
■ 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12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

昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）及び大胡シャンテ　マルエホール（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。

11 土
第15回ぐんまバレエアテリエ2020 大 日本バレエ協会関東支部群馬地区

027－251－6556 12:00 19:00 1,000円

前橋市アンサンブルコンサート 小 前橋市吹奏楽連盟
027－285－2027 10:00 15:00 500円

12 日
キエフ・バレエ「白鳥の湖」全３幕 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321
16:00 19:00 SS:9,500円～D3,000円

ソロ・デュエットコンサート 小 前橋市吹奏楽連盟
027－285－2027 10:00 16:00 無　料

13 月 前橋市長に挑戦！ 中島もとひろ『政策発表会』 大 中島もとひろ後援会
027－210－5270 15:00 16:00 関係者

18 土 高嶋ちさ子　わがまま音楽会
～ピアノクインテット編～ 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321
14:00 16:00 5,500円

19 日
第30回群馬県小・中学校合唱フェスティバル 大 群馬県音楽教育協会

027－231－4651 10:00 14:40 400円

第19回北関東ジュニアピアノコンクール
第17回北関東ピアノオーディション受賞
記念披露コンサート

小 日本ピアノ研究会事務局
050－3591－4309 11:15 16:00 無　料

25 土
群馬県女子体育連盟第27回ダンス発表会 大 群馬県女子体育連盟

027－234－3190 13:00 16:00 無　料

第49回定期演奏会 小 群馬大学混声合唱団
080－3919－3583 14:00 16:30 無　料

26 日 第13回群馬県声楽アンサンブルコンテスト 大 群馬県合唱連盟
0274－23－4894 10:00 17:55 500円

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

12日(日)～13日(月) 「みんハン2020」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 13日は10:00から

13日は15:00まで

18日(土)～19日(日) リフォーム博イン前橋市民文化会館 大 (株)総合ＰＲ
027－253－8378 10:00～17:00

25日(土)～26日(日) (株)あおやぎ新作振袖発表会 大 (株)あおやぎ
027－289－5787 10:00～19:00 26日は17:00まで

大胡シャンテ マルエホール １月の催し物  〒371-0223  前橋市大胡町１５ ☎027-283-1100（月曜休館）

前橋テルサ １月の催し物  〒371-0022  前橋市千代田町２丁目５番１号 ☎027-231-3211  FAX 027-231-3955

催し物ご案内 2020.１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）

日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

※1/19（日）13:00～17:00 利用あり
※※ギャラリー 1/4（土）～13（月）　大胡第一・三保育園、大胡第２こども園作品展　9:00～17:00

まえばしのイベント情報はこちら QRコード

「igoo（イグー）」とは？
中心市街地（まちなか）をはじめ、前橋市内で開催されるイベント
情報や施設情報を一覧で確認できるポータルサイトです。

お問合せ
公益財団法人まちづくり公社：TEL 027-289-5565

日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 入場方法

４ 土 ニューイヤーコンサート《歌の祭典2020》
お年玉付き

（公財）前橋市まちづくり公社
(前橋テルサ)027－231－3211

14:00

全席指定
一般

前売3,000円
当日3,300円
学生

(高校生以下)
前売1,500円
当日1,800円

18 土 ミュージカル劇団A-ile第9回公演
第一部ミュージカル
　スカーレット　ピンパーネル
第二部ミュージカルショー　For You

ミュージカル劇団A-ileエール
https//a-lie-since2011.jimdo.com/

18:00
無　料

19 日 13:00



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 2020
芸術監督：菊池洋子

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

渡辺美里 35th Anniversary
Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020
4/19日17:30▶大ホール
指定席：8,250円　当日券500円Up
ファミリー席（大人）／8,250円
ファミリー席（小人）／2,500円

群馬DC記念　まえばし観光大使
三遊亭円楽・三遊亭竜楽落語会
5/17日14：00▶小ホール　全席指定：3,000円

岡村靖幸 2020 SPRINGツアー
5/24日17:30▶大ホール　全席指定：8,700円

・入場・入場入場・入場料金は料金は金料金は料金は料金は料金は税税税込で税込で税 す。す。 ・曲目・曲目・曲目目等等等は変等は変等は変等は変は変更更に更になにな更にになにななる場合る場合場る場合るる がありりがあがあ ます。ます。ます。まます 予めご予めご予めご了承く了承く承く承くださいださいださいださい。。。

■発行■発■発行■発行・編集・編編集集 （公（公（公公（公財）前財財）前財）前財） 橋市ま橋市橋市ま橋市まちづくちづくちづくちづくり公社り公社り公社 前橋前前橋前橋橋市南町市南町市南町町市南 三三

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

発 売 中

米村でんじろうサイエンスショー
おもしろ科楽館

日13：00/15：30▶大ホール
全席指定：2,800円　当日券3,300円

■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

三丁目三丁目丁丁目目62番62番62番62番地1地1地1地地 ☎☎☎☎0270027270 -22-2222-221-1-1-443232132121

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

※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。

※ファミリー席ご希望の方は桐生音協にお問い合わせください。
※３歳以下入場不可（未就学児膝上鑑賞は無料。着席鑑賞は有料）

※未就学児童入場不可

※未就学児童入場不可

※未就学児童入場不可

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・オーケストラケストトラ

（旧モスクワ放送交響楽団）
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ディーミル・フェドセーエフウラデ
コフスキ シンフォ オ ケチャイココフスキー・シンフォニー・オーケチャイコ ォ オ ケ

（旧モスクワ放（旧モスクワ放

2020年 ３/23月1９:00▶大ホール
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

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

SS完売　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

イコフスキー音楽：P チャイイコフスキ音楽：P チャイ
「白鳥の湖」全３幕

ビックバンドの迫力あるサウンドで魅了します
中学生のブラス！
オンステージ2020
３/21土13：00▶大ホール　
協力◎前橋市吹奏楽連盟

2/1（土）発売開始
問合先：HOT STUFF PROMOTION

 03-5720-9999

1/25（土）Web 発売開始・
窓口販売は翌日から

１/11（土）Web 発売開始・
窓口販売は翌日から

入場無料

ⓒND CHOW

ピアノ ： 小山実稚恵


