
■ 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 2月 13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(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
入場は観覧終了
30分前まで５日(木)～８日(日) 第54回前橋市民展覧会(写真部門) 大 小

12日(木)～15日(日) 第54回前橋市民展覧会(書道部門) 大 小
18日(水)・19日(木) 生地・婦人服大売出し 大 (株)テンダーハウス

0296－87－0037 11:00～17:00 19日は9:30から
14:30まで

19日(木)～21日(土) 第42回群馬県歌人クラブ短歌作品展 小 前橋歌人クラブ
0277－76－6891 10:00～17:00 21日は15:00まで

26日(木)～29日(日) 第62回二科群馬支部展 大 二科群馬支部 
027－373－5270 10:00～18:00

27日(金)～29日(日) 東水彩会絵画展 小 東造形サークル
027－252－5815 10:00～17:00 29日は15:00まで

大胡シャンテ マルエホール ３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 2020.３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

昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）大・小ホールは2月25(火)日から3月11日(水)まで
設備改修工事が行われるため利用が出来ません。

3月9日(月)は全館保守点検日(設備機器等)のため午後6時に閉館とさせていただきます。

13 金 令和元年度昌賢学園合同卒業式 大 学校法人昌賢学園
027－253－0294 10:00 11:30 関係者

14 土 群馬県入隊・入校予定者激励会 大 自衛隊群馬地方協力本部
027－221－4471 13:10 16:00 無　料

15 日
第20回SUNNYS競技会 大

(株)globeコーポレーション
(チアダンスクラブサニーズ)

027－289－8555
13:00 16:50 無　料

令和元年度群大音楽科卒業・修了演奏会 小 群馬大学教育学部音楽専攻生
080－8884－8539 13:30 16:30 無　料

16 月 映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」
上映会 大 栃木県映画センター

090－9686－8045
10:30 12:12 1,000円14:00 15:32

18 水 令和元年度障害福祉関係事業者説明会 小 群馬県健康福祉部障害政策課
027－226－2636

10:00 12:30 関係者14:00 16:10

20 金 ピティナ　ピアノステップ 小 ピティナ前橋カラカーザステーション
027－221－1821 9:30 17:00 無　料

21 土 中学生のブラス！ オンステージ2020 大 （公財）前橋市まちづくり公社
027－221－4321 13:00 16:00 無　料

22 日
第26回ジャズダンス・第7回新体操合同発表会 大 ハートサムスポーツクラブ

027－384－8036 14:00 16:30 無　料

群馬祝祭管弦楽団 第8回演奏会 小 群馬祝祭管弦楽団
090－4919－5072 18:00 19:45 無　料

23 月 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 大 （公財）前橋市まちづくり公社

027－221－4321 19:00 21:00
全席指定
 S10,000円
～E3,000円

25 水 前橋工科大学令和元年度学位記授与式 大 公立大学法人前橋工科大学
027－265－0111 11:00 12:30 関係者

26 木 スプリングコンサート 小 グルッポ　ベラ　ムジカ
027－253－4698 17:30 21:00 関係者

27 金 第41回定期演奏会 大 群馬県立前橋女子高等学校吹奏楽部
027－221－4188 17:30 20:20 300円

28 土 前橋女子高校ダンス部公演会 小 前橋女子高校ダンス部
027－221－4188 14:00 16:00 無　料

29 日
第63回前橋ジュニアバレエスクール発表会 大 前橋ジュニアバレエスクール

027－224－4636 13:30 16:00 無　料

カラオケ発表会 小 群馬カラオケ連盟
027－263－0913 11:00 19:00 無　料

日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

７ 土 群馬県年金受給者協会カラオケ発表会 群馬県年金受給者協会
027－210－6100 10:00 16:30 無　料

14 土 第14回シャンテ演劇館
「劇団だんでらいおん」公演 劇団だんでらいおん

18:00 20:00 全席自由1,000円
中学生以下無料15 日 13:00 15:00

20 金 前橋市文化協会　吟剣詩舞道合同発表大会 前橋市文化協会吟剣詩舞道部会 13:00 16:30 無　料

22 日 いずみ音楽教室ピアノ発表会 いずみ音楽教室 13:00 16:00 無　料

※3/6（金）・8（日）・11（水）・12（木）・13（金）・21（土）・28（土）・29（日）仕込み・リハもしくは利用あり
※ギャラリー3/1（日）～14（土）　大胡丹青会作品展　9:00～17:00
※ギャラリー3/22（日）～28（土）　シャンテ書道教室作品展　9:00～17:00



7/20 18:30▶大ホール

前橋市 Presents 舞台芸術祭 2020
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高崎芸術劇場メンバーズ  登録受付中！  より便利に、より早くチケットが購入できるインターネットサービスです。年会費無料

発 売 中

発 売 中

3/18(水)発売開始

3/22(日)発売開始

※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）

2/29（土）Web 発売開始・
窓口販売は翌日から

3/14（土）Web 発売開始・
窓口販売は翌日から

入場無料

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 ※未就学児童入場不可

モーリス・ベジャール・バレエ団「バレエ・フォー・ライフ」
クィーンの名曲がダンスで炸裂！　
ジョルジュ・ドン、フレディ・マーキュリー、夭折した若者たちに捧ぐ感動のステージ。

５月29日（金）午後７時開演　高崎芸術劇場 大劇場
【チケット発売】
・web先行販売（高崎芸術劇場メンバーズ専用） 2月14日(金)午前10時～
・電話販売  2月20日(木)午前10時～  高崎芸術劇場2Fチケットセンター  TEL.027‐321‐3900
・窓口販売  2月21日(金)午前10時～

【チケット発売】
●料金　全席指定  S席12,000円  A席10,000円  B席8,000円  C席5,000円  U-25(C席)2,000円

高崎芸術劇場・群馬音楽センター・高崎市文化会館・高崎シティギャラリー・箕郷文化会館・新町文化ホール・
榛名文化会館・吉井文化会館・高崎市倉渕支所（地域振興課）・高崎市群馬支所（地域振興課）

全席指定6,500円

カニサレス
ギターデュオ・リサイタル
カニサレス
ギターデュオ
サ

・リサイタルル
ベルリン・フィルと共演した世界最高峰ギタリスト

©AMANCIO GUILLEN

7/7 20 18:30▶大ホール
「コッペリア」全３幕
7/7 20 18:30▶大ホ ル
「コッペリア」全３幕
キエフ国立バレエ学校

※録音音源を使用します。
4月発売予定
ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」よりアダージオ 他

（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
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

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
４/5日13：00／15：30▶大ホール　全席指定：2,800円　当日券3,300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 ※未就学児童入場不可

三浦祐太朗 Live Tour 2020
“Blooming Hearts”
6/6土15:00▶大ホール　全席指定5,500円 ※未就学児童入場不可

・入場入場・入 料金は料金は料 は税込で税込で税込込です。す。す ・曲目・曲目曲目等は変は変等は 更にな更にな更になる場合る場合場 がががありがありがありあ ます。ます。ます。予めご予めごめご了承く了了承く承くださだささいささいい。。

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

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

ⓒRoman Goncharov

ⓒ瀬戸秀美

ⓒND CHOW

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（S,Aは半額　B,C,D,Eは 3,000円　前売りでの購入ができます。）

ⓒND CHOW

ピアノ ： 小山実稚恵

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

（公財）前橋市まちづくり公社提供エン

ⓒ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

11/24火19:00▶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フィ

研一一郎研 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」全２幕４場鳥の湖」「白鳥 全 幕
ボリショイ劇場管弦楽団

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 ※公演当日3歳未満入場不可

キエフ国立バレエ学校
名門バレエ学校初来日公演！

 月 9/4　 19:00▶小ホール 金

高崎芸術劇場メンバーズ


