
日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

14 日 30周年記念演奏会 上州大胡風神太鼓保存会
090－3234－4606 13：00 17：00 無　料

27 土 大胡城・牧野氏まつり 大胡城・牧野氏まつり実行委員会
027－898－6992 13：00 14：00 無　料

※7/6（土）・9（火）・12（金）・13（土）・20（土）・21（日）練習もしくはリハーサルあり
※ギャラリー 7/2（火）～14（日）　楽画喜クラブ作品展　9:00～17:00

■ 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６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

４ 木 芸術教室 小 群馬県立前橋清陵高等学校夜間部
027－221－3073 18:00 20:30 関係者

７ 日
第42回前橋市民芸術文化祭
民謡民舞発表会 大 前橋市文化協会

027－289－6521   9:40 16:00 無　料

モーツァルト交響曲全曲演奏シリーズ
第14回演奏会 小 高崎チェンバーミュージックソサエティ

080－2019－0645 14:00 16:00 一般1,000円
高校生以下500円

10 水 全国高校総体群馬県選手団結団式 大 群馬県高等学校体育連盟
027－224－5046 13:20 15:00 関係者

13 土
群馬県立前橋西高等学校
吹奏楽部定期演奏会 大 群馬県立前橋西高等学校吹奏楽部

027－251－8686 18:00 20:30 300円

稲川淳二の怪談ナイト2019 小 （公財）前橋市まちづくり公社
027－221－4321 17:30 19:30 5,500円

14 日
サムライ・ロック・オーケストラ2019 群馬公演 大 （株）まえばしCITYエフエム

027－233－0845 18:30 20:30
SS6,000円
S5,000円

当日券各500円増
前橋・高崎カルチャークラシックバレエ
パフォーマンス2019 小 前橋カルチャークラシックバレエ

090－3242－3027 14:30 16:30 無　料

15 月
サムライ・ロック・オーケストラ2019 群馬公演 大 （株）まえばしCITYエフエム

027－233－0845 15:00 17:00
SS6,000円
S5,000円

当日券各500円増

ピアノと歌の発表会 小 アポロン会
027－233－0927 13:00 16:00 無　料

19 金
介護職員処遇改善加算取得セミナー 大 （公財）介護労働安定センター群馬支所

027－235－3013 13:30 16:00 関係者

オペラレクチャーコンサート学習会 小 みくの会
027－265－0043 10:00 11:40 無　料

20 土 日本舞踊発表会 小 舞扇会
027－269－6691 11:00 16:00 無　料

21 日
第23回バレエ発表会 大 ＩＳカルチャーセンター

027－232－1549 14:00 16:00 無　料

直派若柳流美登利会浴衣ざらい 小 直派若柳流美登利会
027－221－2998 13:00 16:00 無　料

27 土 ヤマハエレクトーンフェスティバル2019
ソロ演奏部門群馬地区ファイナル 小 （株）ヤマハミュージックジャパン

03－5488－5443 11:00 19:30 1,500円

28 日
松田華音ピアノ・リサイタル 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 16:00 18:00 S2,500円～C500円
高校生以下1,000円

第12回アビリティコンサート 小 室賀バレエスクール
027－251－6556 13:00 16:00 無　料

31 水 第66回民謡発表大会 小 美鈴会
027－233－8323 10:00 16:00 無　料

大胡シャンテ マルエホール ７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(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   2日は休館日

小展示ホール3日は16:00まで

５日(金)～７日(日)
第40回群馬創玄書道会 大 群馬創玄書道会

0277－72－1995 10:00～17:00   ７日は16:00まで

第30回水清会水彩画展 小 水清会
090－4744－1678   9:00～17:00   ５日は13:00から

  ７日は16:00まで

11日(木) 大学入試・入学説明会前橋会場 大 （株）ライセンスアカデミー
03－5925－6228 14:45～18:00

12日(金)～14日(日) 第９回水彩画展 小 群馬水彩会 彩林会
027－224－5135 10:00～17:00 14日は16:00まで

13日(土)～14日(日) 「みんハン」みんなのハンドメイドin前橋 大 櫻井貴子
090－2219－2706 11:00～17:00 14日は15:00まで

14日(日)～15日(月) あおやぎ新作振袖発表会 大 （株）あおやぎ
027－289－5787 10:00～19:00 15日は17:00まで

19日(金)～21日(日) 第21回きさらぎ会水彩画展 小 きさらぎ会
027－327－7638 10:00～17:00 19日は11:00から

21日は15:00まで

25日(木)～28日(日) 前橋市内中学校合同美術部展 大 前橋市内中学校美術顧問会
027－251－6661   9:00～17:00 25日は12:00から

28日は15:00まで

26日(金)～28日(日) 村山雨景作品展 小 雨景工房
025－829－6391 10:00～17:00 28日は15:00まで

催し物ご案内 ７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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６月30日（日）発売開始

10/26□18：00 大ホール

７/28□16：00　大ホール

８/28□18：30　小ホール

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）

10/26□14：00　小ホール

・入場入場・入場料金は料金は料 税込で税込で込ですす。す。 ・曲目曲・曲目等は変等は変等は 更にな更にななる場る場合る場合がががありありありますます。ます。予めご予めご了承く了承く了承くださいださいださいいい。。

（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■発発行■発行行行・編・編集編集編 （公（公財）前財）前財）前橋市ま橋市ま橋市ま市 ちちちちづくちづくづくづくり公社り公社り 前橋前橋前橋市南町市南町市南町南町三三三三丁目三丁目丁目目62番62番地1地1 ☎☎☎027020227-2-2-22222221-1-41-41 321321

発 売 中

発 売 中

発 売 中

発 売 中

発 売 中

7/27(土) 発売開始

9月発売予定

発 売 中

発 売 中

発 売 中

発 売 中

発 売 中

松田華音ピアノリサイタル
□□

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
ペア券　S4,000円　A2,500円
親子ペア券　S3,000円　A2,000円　B1,500円

パク・キュヒ（朴 葵姫）ギター・リサイタル
□□

□□

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

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（当日7,000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　S8,500円　A7,000円　B5,500円
C4,000円　D3,000円
ペア券　S15,000円　A13,000円　B10,000円
　　　 C7,000円
※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

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2020年

イ フスキ音楽Pチ イ

「白鳥の湖」全３幕
「魔 笛」全２幕

売 中

原語上演・日本語字幕付
作曲:W.A.モーツァルト笛」「魔 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。

日下紗矢子
〈ヴァイオリン〉

発 売 中

中
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６月30日（日）発売開始

発 売 中

社会風刺コント集団  ザ・ニュースペーパー in 前橋
9/1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

前橋市 Presents 舞台芸術祭 2019
芸術監督：菊池洋子

DRUM TAO 2019年新作舞台 ザ･ドラマーズ
11/9土16:30▶大ホール　全席指定6,800円

11/11月18：30▶大ホール
SS14,000円　S13,000円　A11,000円　B9,000円
C7,000円　D5,000円
ペア券　S24,000円　A20,000円　B16,000円
　　　 C12,000円　D8,000円

ベルリン・コンツェルトハウス
室内オーケストラ

稲垣潤一 コンサート2019
12/7土17：30▶大ホール
全席指定：6,000円　高校生以下2,000円、ペア券11,000円

12/15日16：00▶大ホール


