円、25 歳以下 1,500 円（全
席指定）●チケット＝イ 8 月 16 日㈮、電 21 日㈬・
22 日㈭に専用電話（☎ 321-3900）で先行受け付け、
窓 23 日㈮発売（発売日は午前 10 時から）

マリコとオペラ！～作家・林真理子のトーク・コンサート
日時：11月 14日㈭午後 2時
会場：音楽ホール

©NIPPON COLUMBIA©NIPPON COLUMBIA

小林沙羅さん 望月哲也さん林真理子さん

　高崎芸術劇場のオリジナル企画です。作家・林真理
子さんセレクトによる珠玉のオペラ・アリアと魅惑のク
ロストークをお楽しみください。
●出演＝林真理子（トーク）、小林沙羅（ソプラノ）、
望月哲也（テノール）、河野紘子（ピアノ）、浦久俊彦（司
会）●曲目＝ビゼー「何を恐れることがありましょう〈カ
ルメンより〉」、マスカーニ「カバレリア・ルスティカー
ナ」ほか　●入場料＝一般 5,000 円、25 歳以下 2,000
円（全席指定）●チケット＝イ 8 月 23 日㈮、電 28
日㈬・29 日㈭に専用電話（☎ 321-3900）で先行受け 付け、窓 30 日㈮発売（発売日は午前 10 時から）

布袋寅泰さん

シルク・ドゥラ・シンフォニー
日時：来年 1月 7日㈫午後 6時 30分
会場：大劇場
　シルク・ドゥ・ソレイユやオリンピック選手を含むサー
カス集団が出演。コンサートホールという異例な空間で、
ウクライナ随一のオーケストラが奏でるクラシックの名
曲をバックに、息をのむパフォーマンスを繰り広げます。

●入場料＝SS席1万2,000円、S席9,500円、A席8,000
円、B席 6,000 円　●チケット＝イ 9 月 27 日㈮、電
10 月 3 日㈭午前 10 時から専用電話（☎ 321-3900）
で受け付け、窓 4 日㈮発売（発売日は午前 10 時から）

で先行受け付け、窓 30 日㈮発売（発売日は午前 10
時から）

（3）高崎市役所☎ 027-321-1111 2019．7．15（2）

■公演チケットの取扱い
インターネット先行発売…発売日の午前10時からパソコンやスマートフォンからチケットの予約・購入ができます。「高崎
芸術劇場メンバーズ」の登録が必要です　
電話予約…午前10時～午後6時に高崎芸術劇場チケットセンター専用電話（☎321-3900）で受け付け
窓口発売…午前８時３０分から午後５時１５分までです。音楽センター、市文化会館、シティギャラリー、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、倉渕支所、群馬支所で販売します。倉渕支所と群馬支所は土・日曜日と
祝日、箕郷・新町・榛名・吉井の各館は月・火曜日、音楽センターと市文化会館は月曜日の販売はありません

大友直人さん 群馬交響楽団

高崎芸術劇場の代表番号（☎ 321-7300）が開通しました

高崎芸術劇場公演ラインナップ

チケット発売 時期調整中

高崎芸術劇場
ホームページ



　日本の伝統芸能や音楽ライブ、演劇、オペラなどの
ステージを映像化した作品を、最新鋭の映像と音響を
備えたスタジオシアターで上映します。ラインナップ
は多彩なジャンルから厳選しました。ライブとは一味
違う新感覚の臨場感でお楽しみください。
ソフィア・コッポラの椿姫
●日時＝11月8日㈮・9日㈯、午前11時　●入場料＝
一般1,700円、25歳以下1,200円（全席自由）
音楽ライブ映像最前線
●日時＝12月9日㈪午前11時、10日㈫午後7時　●入
場料＝調整中
海外バレエ最新映像
●日時=来年1月10日㈮・11日㈯、午前11時　●入場
料＝調整中
松竹シネマ歌舞伎「鷺娘／日高川入相花王」
●日時＝来年2月20日㈭午後1時30分・6時、21日㈮午
後1時30分　●入場料＝1,100円（全席自由）
演劇舞台映像最前線
●日時＝来年3月8日㈰・9日㈪、午前11時　●入場料
＝調整中

（5）高崎市役所☎ 027-321-1111 2019．7．15（4）

　舞台やテレビで活躍する俳優 3人が出演。2018 年
に新宿の紀伊国屋ホールで上演し、話題を呼んだ傑作
コメディーです。
●出演＝宇梶剛

たか し

士、山崎銀
ぎんのじょう

之丞、朝倉伸二　●入場
料＝ S 席 4,000 円、A 席 3,000 円、25 歳以下（A席）
1,000 円　●チケット＝イ 10 月 18 日㈮、電 24 日㈭
午前 10 時から専用電話（☎ 321-3900）で受け付け、
窓 25 日㈮発売（発売日は午前 10 時から）

演劇公演「男の純情」
日時：来年 2月 25日㈫午後 2時
会場：スタジオシアター

　大阪の国立文楽劇場や東京の国立劇場を拠点に上演する伝
統芸能・人形浄瑠璃文楽による貴重な公演です。
●演目＝ひらかな盛衰記、日

ひだかがわ

高川入
いりあい

相花
ざく ら

王　●入場料＝ S席
4,000 円、A席 3,000 円、25 歳以下（A席）1,000 円、昼夜通
し券 S席 7,000 円、昼夜通し券 A席 4,000 円　●チケット＝
イ 12 月 6 日㈮、電 12 日㈭午前 10 時から専用電話（☎ 321-
3900）で受け付け、窓 13 日㈮発売（発売日は午前 10 時から）

人形浄瑠璃　文楽
日時：来年 3月 13日㈮午後 1時 30分・6時
会場：スタジオシアター

写真 滝澤めぐみ 写真 青木信二

平日午後のモーツァルトⅡ
日時：来年 3月 3日㈫午後 1時 30分
会場：音楽ホール
　音楽専用空間、415 席で群馬交響楽団の響きに包ま
れる贅

ぜいたく

沢な昼下がりのコンサート。第二弾は同楽団ホ
ルン奏者によるコンチェルト全曲です。
●出演＝濵地宗

かなめ

( 群馬交響楽団ホルン第一奏者 )、群
馬交響楽団　●曲目＝モーツァルト「ホルン協奏曲全
曲（第 1番～第 4番）」●入場料＝一般 4,000 円、25
歳以下 1,500 円（全席指定）●チケット＝イ 8 月 16
日㈮、電 21 日㈬・22 日㈭に専用電話（☎ 321-3900）
で先行受け付け、窓 23 日㈮発売（発売日は午前 10
時から）

　円熟期を迎えたピ
アニスト、イーヴォ・
ポゴレリッチさんによ
るリサイタルです。
●曲名＝バッハ「イ
ギリス組曲第 3番ト
短調」、ベートーベ
ン「ピアノ・ソナタ
第 11 番変ロ長調」ほか　●入場料＝一般 1万円、25
歳以下 3,000 円（全席指定）●チケット＝イ 7 月 19
日㈮、電 24 日㈬・25 日㈭に専用電話（☎ 321-3900）
で先行受け付け、窓 26 日㈮発売（発売日は午前 10
時から）

イーヴォ・ポゴレリッチ
ピアノ・リサイタル
日時：来年 2月 7日㈮午後 7時
会場：音楽ホール

ⒸMalcolm Crowthers

　名実ともにトップ・ジャズギ
タリストの渡辺香

か ず み

津美さん。最
先端をゆく規格外のプレイで観
客を魅了します。
●入場料＝一般 5,000 円、25 歳
以下 2,500 円（全席指定）●チ
ケット＝イ 11 月 8 日㈮、電 14
日㈭午前 10 時から専用電話（☎
321-3900）で受け付け、窓 15 日
㈮発売（発売日は午前 10 時から）

渡辺香津美ジャズ回帰トリオ
日時：来年 2月 29日㈯午後 5時
会場：スタジオシアター

©Yosuke Komatsu(ODD JOB)

大西順子トリオ
日時：12月 14日㈯午後 5時
会場：スタジオシアター
　日本を代表するジャズピア
ニスト・大西順子さん率いるト
リオによるステージです。
●入場料＝一般 5,000 円、25
歳以下 2,500 円（全席指定）●
チケット＝イ 9 月 13 日㈮、電
26 日㈭午前 10 時から専用電話
（☎ 321-3900）で受け付け、窓
27 日㈮発売（発売日は午前 10
時から） 大西順子さん

菊池成孔とペペ・トロメント・
アスカラール
日時：来年 1月 18日㈯午後 5時
会場：スタジオシアター
　ジャズミュージシャン・菊池成

なるよし

孔さんがサックス、
ボーカルを務める、ピアノ、バイオリン、パーカッション、
バンドネオンなど総勢 11 人のラテン・オーケストラで
す。
●入場料＝一般 5,000 円、25 歳以下 2,500 円（全席
指定）●チケット＝イ 10 月 4 日㈮、電 10 日㈭午前
10 時から専用電話（☎ 321-3900）で受け付け、窓
11 日㈮発売（発売日は午前 10 時から）

　高崎芸術劇場は専用の能舞台を備えます。その完成
を祝した舞台びらき公演です。本市出身の能楽師・下
平克宏さんが出演します。
●出演＝観

かんぜ

世清和、野村萬斎、下平克宏ほか　●演目
＝能「翁」、狂言「二

ふたりばかま

人袴」、能「石
しゃっきょう

橋」

高崎芸術劇場能舞台
こけら落とし公演
日時：来年 2月 15日㈯午後 2時
会場：スタジオシアター

凡例　イ：インターネット先行発売　
　　　電：電話予約　窓：窓口発売

ODSシアター
会場：スタジオシアター

■各公演チケットの取扱いについては
　2ページをご覧ください。

日高川入相花王
渡し場の段

ひらかな盛衰記

アマンディーヌ・ベイエ（バイオリン）& 
リ・インコーニティ
日時：来年 3月 14日㈯午後 2時
会場：音楽ホール

ⒸClara HonoratoⒸ Clara Honorato

　古楽界をけん引す
るアマンディーヌ・
ベイエさん率いるイ
タリアの合奏団。ビ
バルディ作曲の作品
をお送りします。
●曲目＝ビバルディ
「バイオリン協奏曲
集〈四季〉」ほか　●入場料＝一般 5,000 円、25 歳以
下 2,000 円（全席指定）●チケット＝イ 7 月 19 日㈮、
電 24 日㈬・25 日㈭に専用電話（☎ 321-3900）で先
行受け付け、窓 26 日㈮発売（発売日は午前 10 時から）

渡辺香津美さん

イーヴォ・ポゴレリッチさん

高崎芸術劇場公演ラインナップ

チケット発売 時期調整中

チケット発売 時期調整中

アマンディーヌ・ベイエさん（右）と
リ・インコーニティのメンバー


