
   

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） 2020.10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

3 土 第27回金井憲子バレエ発表会 大 金井憲子バレエアーツ
            027-266-1395 15:30 18:00 関係者

4 日 宮崎タケシ 新生の集い
特別講演「新型コロナの正体と治療の未来」小

宮崎岳志事務所
            027-212-6588 14:30 16:00 無　料

事前申込

10 土 前橋育英高校吹奏楽部
第47回定期演奏会 大 前橋育英高等学校

            027-251-7087 17:30 20:00 関係者

11 日 前橋演鑑第418回例会　
オペラシアターこんにゃく座「ネズミの涙」大

前橋演劇鑑賞会
            027-212-5692 15:00 17:40 会員月額

2,800円

14 水
渡辺美里 35th Anniversary Live 
Love Life Sweet Emotion Tour
2019-2020

大 (公財)前橋市まちづくり公社
                  027-221-4321 中　止

14 水 ばらの会講演会 小 ばらの会
                090-4124-6938 10:00 11:50 関係者

18 日 ～マンドリンのまち前橋～
朔太郎音楽祭2020 大 朔太郎音楽祭実行委員会

            027-235-8011 14:00 16:00 無　料
事前申込

23 金 さわらび会10月学習会 小 さわらび会
                090-4725-1649 10:00 11:30 関係者

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

1日(木)～4日(日) 木曜会展 小 木曜会
080-7711-4636 10:00～17：00

1日 13：00～17：00
2日・3日 10：00～17:00
4日 10:00～16：00

15日(木)～18日(日)
～マンドリンのまち前橋～
朔太郎音楽祭2020 　
前橋原風景写真展

小 朔太郎音楽祭実行委員会
027-235-8011 10:00～17：00

23日(金)～25日(日) 第43回前橋市民芸術文化祭 
自然趣味盆栽展 大 前橋市文化協会

027-289-6521 9：00～17：00 23日・24日 9：00～17：00
25日 9：00～15：00

24日(土)～25日(日) 振袖祭典 in 前橋 小
ジョイフル恵利
高崎オーパ店

 027-386-5020
10：00～18:00 24日 10：00～18:00

25日 10：00～17:00

31日(土)～11月1日(日) 第43回前橋市民芸術文化祭 
俳句作品展 大 前橋市文化協会

027-289-6521 9：00～17:00 31日 9：00～17：00
11月1日 9：00～16：00

大胡シャンテ マルエホール 10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が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9月14日現在

※10/3(土)、10/10(土)、10/17(土)、10/18(日)、10/24(土)、10/31(土)は利用あり
※ギャラリー10/1(木)～10/14(水)　大胡きりえ愛好会作品展示　9：00～17：00

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



Performing Arts Festival 2020-21

（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

ⓒRoman Goncharov

ⓒND CHOW

2021年3/10水19：00開演

南　紫音（ヴァイオリン）

 清水和音（ピアノ）デュオ
パク・キュヒ（朴 葵姫）

ギター・リサイタル
11/23（月・祝）16：00▶大ホール
ベートーヴェン・プログラム
ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 op.24「春」
ヴァイオリン・ソナタ第10番 ト長調 op.96
ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 op.47「クロイツェル」
全席指定500円

11/21土16：00▶小ホール
A.バリオス：大聖堂
R.ディアンス：タンゴ・アン・スカイ
E.グラナドス： 詩的ワルツ集
W.ウォルトン：5つのバガテルより第1,2,3楽章 他
全席指定500円

2021年3/28日16：00▶大ホール
J S バッハ：ゴールドベルク変奏曲
全席指定500円

2021年2/19金19：00▶大ホール
曲目は近日発表します。
全席指定500円

木嶋真優
ヴァイオリン・リサイタル

荒井里桜 ヴァイオリン・リサイタル

菊池洋子
ピアノ・リサイタル

ⓒShuichi Tsunoda

ⓒTANKA. ⓒYuji Hori

ⓒMana Miki

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　

S:10,000 円　A:8,000 円　B:6,000 円　C:5,000 円　D:4,000 円　E:3,000 円
ペア券　S:18,000 円　A:14,000 円　B:10,000 円　C:8,000 円　D:6,000 円
U25 全席種 : 半額（前売りでの購入が可能です。）

ピアノ：小山実稚恵

TCHAIKOVSKY
SYMPHONY
ORCHESTRA

※チケット発売日は延期となりました。
　決まり次第、HPでお知らせします。

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

三浦祐太朗 Live Tour 2020 
“Blooming Hearts”
11/1日15：00 ▼大ホール 6/6土の振替公演　
全席指定：5,500円　※未就学児童入場不可

振替公演は予定どおり開催することに決まりましたが、観客数の制限に
ともない座席の変更をお願いする場合があります。
詳しくは、イズム(主催者)にお問合わせください。TEL:048-872-1113 
イズムHP：http://www.ism0713.com/ism_jyoho.html

今井俊輔 バリトンコンサート2020
10/3土14：00／10/4日14：00 ▼前橋テルサ　
濱野 基行（ピアノ）
荒城の月、サンタ・ルチア、帰れソレントへ
オペラ座の怪人より ミュージック・オブ・ザ・ナイト 他
S5,000円 A4,000円 高校生以下2,000円
問合せ先：前橋テルサ 027-231-3211

発売中（会館HPより）

11/15（日）Web発売開始（会館HPより）11/15（日）Web発売開始（会館HPより）

発売中（会館HPより）

【料金】全席指定1,500円
【出演】荒井里桜（ヴァイオリン）、日下知奈（ピアノ）
【曲目】 フバイ：カルメンによる華麗な幻想曲 

フランク：ヴァイオリンソナタ　ほか

高崎芸術劇場　大友直人Presents　T-Shot シリーズ vol.01注目の若手演奏家を皆様にご紹介します

荒井里桜
1999年東京都出身。東京藝術大学4年在学中、及び平成29年度東京藝術大学宗次徳二特待奨学生。第87回日本音
楽コンクールバイオリン部門第1位。東京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、群馬交響楽団等と共演多数。

高崎芸術劇場芸術監督
大友 直人

これからの音楽シーンを担う若手演奏家に
よるリサイタルを開催すると同時にCDおよび
DVD化しリリースします。同時代を生きるアー
ティストの“今”をお聴き逃しなく！

10月13日（火） 開演１３：３０ （１２：４５開場） 音楽ホール

＊ リサイタルの様子は、ラジ
オ高崎（FM76.2）で生放
送します。




