
日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

12 日 アンサンブルシエール　スプリングコンサート アンサンブルシエール吹奏楽団 14：00 16：00 無　料

※5/8（水）・11（土）・25（土）・26（日）仕込みリハーサルもしくは利用あり
※ギャラリーの催し物はありません

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

11日(土)～13日(月) 第31回筆心会書展 小 筆心会
027－224－2078 10:00～17:00 13日は16時まで

17日(金)～19日(日) 草墨会水墨画展 大 草墨会
027－283－2288 10:00～17:00 17日は13時から

19日は16時まで

17日(金)～20日(月) 侊心会仏像彫刻木彫前橋高崎教室展 小 侊心会仏像彫刻・木彫刻教室
076－382－5066 10:00～17:00 17日は13時から

23日(木)～26日(日) 四季の会展示会 小 四季の会
027－252－5246   9:00～17:00 23日は12時から

26日は16時まで

24日(金)～26日(日) 書峰会展 大 書峰会
027－288－2378   9:00～17:00 26日は16時まで

30日(木)～６月2日(日) 木曜会展 小 木曜会
027－266－4648 10:00～17:00 30日は13時から

6月2日は16時まで

■ 催し物は主催者の都合により、一部変更になる場合もありますのでご了承下さい。くわしい内容は主催者まで。■　平成31年４月 17日現在

日 曜日 大・小ホールの催し物 会場 主催者 開演 終演 入場方法

２ 木 前橋女子高校ギター・マンドリン部
第55回定期演奏会 小 前橋女子高校ギター・マンドリン部

027－221－4188 13:30 16:00 無　料

３ 金
音楽部第25回定期演奏会 大 前橋女子高校音楽部

027－221－4188

17:30 20:30
無　料

４ 土 14:00 17:00

５ 日 第28回定期演奏会 小 前橋高校ギター・マンドリン部
027－232－1155 13:30 15:30 無　料

６ 月 第44回バレエ発表会 大 室賀バレエスクール
027－251－6556 13:30 16:50 無　料

11 土
三遊亭円楽 春風亭昇太 二人会 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 14:00 15:30 3,500円

令和元年第42回前橋市民芸術文化祭
邦楽のつどい 小 前橋市文化協会

027－289－6521 12:30 16:45 無　料

12 日 ハーラウ オ ケアラニ フラ発表会 大 ハーラウ オ ケアラニ
080－3592－8812 14:00 17:30 3,000円

13 月 群馬交響楽団高校音楽教室 大 群馬県教育委員会高校教育課
((公財）群馬交響楽団)027－322－4316 14:00 15:30 関係者

18 土 ＮＨＫ　ラジオ深夜便 小 （公財）前橋市まちづくり公社
027－221－4321 13:30 15:50 無　料

19 日
群馬シティフィルハーモニーオーケストラ
第62回定期演奏会 大 群馬シティフィルハーモニーオーケストラ

090－4622－6348 14:00 16:30 1,000円

第14回すみれ会おさらい会 小 すみれ会
027－224－5050 10:00 16:00 無　料

20 月 2019年度前橋市民生委員児童委員連絡
協議会総会 大 前橋市民生委員児童委員連絡協議会

027－237－1112 13:00 16:00 関係者

22 水 2019ＪＦＡトレセン群馬開講式 大 公益社団法人群馬県サッカー協会
027－256－7258 19:00 20:30 関係者

24 金 第59回群馬県公立学校教頭会定期総会 小 群馬県公立学校教頭会
027－223－7897   9:30 12:00 関係者

25 土

林部智史 CONCERT TOUR 2019
初恋の音楽 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 16:00 18:00 6,500円

名作こども映画上映会 小 守屋教育映画
090－3116－9909 10:20 11:35 500円

「遠い約束　星になったこどもたち」上映会 小 JR東労働組合高崎地方本部
027－329－5836 14:00 16:30 無　料

26 日
アンジュルム・コンサートツアー
2019春～輪廻転生～ 大 桐生音協

0277－53－3133
15:00 17:00 完　売18:30 20:30

第75回前橋市民音楽祭 小 前橋市民音楽連盟
027－261－1332 12:30 16:00 無　料

27 月 山内惠介 全国横断コンサートツアー2019
～JAPAN季節に抱かれて 歌めぐり～ 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 14:00 16:00 6,000円

大胡シャンテ マルエホール ５月の催し物  371-0223  前橋市大胡町１５ ☎027-283-1100（月曜休館）

催し物ご案内 ５月昌賢学園まえばしホール
☎027-221-4321

（前橋市民文化会館・火曜休館）
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10/26□18：00　大ホール

７/28□16：00　大ホール

８/28□18：30　小ホール

ザハーロワ レーピン「瀕死の白鳥」

小原孝ピアノコンサート 弾き語りフォーユー
９/23　　　14：00▶小ホール　全席指定：4,000円（当日4,500円）

吉本新喜劇ワールドツアー ～60周年 それがどうした！～ 群馬公演
6/28金18：00▶大ホール　全席指定：5,500円（当日6,000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　 出演：座長 川畑泰史、すっちー

エイミー・ハナイアリイジャパン・ツアー2019
6/13木18：30▶小ホール　全席指定：5,500円

10/26□14：00　小ホール

瀕「瀕

・入場料金は税込です。　・曲目等は変更になる場合があります。予めご了承ください。 

前橋市 Presents 舞台芸術祭 2019

（公財）前橋市まちづくり公社提供エンターテイメントステージ

■発行・編集　（公財）前橋市まちづくり公社　前橋市南町三丁目62番地1　☎027-221-4321

発 売 中

発 売 中

発 売 中

発 売 中

発 売 中

発 売 中

発 売 中

4月21日（日）発売開始

６月２日（日）発売開始

5月17日（金）発売開始

4月20日（土）発売開始

松田華音ピアノリサイタル
日

５月12日（日）発売開始

チャイコフスキー：18の小曲 作品72
ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」
Ｓ2,500円　Ａ1,500円　Ｂ1,000円　Ｃ500円　高校生以下：1,000円
ペア・親子ペア券あり

パク・キュヒ（朴 葵姫）ギター・リサイタル
土

土

５月12日（日）発売開始

発売日 近日発表

タレガ：アルハンブラの思い出 他
Ｓ2,000円　Ａ1,000円　高校生以下：500円
ペア券S3,000円

モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番・第23番
全席自由：2,000円

Ａ列車に乗っていこう
水

出演　石田ひかり　松風理咲
全席指定：3,500円　高校生以下：1,500円
ペア券6,000円

菊池洋子 with 群馬シティフィル

瀕死の白鳥」瀕死の白鳥」

ressents 舞台台芸術t 舞台台芸術
芸術監督：菊池洋子

MYSTERY NIGHT TOUR 2019 稲川淳二の怪談ナイト
7/13土17：30▶小ホール　全席指定：5,500円（当日6,000円）

劇団東少ファミリーミュージカル アルプスの少女ハイジ
８/10土13：30▶大ホール　全席指定：2,500円（当日2,800円）

劇団四季ミュージカル「エビータ」
9/6金18：30・7土13：00▶大ホール　S:8,640円　A:6,480円　B:3,240円　
※公演当日３歳未満入場不可。

南こうせつコンサートツアー2019 50周年記念 ～いつも歌があった～
8/31土17：00▶大ホール　全席指定：6,500円

月・祝

音楽：P.チャイコフスキー
原振付：M.プティパ、L.イワノフ、F.ロプホフ
SS9,500円～D3,000円　ペア券あり
※録音音源を使用します。

原語上演・日本語字幕付
作曲:W.A.モーツァルト
SS14,000円～D5,000円
ペア券あり

『瀕死の白鳥』（サン＝サーンス「白鳥」）振付：ミハイル・フォーキン
『ライモンダ』よりグラン・アダージョ　振付：牧阿佐美
ブルーノ・モレッティ：『カラヴァッジオ』振付：マウロ・ビゴンゼッティ
ヘンデル：『ヘンデル・プロジェクト』振付：マウロ・ビゴンゼッティ
マスネ：タイスの瞑想曲
サラサーテ：ティゴイネルワイゼン　ほか
ワディム・レーピン（ヴァイオリン）
スヴェトラーナ・ザハーロワ（ボリショイ・バレエ団プリンシパル）
ミハイル・ロブーヒン（ボリショイ・バレエ団プリンシパル）
フェスティバル・アンサンブル（ヴァイオリン：南　紫音）

SS10,000円　S9,000円　A7,000円　B6,000円　C5,000円　D4,000円　E3,000円　F2,000円
ペア券　S16,000円　A12,000円　B10,000円　C8,000円　D6,000円　E5,000円　F3,000円
親子ペア券　S12,000円　A10,000円　B9,000円　C8,000円
高校生以下4,500円（対象 S,A,B,C席）

キエフ・バレエ
愛され続ける古典バレエの代表作

1/12日16：00▶大ホール

11/11月18：30▶大ホール

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2020年

楽：Pチャイコフスキー音楽
「白鳥の湖」全３幕

バレエ  クラシック

「魔 笛」全２幕

※親子ペアは大人１名+高校生以下１名の料金で、２人目以降の高校生以下チケット料金は3,000円となります。
※SS席チケットには前回公演時のオフィシャルパンフレットがつきます。
※E席、F席のペア券はHP（web）のみの販売となります。　※５歳以上から入場ができます。

発売日近日発表

2,000円
3,000円

ベルリン・コンチェルトハウス
室内オーケストラ

プログラム

出　演

原語上演・日本語字幕付
作曲:W.A.モーツァルト

1111/1 月18：30▶大ホール
笛」「魔笛 全２幕

魔法の笛を手に王女救出の旅に出る！
歌と芝居で綴る冒険ファンタジー。

６月16日（日）発売開始

６/９日18：00▶大ホール

12/15日16：00▶

＆
＆

トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 2019

発売日 近日発表

杉山清貴 acoustic solo tour 2019
6/９日15：00▶小ホール　全席指定：6,000円（当日6,500円）

ンチェルトハウス
トラ 日下紗矢子

〈ヴァイオリン〉

代表作代表作

６月16日（日）発売開始

パッヘルベル：カノンとジーグニ長調
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン
協奏曲集 Op.8-1～4
「四季」（全曲） ほか
Ｓ3,500円　Ａ3,000円
Ｂ2,000円　Ｃ1,500円
Ｄ1,000円   Ｅ800円
高校生以下 1,500円（対象S,Ａ,Ｂ席）
ペア、親子ペア券あり


