
日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

16 日 榛沢ピアノ教室発表会 13：30 16：00 無　料

※6/9（日）・23（日）・29（土）練習もしくは利用あり
※ギャラリーの催し物はありません

■ 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。■　令和元年５月16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 日 渋川女子高校ミュージックフェスティバル
大 渋川女子高校

0279－22－4148
17:00 20:30

無　料
小 11:45 16:45

３ 月 群馬交響楽団移動音楽教室 大 （公財）群馬交響楽団
027－322－4316

10:30 11:45 関係者14:00 15:15

７ 金 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

11:00 12:30 関係者14:00 15:30

８ 土
中等入学ガイダンス 大 うすい学園

027－310－1919 13:00 15:00 関係者

2019前橋・渋川ダンシングアートスタジオ
発表会 小 前橋ダンシングアートスタジオ

027－221－0735 18:00 19:30 無　料

９ 日
ザハーロワ＆レーピン「瀕死の白鳥」 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321

18:00 19:40 SS10,000円
～F2,000円

杉山清貴アコースティック・ソロ・ツアー
2019 小 15:00 17:10 全席指定6,000円

当日6,500円

12 水
群馬交響楽団移動音楽教室 大 （公財）群馬交響楽団

027－322－4316

10:30 11:20

関係者14:00 14:50

13 木
10:30 11:20
14:00 14:50

エイミー・ハナイアリイ ジャパンツアー
2019 小 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 18:30 20:30 5,500円

14 金 群馬交響楽団移動音楽教室 大 （公財）群馬交響楽団
027－322－4316

10:30 11:45 関係者14:00 15:15

15 土 第25回定期演奏会 大 前橋市立前橋高等学校吹奏楽部
027－231－2738 18:00 20:30 500円

16 日
さわらび会創立20周年記念コンサート 大 さわらび会

090－4725－1649 14:00 16:00 1,000円

第35回正派若柳流雅会・美好会発表会 小 雅会・美好会
027－251－6524 12:30 16:30 無　料

21 金 安全衛生大会 小 群馬電工株式会社 
027－252－4488   9:00 12:30 関係者

22 土 20周年記念　第8回演奏会
ドリームコーラスまえばし 大 ドリームコーラスまえばし

027－231－9737 13:30 16:10 1,000円
中学生以下500円

23 日 いけばな池坊巡回講座2019 小 華道家元池坊群馬県連合支部
0270－62－1475 10:00 15:00 関係者

28 金 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 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 18:00 20:00 前売5,500円
当日6,000円

29 土
日本共産党演説会 大 日本共産党群馬県委員会

027－251－6994 14:00 15:30 無　料

YUI BALLET CLASSIC 第2回発表会 小 YUI BALLET CLASSIC
090－6173－2362 14:00 16:00 無　料

30 日
第11回いくこフラスクール発表会 大 いくこフラスクール

027－234－1844 13:30 17:30 無　料

なごみ会舞踊公演 小 坂東流なごみ会
027－234－5752 13:00 16:30 無　料

催し物ご案内 ６月

大胡シャンテ マルエホール ６月の催し物  371-0223  前橋市大胡町１５ ☎027-283-1100（月曜休館）

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

１日(土)・２日(日) 第23回木曜会展 小 木曜会
027－266－4648 10:00～17:00   ２日は16時まで

６日(木)～９日(日) 第33回
日本山岳写真協会両毛支部展 大 日本山岳写真協会両毛支部

027－261－3552 10:00～18:00   ９日は16時まで

７日(金)～10日(月) 上川淵洋画クラブ展 小 上川淵洋画クラブ
090－5336－8929 10:00～17:00   ７日は13時から

10日は15時30分まで

８日(土)・９日(日) 生地・婦人服大売出し 大 （株）テンダーハウス
0296－87－0037   9:30～17:00   ８日は11時30分から

  ９日は14時30分まで

12日(水)・13日(木) ウィッグ（かつら）の展示販売 小 （株）ユキ
052－459－7030 10:00～16:00

13日(木)～16日(日) 第26回桂の会展 大 桂の会
027－266－5165   9:00～17:00 13日は11時から

16日は16時まで

14日(金)～16日(日) 第11回水美会水彩画展 小 水美会
027－252－8715 10:00～17:00 14日は13時から

16日は16時まで

20日(木) 進路相談会前橋会場 大 （株）ライセンスアカデミー
03－5925－6228 16:00～18:00

21日(金)～23日(日) 第18回彩美会展 小 彩美会
027－253－5994 10:00～17:00 21日は13時から

23日は16時まで

26日(水)～７月３日(水) 第67回連盟展 大小 群馬美術家連盟
027－347－3724 10:00～18:00 6月25日・7月2日は休館日

小展示ホール7月3日は16時まで

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）



©Yuji Hori

10/26□18：00　大ホール

７/28□16：00 大ホール

８/28□18：30 小ホール

10/26□14：00　小ホール

入入場入場場料金は料金はは税込で税込税込ですす 曲目曲目目等等等は変等は変更に更にな更になる場合る場合がありありが ますますますす 予めご予めごご了承く了承くださださいい

（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■発行発行■ ・編集編集・ 集集 （公（公（公財財）前財）前前橋市ま橋市まま市 ちづくちづくちづ り公り公社公社社公社 前前橋前橋橋市南町市南町市南町南町三丁目三丁目三丁 6662番2番番62番地1地1地 ☎☎02702772 -22-22-221-41-4443232121213

発 売 中

発 売 中

発 売 中

松田華音ピアノリサイタル
□□

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
□□

□□
５月12日（日）発売開始

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
□□

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

芸術監督：菊池洋子

６月２日（日）発売開始

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。

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。

『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,
ペア券　S16,000円　A12,000円　B10,000円　C8,000円　D6,000円　E5,000円　F3,
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
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2020年

楽：PチP.チャイコイイ フスキスキキー音楽音楽

// 日 6 00▶大ホホ ル年

「白鳥の湖」全３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
※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。

中

000円
000円

なります。

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

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月30日（日）発売開始

６月30日（日）発売開始

６/９日18：00▶大ホール

12/15日16：00▶大ホール

ザハーロワレーピン「瀕死の白鳥」＆
＆

トランス＝シベベリア芸術祭 in Japan 2019

ンチェルトハウス
ストラ

６月30日（日）発売開始

大ホ大ホ

日下紗矢子
〈ヴァイオリン〉

代表作代表作

ルルルルルルル

６月16日（日）発売開始

ルルルルルルルルルルルルルホーホールルール

トラ
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日下紗矢子
〈ヴァイオリン〉
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Ｂ2,000円　Ｃ　ＣＣＣＣＣＣＣＣＣ1,1,1,51,51,1,1,11, 00円円円円円
Ｄ1,Ｄ1,000円   Ｅ800円
高校生以下 1,500円（対象S,Ａ,Ｂ席）
ペア、親子ペア券ありペア、親子ペア券あり

6月1日（土）発売開始

社会風刺コント集団  ザ・ニュースペーパー in 前橋
日13:30／17:00▶小ホール

全席指定：4,000円　ペア券7,000円　22歳以下2,000円

チケットインターネット予約（24時間受付）
です。　※未就学児の入場はご遠慮ください。

高崎芸術劇場メンバーズは、より便利に、より早く
チケットが購入できるインターネットサービスです。
高崎芸術劇場webサイトからご登録をお願いします。
http://takasaki-foundation.or.jp/theatre/

・入場・入入場場場料金は料金は金は料 税込で込で税込で税 す。す。 ・曲目・曲目目等等等は変等は変変は 更にな更になな更に る場合る場合る場合がありありが ますまますす。す。予めご予めご予めご了承く了承了承くださださいいだ 。。

チケットインターネット予約（2
※U-25料金は公演当日２５歳以下の方が対象で

トリエステ・ヴェルディ歌劇場
「椿姫」

トリ11月3日（日・祝）16:00
高崎芸術劇場 大劇場
（☎027-321-1213）

場

5月17日（金）web先行発売
（高崎芸術劇場メンバーズ限定）

全席指定

S席15,000円　A席12,000円
B席9,000円　C席6,000円
U-25（C席）2,000円

高崎芸術劇場メンバーズ登録料・
年会費無料

高崎芸術劇場

5月24日
一般発売

高崎芸術劇場メンババ ズ登録料・

ファブリツィオ・マリア・カルミナーティ（指揮）
デジレ・ランカトーレ（ヴィオレッタ）ほか

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

11/11月18：30▶大ホール
「魔 笛」全２幕


