
   

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） 2020.7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 木  春風亭昇太・林家たい平 二人会 大 (公財)前橋市まちづくり公社
                  027-221-4321 中　止

8 水 ばらの会 ・みくの会合同
レクチャーコンサート 小 ばらの会

                090-4124-6938 10：00 12：00 無　料

10 金 講演会
「世代を超えて歌い継ぎたい抒情歌」 小 さわらび会

                090-4725-1649 10：00 11：30 無　料

19 日 MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト 小 (公財)前橋市まちづくり公社

                  027-221-4321 中　止

20 月 キエフ国立バレエ学校
 「コッペリア」全３幕 大 (公財)前橋市まちづくり公社

                  027-221-4321 中　止

23 木 ベネッセの英語コンサート夏公演 大 英語コンサート事務局
            0570-00-8600 中　止

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

11日（土）～12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 10：00～18：00
11日10:00～18：00
12日10:00～16：00

17日（金）～19日（日） 第22回きさらぎ会水彩画展 小 きさらぎ会
        027-352-7474 10：00～17：00

17日11:00～17：00
18日10:00～17:00
19日10:00～16：00

24日（金）～26日（日） 新作振袖発表会 大 (株）あおやぎ 
        027-289-5787 10：00～19：00

24日15:00～19：00　
25日10:00～19:00
26日10:00～17：00

31日（金）～8月2日（日） 斉藤秀雄画道70周年
記念個展 大 斉藤秀雄

        027-221-2084 10：00～17：00

31日（金）～8月2日（日） 第19回彩美会展 小 彩美会 
 090-5413-3698 10：00～17：00

31日13:00～17：00
8月1日10:00～17:00
8月2日10:00～16：00

大胡シャンテ マルエホール 7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6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

日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

25 土
シャンテ演劇館 劇団だんでらいおん

公演が延期になりました。
問合せは「劇団ホームページ」

https://dande-lion.jimdofree.com/26 日

※7/23（木）・24（金）は利用あり   ※ギャラリー7/1(水) ～14(火)   楽画喜クラブ作品展　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！ 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

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）

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

※11/21(土)に予定していた菊池洋子ピアノ・リサイタルは
　公演延期となりました。

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」

発 売 中

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

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

「白鳥の湖」全2幕4場
演奏：ボリショイ劇場管弦楽団

ⓒRoman Goncharov

ⓒND CHOW

2021年3/10水19：00開演

ⓒ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

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

ⓒ山本倫子

ⓒYuji Hori

発売日未定

発売日未定

発売日未定

発売日未定

MYSTERY NIGHT TOUR 2020 
稲川淳二の怪談ナイト
7/19日17：00 ▼小ホール

三浦祐太朗 Live Tour 2020 
“Blooming Hearts”
11/1日15：00 ▼大ホール　
全席指定：5,500円　※未就学児童入場不可

 公演日が6月6日（土）から11月1日（日）に変更となりました。 

お手元のチケットは、そのまま振替公演でご使用いただくことが出来ます。
なお、新たな日程にご都合のつかないお客様には払い戻しを申し受けます。
詳細は会館ホームページをご覧ください。

春風亭昇太･林家たい平 二人会
7/2木18：30 ▼大ホール 公演中止

公演中止

【料金】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
【チケット発売】web 7/17（金）、電話7/20（月）、窓口7/21（火）※いずれも10:00～

【出演】小曽根真（ピアノ）、エリック宮城（トランペット）
中川英二郎（トロンボーン）、近藤和彦（アルト・サックス）
高橋信之介（ドラムス）ほか
スペシャルツアーメンバー・山岸竜之介（エレキギター）

15周年ツアー公演が相次ぎ中止となる
中、“高崎”が今回唯一のステージとなり
ます。ご期待ください！

世界に誇るビッグ・バンド　結成15周年記念アルバムを携えて登場 !

15×15
featuring

高崎芸術劇場チケットセンター　☎027-321-3900

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　

※20 年 3/23 及び 6/14（振替公演）のチケットはご使用いただけませんので、
　6/14（日）より払戻しをいたします。

S10,000 ～ E3,000 円　ペア・U25 あり

プログラム ピアノ：小山実稚恵

発売日未定

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）

再決定

東京オリンピック・パラリンピックホストタウン事業


