
日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

※8/3（土）・4（日）・11（日）・17（土）・24（土）・25（日）練習もしくは利用あり
※ギャラリー 8/1（木）～14（水）　大胡地区書道会展　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７月17日現在

大胡シャンテ マルエホール ８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(木)～４日(日) 第73回群馬教育書道展覧会 大小 一般社団法人　群馬県書道協会
027－395－5961   9:00～17:00   4日は14:00まで

10日(土)～12日(月) 第24回彩美群馬支部展 大 日本彩美会
027－221－2084 10:00～17:00 12日は16:00まで

1７日(土) 五大学合同イラスト展示会 小 高崎経済大学漫画研究会
080－4326－8398 10:00～15:00

22日(木) サイン＆ディスプレイ展示会in前橋 小 (株)ミマキエンジニアリング
0268－64－2377 10:00～16:00

23日(金)～24日(土) 日本刀展示即売会 小 (株)コレクション情報
058－274－1960 10:00～18:00

24日(土)～25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 25日は15:00まで

30日(金)～９月１日(日) 第31回呑石書法研究会展 大 呑石書法研究会
027－269－2741 10:00～18:00

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 金 学校説明会 小 群馬県立前橋清陵高等学校
027－221－3073   9:20 11:50 関係者

３ 土 ビーハーフPresents
まえばし市民ミュージカル「鎮

ちんごんか

魂華」

大 前橋市文化国際課
027－898－6522

14:00 17:45 一般1,500円
高校生以下1,000円

４ 日 大 14:00 17:45 一般1,500円
高校生以下1,000円

８ 木 第86回ＮＨＫ全国高校音楽コンクール
群馬県コンクール
8日【小学校の部14:00～17:40】
9日【高校の部10:00～12:30】
　  【中学校の部14:00～17:20】

大
ＮＨＫ前橋放送局

027－251－1171

14:00 17:40 無　料

９ 金 大 10:00 12:30
無　料

14:00 17:20

10 土
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」 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 13:30 15:30 2,800円

深澤節子門下生による
ブルーエヴォーカルコンサート 小 ブルーエ

027－655－3908 13:00 16:00 無　料

11 日
第40回定期演奏会 大 群馬県立前橋南高校吹奏楽部

027－265－2811 17:30 20:30 500円

前橋高校ＯＢ合唱団定期演奏会 小 前橋高校ＯＢ合唱団
027－221－4811 14:00 16:00 500円

12 月
ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＧＹＭＮＡ 大 ジムナダンススタジオ

027－289－5705 15:00 19:00 1,000円

くれない会 浴衣ざらい発表会 小 花柳流くれない会
027－252－7541 13:00 16:30 無　料

15 木 令和元年度　前橋市戦没者追悼式 大 前橋市役所社会福祉課
027－898－6142 14:40 16:00 関係者

16 金 学校説明会 大 群馬県立前橋南高校   
027－265－2811 10:00 11:30 関係者

18 日
第6回村尾祐子バレエアカデミー
発表会 大 村尾祐子バレエアカデミー

0270－61－9336 14:30 17:30 無　料

第23回伊藤ピアノ教室発表会 小 伊藤ピアノ教室 
090－4827－3550 12:30 16:30 無　料

22 木
学校説明会 大 群馬県立前橋商業高等学校

027－221－4486 10:00 11:30 関係者

中学生対象学校説明会 大 群馬県立前橋高等学校
027－232－1155 14:30 16:00 関係者

前橋演艦第412回夏の会公演
「夏の雲は忘れない」 小 前橋演劇鑑賞会

027－212－5692 18:30 20:00 会員月額
2,800円

24 土
ミュージカル「A COMMON BEAT
～感じててほしい　共通の鼓動～」 大 NPO法人コモンビート

03－6805－3844 19:30 21:00 3,500円

ミュージカルクラブパステル
「ウエストサイドストーリー」 小 ミュージカルクラブ　パステル

090－4947－9477 13:30 16:00 無　料

25 日
ミュージカル「A COMMON BEAT
～感じててほしい　共通の鼓動～」 大 NPO法人コモンビート

03－6805－3844
13:00 14:30 3,500円17:30 19:00

ミュージカルクラブパステル
「ウエストサイドストーリー」 小 ミュージカルクラブ　パステル

090－4947－9477 13:30 16:00 無　料

28 水 A列車に乗っていこう 小 （公財）前橋市まちづくり公社
027－221－4321 18:30 20:10 3,500円

29 木 夏の資産運用セミナー大討論会 大
群馬銀行
ぐんぎん証券

0120－13－9138
13:30 15:00 無　料

31 土
南こうせつ　コンサートツアー2019
～いつも歌があった～ 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 17:00 19:00 6,500円

第29回共愛学園吹奏楽部定期演奏会 小 共愛学園吹奏楽部
027－267－1000 18:30 20:30 300円

催し物ご案内 2019.８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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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 2019-20
芸術監督：菊池洋子

7/27(土) 発売開始

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

・入場入・入場場料金は料金は料料金は料金は料金は税込で税込で税税込 す。す。す ・曲目・曲目・曲目曲目等は等は変等は変等は変等は変更に更に更になになにななな更 る場合る場合場合る場合るる がありがあがああります。ます。ます。ます 予めご予めご予めご了承く了承了承く了承くださいださいいださい。。。

☎027-321-7300（代）

11月17日（日）15:00
高崎芸術劇場 大劇場

全席指定
S席5,000円  A席4,000円  B席3,000円  U-25（B席）1,500円

より便利に、より早くチケットが購入できる無料のインターネットサービスです。
年会費無料 高崎芸術劇場メンバーズ  登録受付中！

雅楽  伶楽舎 改元の年にふさわしい
祝祭感に満ちた舞台
日本古来の響きと格調高い舞を堪能

1 17
大英博物館、ジャポニズム2018（パリ）公演が

相次いで大成功を収めた
プロフェッショナル雅楽演奏団体

れいが がく がく しゃ
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10/26□18：00 大ホール

10/26□14：00　小ホール

発 売 中

発 売 中

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
７/28□16：00　大ホール□□
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
全席自由席 由：2,000円, 円

Ａ列車に乗っていこう
８/28□18：30　小ホール□□
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

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

イコフスキー音楽：Pチャイ

「白鳥の湖」全３幕
「魔 笛」全２幕

監督 菊池洋子監督：菊池洋子

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
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Ｓ3Ｓ3,5500円　Ａ　ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ33 03,000円 Ｂ2Ｂ2 0,000円 Ｃ1,Ｃ1,Ｃ1,Ｃ1,1Ｃ1,5500円　Ｄ　ＤＤ　　 1,01,01,000円 Ｅ800円
高校生高 以下 下下 下 下 下 下 下下 1,01,1,1,1,1,1 00円（対象対象S,ＡS,ＡＡＡ,ＡＡＡＡＡＡ,Ｂ,Ｂ席,Ｂ,Ｂ ）
ペア券ペア券ペア券ペア券ペア券ペア券ペペア券ペア券ペペアペアペペペアアペアペアアアペペペペペアアペアアアアアアアア 　S6,000円　A5,A5,A5,5,5,,00000 円　B円　 3,53, 00円0円ペペペペペアペア券ペア券ペアペア券ペア券ペペペペペペアペア S66 000円 A5A5A5A5A5A5A5 0000 円 B3 5500円
親子ペ親子ペ親子ペ親子ペ子ペ子ペ子ペ子ペ子ペペ親子ペ子ペ子子子ペ子ペペペ子ペ子ペ子ペ子子ペ子ペペ子子ペ子ペペペ子子子子子子子子子子子子子子子子親 ア券　ア券　ア券　ア券　アア券　ア券アア券　ア券　ア券 S4,000円　A円　A円　A　A　AAAAAAA　A円　A円　A　A　AA　AA3,53,53,5,5,53,500円00円00円00円00円円円 B2B2,50,50,50,50,500円0円円円

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

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////12/15日16：00▶大ホール

11月17日（日）15:00
高崎芸術劇場 大劇場

■発行■発■発行■発行・編集・編編集集 （（公公（公（

全席指定全席指定
S席S席5,0000005,000円  A席A円円円  A席A 4,000004,000円  B席円 BB円円円円円円円円  B 3,000円 U-25（B席）

1 17
各会館窓口（電話予約は13時～）
■高崎芸術劇場チケットセンター
　　　　027-321-3900（9/20(金)以降）
■群馬音楽センター 027-322-4527
■高崎市文化会館 027-325-0681
■高崎シティギャラリー 027-328-5050

公社公社公社 前橋前前橋前橋橋市南町市南町市南町町市南 三丁目三丁目丁丁目62番62番62番62番地1地1地1地地 ☎☎☎☎000220前前前橋市ま橋市市ま市まちづくちづくちづくちづくり公り公

00円

公公公公公財）財財）財財）

1,50 はははははははははは公公演当日公公演当日公演当日公公演当日公演当日公演当公演当公演当公演当公演当公演当 ２５歳以２５２５歳以２５歳以２５歳以５歳以以以以以２５歳以以２５歳以５歳以以５歳以５歳以５歳以下の方が下の方が下の方がの方が下の方がの方がの方がが下下下の方が下の方が下の方が下下下下下下の方が下の方が下の方が下下の方が下の方下の方が方下下下下の方が下下下下下下の下の方が下の下下下の方が方が下下下下の方が下の方が下下下下の方が下の方が下の下の方が下の方が下の方が下の方が下下下の方が下下下下下下のの が下下下 方 対象です対象です対象です対象です象です象ですすですです対象です対象です対象ですですす対象ですです対象ですすですすすすですですす対象ですす対象ですすすすです対象です対象ですすですすです対象ですでですです対象ですですです対象ですです対象ですすですすですですすですですででですすですすすでですでですすすすですすすすすす。。。。。。。。。。。。。※U 2※U 2※U-2※U 2※U 2※U-2U 2UUUUUU-UUU※U-※U-2UU※U-U※U-2UUUUU※U-※U-2U※U 2※U 2※U 2U※UU※UUUUU 5料金は5料金は金金金料金金5料金5料金は5料金5料5料金は5料5料料料料料料料料

きと格調高本古来の響き 高い舞を堪能

web先行発売
7月19日（金）10時～
（高崎芸術劇場メンバーズ限定）

2727-22-2222-221-1-1-44323213212122

web先w 先行発売発発売
7月19日7 日（金）10時（金）10時～
（高（高崎芸崎芸術劇術 場メンバーズ限定）
電話先行
7月24日（水）・25日（木）10時～18時
（専用ダイヤル 027-321-3900）


	名称未設定

