
■ 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２年１月17日現在

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) 前橋地域文化フェスティバル
（総合文化祭） 大 小 前橋市文化協会

027－289－6521   9:00～17:00
2日は15:00まで
※小展示2日のみ
9:30～

８日(土)～９日(日) 「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 9日は10:00から
9日は15:00まで

15日(土)～16日(日) 前橋アルファーフォトクラブ第33回写真展 小
前橋アルファーフォトクラブ
事務局

027－265－5358
10:00～18:00

21日(金)～23日(日)
王 常先生　生誕百二十周年記念
草傳薪-日中書道展

並びに　第八回翰墨書道会展
大 翰墨書道会

090－4828－0068 10:30～17:00 23日は15:00まで

27日(木)～３月１日(日) 第54回前橋市民展覧会（美術部門） 大 小
前橋市教育委員会生涯学習
課

027－210－2198
10:00～17:30 入場は終了時間30分前まで

大胡シャンテ マルエホール ２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 2020.２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 大・小ホールの催し物 会場 主催者 開演 終演 入場方法

１ 土 群馬日建工科専門学校
設計課題優秀作品発表会 小 群馬日建工科専門学校

027－226－7337 9:00 16:30 無　料

２ 日 前橋地域文化フェスティバル
(総合文化祭) 大 前橋市文化協会

027－289－6521 9:30 16:30 無　料

３ 月 令和元年度食品衛生大会 小 (一社)群馬県食品衛生協会
027－243－2300 13:00 16:30 関係者

５ 水
前橋市老人クラブ連合会第４３回芸能大会 大 前橋市老人クラブ連合会

027－219－0777 10:00 16:00 関係者

前橋清陵高等学校(昼間部)予餞会 小 群馬県立前橋清陵高等学校
027－221－3073 9:45 11:30 関係者

６ 木 慈照幼稚園　第４８回遊戯会 大 慈照幼稚園
027－268－2557 9:00 11:30 関係者

７ 金 第１４回３学年合唱コンクール 小 群馬県立前橋商業高等学校
027－221－4486 9:30 11:30 関係者

８ 土 群馬おきりこみ合唱団
第3回定期演奏会 小 群馬おきりこみ合唱団

080－9289－8131 14:00 16:00
一般800円
当日1,000円
学生 500円

９ 日

前橋市児童文化センター
合唱団50周年・Ｊｒオーケストラ30周年
記念定期演奏会

大 前橋市児童文化センター
027－224－2548 14:00 16:00 無　料

名作こども映画上映会 小 守屋教育映画
028－223－7156 10:20 11:35 500円

11 火
しょうび第二幼稚園
第３８回発表会 大 しょうび第二幼稚園

027－265－3596 12:45 16:00 関係者

Petit Concert vol.Ⅳ 小 petit Concert事務局
027－212－0165 17:30 18:40 無　料

15 土
第二あさひ幼稚園
第63回音楽リズム発表会 大 第二あさひ幼稚園

027－232－2080 12:30 16:00 関係者

東京芸術大学同声会群馬県支部
定期演奏会 小 東京芸術大学同声会群馬県支部

0274－23－4894 14:00 16:00 2,000円

16 日
前橋市民吹奏楽団　第41回定期演奏会 大 前橋市民吹奏楽団

090－5195－2686 14:00 16:00 500円

あさひ幼稚園　音楽リズム発表会 小 あさひ幼稚園
027－261－7731 13:00 16:30 関係者

21 金 前橋演鑑第415回例会
前進座公演「牛若丸」 小 前橋演劇鑑賞会

027－212－5692 18:30 20:00 会員月額
3,000円

22 土 メルヘンワールド
(わかくさ幼稚園おゆうぎ会) 小 学校法人森本学園わかくさ幼稚園

027－264－0600 13:00 16:00 関係者

23 日 ワンウインドアンサンブル
第15回定期演奏会 小 ワンウインドアンサンブル

090－2204－7725 14:00 15:30 無　料

24 月 前橋交響楽団ファミリーコンサート2020 小 前橋交響楽団
090－4951－3647 14:00 16:00 無　料

日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

15 土 シャンテ演劇館
「劇団夢十字星」公演

劇団夢十字星
090－3499－5130

17:30 20:00 全席自由
1,500円
当日
2,000円16 日 14:00 16:30

※ 2/9（日）・2/11（火）・2/12（水）・2/13（木）・2/14（金）・2/23（日）仕込みリハ・練習で 利用あり
※ギャラリー の催し物はありません



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

匠が新たな伝説を生む！ 45年に及ぶ87歳の巨匠 ぶモスクワ放送響時代かモスス 送放送ワ放スクワスク 放クワ からの信頼

前橋市 Presents 舞台芸術祭 2020
芸術監督：菊池洋子

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・入場入場場料金は料金料金は料金は料金は税込税税込で税込で税込です。す。す。 ・曲・曲目曲目目・ 等等は変等は変等は変変更更更になにな更になる場合る場合場合る がありありがありますます。ますま 。予めご予め予めご了承く了承く了承了承 ださいださいださいださい。。

■発行■発行■発行■発行・編集・編集編集・編集編集 （公（公（公（公財）前財）前財）前財）前橋市ま橋市ま橋市ま橋市まちづくちづくちづくくくり公社り公社り公社り公社 前前橋前橋前橋市南町市南町町町三丁目三丁三丁目三丁目目丁 62番2番62番62番番62番地地1地1地1 ☎☎☎☎027027027002 -222222-221-41-41-41 32321332

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

ⓒ中村風詩人

ⓒRoman Goncharov

ⓒ瀬戸秀美

ⓒND CHOW

※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

劇団四季『コーラスライン』
5/15金18:30／16土13:00／17日13:00▶大ホール
S8,800円　A6,600円　B3,300円

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・オーケストラオ 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・フェドセーウラデ セー
コフスキ シンフォチャイココフスキー・シンフォニー・チャイコ ォ

（旧モス（旧モス

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）

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

2/29（土）Web 発売開始・
窓口販売は翌日から

2/16（日）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

15人で走り続けた結成15周年アニバーサリー・ツアー
 圧倒的なパフォーマンスと尽きない興奮
世界を舞台に飛躍を遂げるスーパー・ビックバンド

小曽根真 featuring No Name Horses 
15th Anniversary 2020《JAZZ×ROCK》

Until We Vanish

会場　高崎劇術劇場　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
高崎芸術劇場 TEL.027-321-7300 

2020年3月7日(土) 16:00開演（15:15開場）
oneakotoMaa

※公演当日3歳未満入場不可

撮影：下坂敦俊

春風亭昇太　林家たい平
7/2木18:30▶大ホール
全席指定3,500円

３月発売予定

ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団ハンガガリ
小林研一郎 指揮 ピアノ:菊池洋子

ボリショイ・バレエ

ⓒ山本倫子 4月発売予定

前橋市 ち く

ⓒ瀬戸秀予定4月発売予

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」

世界の頂点の輝き

リ
「白鳥の湖」全２幕４場 11/24火▶大ホール

ィルハーモニー管ーー国立フィ 管弦楽団ィルハ国立立フィ
研一一郎指揮 指指揮指

管管弦楽団
ピアピアノ:菊池洋子

ベートーヴェン：：ピアノ協奏曲第5番「皇

11/20金19：00▶大ホール 白鳥の湖」「白 全 幕
ボリショイ劇場管弦楽団


