
■ 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11月 15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

１ 日
第43回世界の踊り　日本の踊り 大 群馬県フォークダンス協会

027－373－6855 10:40 15:30 無　料

第42回前橋市民芸術文化祭　フラフェスティバル 小 前橋市文化協会
027－289－6521 12:30 16:00 無　料

２ 月 前橋市民生委員児童委員委嘱状伝達式並びに研修会 大 前橋市福祉部社会福祉課
027－898－6142 13:30 16:30 関係者

５ 木 明和幼稚園発表会 大 幼保連携型認定こども園明和幼稚園
027－269－7041 12:30 16:30 関係者

６ 金 第44回桃瀬幼稚園 お遊戯発表会 大 学校法人斉藤学園　桃瀬幼稚園
027－243－5977 12:30 16:00 関係者

７ 土
稲垣潤一コンサート2019 大 (公財)前橋市まちづくり公社

027－221－4321 17:30 19:30 6,000円

秋友会　ジョイントコンサート 小 秋友会合唱団
080－1110－3462 13:30 16:00 1,000円

８ 日
第11回クリスマスコンサート 大 前橋東高校吹奏楽部

027－263－2855 17:30 20:00 300円

第17回定期演奏会 小 アンサンブルシエール吹奏楽団
090－4670－6262 14:00 16:00 500円

12 木
敷島幼稚園第60回クリスマスおゆうぎ会 大 敷島幼稚園

027－231－8494   9:30 13:00 関係者

前橋演艦第414回例会イッツフォーリーズ公演
「マイストーリー」これが私の生きる道 小 前橋演劇鑑賞会

027－212－5692 18:30 20:15 会員月額
3,000円

13 金 前橋清陵高校芸術教室 小 群馬県立前橋清陵高等学校
027－221－3073 13:00 14:20 関係者

14 土 ひろせ幼稚園 第51回クリスマスお遊戯会 大 ひろせ幼稚園
027－263－1571 10:00 12:30 関係者

15 日
ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ 大 (公財)前橋市まちづくり公社

027－221－4321 16:00 18:00 S:3,500円～E800円

第42回前橋市民芸術文化祭　演劇発表会 小 前橋市文化協会
027－289－6521

12:30 15:00 無　料16:30 18:30

18 水
江木幼稚園クリスマス発表会 大 江木幼稚園

027－269－0809   9:30 13:00 関係者

地方創生セミナー㏌ 群馬 小 株式会社ドコモＣＳ
027－393－6302 13:00 17:00 無　料

19 木 第6回滝川一益公を偲ぶ「長昌寺能」 大 長昌寺能運営委員会
ディップス朝日　027－254－1212 18:00 20:40 S:5,000円

A:3,000円

21 土 大手町 くりの木保育園発表会 大 大手町　くりの木保育園
027－224－7556 10:00 12:00 関係者

22 日
前橋マンドリン楽団 第52回定期演奏会 大 前橋マンドリン楽団

090－1125－1587 14:00 16:00 無　料

タンツシューレ  トイトイトイ  モダンダンス発表会 小 タンツシューレ　トイトイトイ
090－2560－4184 13:30 15:00 無　料

26 木 冬季研修大会 大 (社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会
027－280－6206 10:00 16:00 関係者

28 土
アリーナ・ウー　スライド付ピアノ名曲で綴る
世界名作朗読人魚姫 大 呉明美

0279－63－2575 14:30 16:15
前売2,500円
当日3,000円
中学生以下
1,500円

第50回定期演奏会 小 群馬県立前橋工業高等学校吹奏楽部
027－264－7100 13:30 16:00 無　料

昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）及び大胡分館　年末年始の休館は12月29日から翌年1月3日までとさせていただきます。

日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

７ 土 青少年健全育成推進大会 大胡地区文化祭実行委員会　027－283－0118 13:30 16:30 無　料

８ 日 富三照会おさらい会 富三照会　027－283－4109 12:30 16:00 無　料

14 土
第14回シャンテ演劇館「劇団シブパ」 劇団シブパ

19:00 21:00 全席自由1,000円
当日1,500円15 日 14:00 16:00

21 土 大胡第一保育園　生活発表会 大胡第一保育園　027－283－2226   9:15 12:00 無　料

22 日
大胡第三保育園　三歳以上児生活発表会 大胡第三保育園　027－284－0055   9:15 12:00 無　料

フェリスダンスカンパニー　ダンス発表会 フェリスダンスカンパニー 17:00 20:00 有　料
※12/6(金)・11(水)・12(木)・13(金)・18(水)・19(木)・20(金)・21(土)練習もしくは利用あり
※ギャラリー12/1(日)～17(火)　おおご幼稚園作品展　9:00～17:00

大胡シャンテ マルエホール 12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 2019.12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）

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

１日(日)
第42回前橋市民芸術文化祭　短歌・俳句・川柳合同作品展 大 前橋市文化協会

027－289－6521   9:00～16:00

土筆会書道展 小 土筆会
027－268－3845 10:00～15:00

５日(木) ウィッグ(かつら)の展示販売 大 (株)ユキ
052－459－7030 10:00～16:00

５日(木)～８日(日) 笹山勝雄油彩展 小 笹山勝雄
080－6574－2830 10:00～18:00 5日は12:00から

8日は15:00まで

７日(土)・８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 ７日は11:30から8日は14:30まで

18日(水) 地方創生セミナーｉｎ群馬 小 株式会社ドコモＣＳ
027－393－6302 12:45～17:00

20日(金)～22日(日) 第26回詩季彩クラブ水彩画展＆第2回ベイシス水彩画展 大 小 詩季彩クラブ＆ベイシス
027－223－5259   9:30～17:00 22日は15:00まで



87歳の巨匠が新たな伝説を生む！ 45年に及ぶモスクワ放送響時代からの信頼

（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

前橋市 Presents 舞台芸術祭 2019-20
芸術監督：菊池洋子

第６回 滝川一益公を偲ぶ　長昌寺能
12/19木18：00▶大ホール　S:5,000円　A:3,000円

高嶋ちさ子　わがまま音楽会
～ピアノクインテット編～
1/18土14：00▶大ホール　全席指定：5,500円

米村でんじろうサイエンスショー
おもしろ科楽館
４/5日13：00/15：30▶大ホール  全席指定：2,800円

・入場・入場場場場料金は料金は料金は料金はは料金は税込で税込で税税税 すす。。。 ・曲目・曲目目・曲・曲目等は変等は変等は変等は変は変更にな更にな更にな更になになに更になる場合る場合る場合る場合がありがありがありがありあ ますます。ます。すすす 予めご予めご予めご了承く了承く了承 ださいいさいださい。。

■発行■発行■発行発行発行・編集・編編集編集集 （公公公公財）前財）前財）前前財 橋市ま橋市ま橋市ま市ま市まちづくちづくちづちづ り公社り公社社社 前橋前橋前橋前橋前 市南市南市南町南町市南 三三

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

出演：下平克宏　野村萬斎　藤波重彦 他
※問い合わせ先 ： ディップス朝日 027-254-1212

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！

発 売 中

■チケットのご予約（10：00～18：00）
高崎芸術劇場チケットセンター  Tel.027-321-3900

ⓒOmar Ayyashi

ⓒPrague Spring Festival
　Zdenek Ｃｈａｒａｐｅｋ

ⓒRoman Goncharov

ⓒND CHOW

三三

全席指定
S席8,000円
A席6,000円
B席4,000円　
U-25（B席）2,000円

三丁目丁目丁目丁目62番62番番番地1地地1 ☎☎☎0270270270 -2222-22-2 1-4-41-41 32132132321

6,000円
4,000円　
5（B席）2,000円円

A席6
B席4
U-25
B席完売御礼

出演 パーヴォ・ヤルヴィ（指揮）
　　 レティシア・モレノ（ヴァイオリン）*
　　 NHK交響楽団（管弦楽）
曲目 プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番ニ長調 作品19*
　　 ラフマニノフ：交響曲 第2番 ホ短調 作品27

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。

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

フスキ音楽Pチ イ

「白鳥の湖」全３幕

菊池洋芸術監督：菊池洋

愛さ

2020年年

芸術 督芸術監督：

日下紗矢子
〈ヴァイオリン〉

2

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

※３歳以上有料（２歳以下膝上鑑賞は無料。着席鑑賞は有料）
※小学生以下のお子様同士での入場の際は、保護者の同伴が必要。

12/8（日）
Web 発売開始・
窓口販売は翌日から

急遽決定
新 伝説 及 ク 放 時 頼歳

ウラディーミル・フェドセーエフ指揮
チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラケ ラケストトラ

（旧モスクワ放送交響楽団）

MICHIE KOYAMA,PIANOVLADIMIR FEDOSEYEV

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYY
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA11月23日（土）発売開始　

ディーミル・フェドセーエフウラデ
シチ コフスキー・シンフォニー・オーケチャイコ ケォ オ ケ

（旧モスクワ放（旧モスクワ放

YEEV

2020年 ３/23月1９:00▶大ホール
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11月23日（土）発売開始　11月23日（土）発売開始

ピアノ：小山実稚恵
ラフマニノフ：ヴォカリーズ 作品34-14
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番ハ短調　作品18　
チャイコフスキー：交響曲第６番ロ短調『悲愴』作品74
S10,000円　A８,000円　B６,000円　C５,000円　D4,000円　E3,000円
ペア券　S18,000円　A14,000円　B10,000円  C8,000円  D6,000円
U25：3,000円（対象B,C,D,E 席）

より便利に、より早くチケットが購入でき
年会費無料 高崎芸術劇場

センター Tel.027-321-3900
管弦楽の機能美を存分に堪能できる名曲を披露！

ケ

指定
8 000円

全席指
S席88,000円S席8

機能美を存分に堪能できる名曲を披露！管弦楽の機機能美を存分に堪能できる名曲管弦楽の機

2020.2/8(土)14時開演
高崎芸術劇場 大劇場

高崎芸術劇場開館記念　世界に誇る最強コンビ登場！

パーヴォ・ヤルヴィ＆NHK交響楽団  高崎公演


