
催し物ご案内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） 2020.5月
日 曜日 大・小ホールの催し物 会場 主催者 開演 終演 入場方法ほか

2 土 前橋女子高校音楽部 第26回定期演奏会 大 前橋女子高校音楽部
 027－221－4188 延　期

3 日 前橋女子高校音楽部 第26回定期演奏会 大 前橋女子高校音楽部
 027－221－4188 延　期

15 金

劇団四季『コーラスライン』 大 （公財）前橋市まちづくり公社 
 027－221－4321 中　止16 土

17 日

17 日 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 小 （公財）前橋市まちづくり公社 

 027－221－4321 中　止

24 日 岡村靖幸 2020 SPRINGツアー 大 HOT STUFF PROMOTION
 03－5720－9999 延　期

30 土 2020前橋
ダンシングアートスタジオ発表会 小 前橋ダンシングアートスタジオ

 027－221－0735 延　期

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

  8日（金）～10日（日） キャプテンサンタクラブ群馬 小 （有）シスターズ
 0266－58－9770 

10：00～19：00
 8日14：00～19：00
 9日10：00～19：00
10日10：00～17：00

16日（土）～17日（日） フィットちゃんランドセル
出張展示会 大 （株）ラ・ポンテ

 076－441－4566
延　期

22日（金）～24日（日） 前橋書道会展 大小 前橋書道会
 027－233－0264

延　期

29日（金）～31日（日） 第19回彩美会展 小 彩美会
 080－5087－2607

延　期

大胡シャンテ マルエホール 5月の催し物　〒371-0223  前橋市大胡町15　☎027-283-1100（月曜休館）

前橋市まちづくり公社からのお知らせ

開催日 2020年11月14日（土）12：20より開会式
「速さでなく、楽しさを競おう。」

公式ホームページ【赤城山トレイルリレーマラソン】で検索
お問合せ （公財）前橋市まちづくり公社 027-289-4764
エントリー締切 2020年9月30日（水）但し定員に達し次第終了

第一回赤城山トレイルリレーマラソン

■ 催し物は都合により、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4月15日現在

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
公益財団法人前橋市まちづくり公社：TEL 027-289-5565

※5/8（金）・16（土）・23（土）は利用あり
※ギャラリー 5/1（金）～5/14（木）大胡第一・三保育園、大胡第２こども園作品展　9：00 ～17：00 
 5/17（日）～5/30（土）大胡陶芸クラブ作品展　9：00 ～17：00



Performing Arts Festival 2020

（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

　年会費無料　  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。 高崎芸術劇場メンバーズ

■発行 ・編集　（公財）前橋市まちづくり公社　前橋市南町三丁目 62 番地 1　☎027-221-4321

・入場料金は税込です。　・U25は前売りでの購入ができます。　・曲目等は変更になる場合があります。予めご了承ください。

芸術監督：菊池洋子

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

SS18,000円　S16,000円　A12,000円　
B9,000円　C7,000円　D6,000円
ペア券 S：30,000円　A：22,000円　B：16,000円　
 C：12,000円　D：10,000円
U25 半額（対象A,B,C,D）

【会場】高崎芸術劇場　大劇場
【出演】新国立劇場バレエ団
【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
※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。
※U25料金は公演当日25歳以下の方が対象です。

S:8,000円　A:7,000円　
B:5,000円　C:3,000円
D:2,000円
ペア・U25券あり

※両公演鑑賞共通券

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」

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
※チケットの払戻し方法につきましては、会館ホームページをご覧ください。

公演中止

公演中止

発 売 中

発 売 中

発 売 中

4/18 土 Web 発売開始

名門バレエ学校初来日公演！

「コッペリア」全3幕
キエフ国立バレエ学校ウラディーミル・

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（旧モスクワ放送交響楽団）

小林研一郎 指揮 ピアノ：菊池洋子
ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団

菊池洋子ピアノ・リサイタル

ベルリン・フィルと共演した世界最高峰ギタリスト
カニサレス
ギターデュオ・リサイタル

©AMANCIO GUILLEN

チャイコフスキー： 弦楽セレナーデ ハ長調 作品 48
 ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品 33
  （チェロ：アレクサンドル・クニャーゼフ）
ハチャトゥリアン： バレエ音楽「ガイーヌ」、組曲「仮面舞踏会」より
 剣の舞／バラの娘たちの踊り／レズギンカ 他

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）

誰もが知る”アリス”の物語を題材に、振付、楽
曲、美術・衣装デザインと各界を牽引する気鋭
アーティストが集結して創る新時代の舞台です！

「白鳥の湖」全2幕4場
演奏：ボリショイ劇場管弦楽団

ⓒRoman Goncharov
6/14日18：00▶大ホール

〈プログラム〉

ⓒ瀬戸秀美

ⓒM.Logvinov

ボリショイ・バレエ

南　紫音
ヴァイオリン・リサイタル

パク・キュヒ（朴 葵姫）

ギター・リサイタル

11/24火19：00▶大ホール

11/22日14：00▶小ホール
全席自由500円

9/4金19：00▶小ホール
ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」よりアダージオ 他
全席指定4,000円　ペア・U25あり

7/20🈷18：30▶大ホール
全席指定6,500円　※録音音源を使用します。

11/21土18：00▶小ホール
全席指定1,500円　ペア・U25あり

11/20金19：00▶大ホール

11/21土14：00▶大ホール

ⓒ山本倫子

ⓒYuji Hori

ポップでユーモラス！ 世界が熱狂した21世紀型バレエが高崎へ！

新国立劇場バレエ団「不思議の国のアリス」
2020年 6月27日（土）・28日（日） 14：00開演（13：15開場）

4/25（土）発売開始

チケット好評発売中！

6月発売予定 6月発売予定

舞台写真：鹿摩隆司

4/25（土）発売開始

MYSTERY NIGHT TOUR 2020 稲川淳二の怪談ナイト
7/19日17：00 ▼小ホール　
全席指定：5,600円　当日券6,000円

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

春風亭昇太･林家たい平 二人会
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

発 売 中

発 売 中
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