
   

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） 2020.8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 日 講演会「絵の見方、描き方」 小 日本彩美会、群馬美術家連盟
027-221-2084 13:30 15:30 無　料

6 木 第87回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　
群馬県コンクール 大 ＮＨＫ前橋放送局

027-251-1711 中　止

7 金

第87回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　
群馬県コンクール 大 ＮＨＫ前橋放送局

027-251-1711 中　止

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 関係者

10 月 第41回定期演奏会
メモリアルコンサート 大 群馬県立前橋南高等学校吹奏楽部　

027-265-2811 17:30 19:00 関係者

13 木 TBSこども音楽コンクール 大 コンクール事務局
03-3584-0716 中　止

15 土 令和2年度前橋市戦没者追悼式 大 前橋市社会福祉課
027-898-6142 14:40 15:30 関係者

16 日 ヒーリングっど プリキュア 
ドリームステージ 大

プリキュアドリームステージ
上演委員会（劇団飛行船）

03-4500-6810 

10:30 12:00 全席指定
S2,800円
A2,300円

当日200円増14:00 15:30

19 水 ばらの会講演会 小 ばらの会
090-4124-6938 10:00 12:00 関係者

21 金 みくの会講演会 小 みくの会 
090-1531-3978 10:00 11:30 関係者

23 日 第24回伊藤ピアノ教室発表会 小 伊藤ピアノ教室
090-4827-3550 12:30 16:40 無　料

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

7月31日（金）～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

7月31日（金）～2日（日） 第19回彩美会展 小 彩美会
　　090-5413-3698 10：00～17：00

7月31日13:00～17：00
1日10:00～17:00
2日10:00～16：00

22日（土）～24日（月） 第25回彩美展 大 日本彩美会
        027-221-2084 10：00～17：00 24日は15:30まで

21日（金）～23日（日） 第12回水美会水彩画展 小 水美会
        027-252-8715 10：00～17：00

21日13:00～17：00　
22日10:00～17：00
23日10:00～16：00

大胡シャンテ マルエホール 8月の催し物　〒371-0223  前橋市大胡町15　☎027-283-1100（月曜休館）

■ 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7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

9 日
シャンテ演劇館 劇団CLAP×CLAP

公演が延期になりました。
問合せは「劇団ホームページ」

http://clapclap.sub.jp/10 月

※8/1（土）・2（日）・15（土）・16（日）・22（土）・23（日）は利用あり   
※ギャラリー8/1（土）～14（金） 　大胡地区書道会作品展　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

【会場】高崎芸術劇場　音楽ホール
【料金】全席指定　	4,000円　
　　　		U-25　	 2,000円
出演	：	エリカ・ゲルトゼッツァー（ヴァイオリン）
　　			サーシャ・フレンブリング（ヴィオラ）
　　			コンスタンティン・ハイドリッヒ（チェロ）
　　			ディルク・モメルツ（ピアノ）

【会場】高崎芸術劇場
　　　音楽ホール
【料金】全席指定　4,000円
　　　U-25　　	2,000円
【曲目】クラシック、
　　　ジャズ、J-POPなど

圧巻！名門カルテットによるムソルグスキー『展覧会の絵』ほか

フォーレ四重奏団  Fauré Quartett
遊び心満載！ベース４台の愉快なステージ
イタリアの名門楽団から4人が来日。

ザ・ベースギャング  THE BASS GANG
10/17（土）
14：00開演（13：30開場）

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

「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16：00▶大ホール
全席指定500円

11/21土16：00▶小ホール
全席指定500円

11/20金19：00▶大ホール

ⓒ山本倫子 ⓒYuji Hori

●チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ	
●渡辺美里	35th	Anniversary	Live	Love	Life	Sweet	Emotion	Tour	2020
●まえばし観光大使	「三遊亭円楽・三遊亭竜楽落語会」
●春風亭昇太・林家たい平	二人会
●MYSTERY	NIGHT	TOUR	2020	稲川淳二の怪談ナイト
●キエフ国立バレエ学校「コッペリア」

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 公演のチケットがお手元にある場合は、
　11/1( 日 ) から発売するチケットと交換できます。※内容及び日程が変更になる場合があります。

S10,000 ～ E3,000 円　ペア・U25券あり

プログラム
ピアノ：小山実稚恵

11/1(日）発売開始

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

10/11（日） 14：00開演（13：30開場）

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。
詳細は会館ホームページをご覧ください。

払戻しを行っている公演

©AMANCIO GUILLEN

9/4金19：00▶小ホール 公演中止

公演中止

公演中止

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

9/13（日）Web発売開始（会館HPより）

9/13（日）Web発売開始（会館HPより）

上記３公演は新型コロナウイルスの世界的感染症拡大の影響により公演中止となりました。
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