
   

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） 2020.12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 木 前橋市立前橋高等学校
芸術鑑賞教室

大 前橋市立前橋高等学校
� 027-231-2738

10:30
14:00

12:00
15:30

関係者

10 木 前橋演鑑第419回例会
佐々木梅治「にんじん」

小 前橋演劇鑑賞会
� 027-212-5692

18:30 20:00
会員月額
3,000円

11 金 ひろせ幼稚園
第52回クリスマスお遊戯会

小 ひろせ幼稚園
� 027-263-1571

10:00 12:30 関係者

12 土 トキワ保育園発表会 大 トキワ保育園
� 027-251-7445

10:00 12:00 関係者

19 土 群馬シティフィルハーモニー
オーケストラ 大 （公財）前橋市まちづくり公社

� 027-221-4321
中止

25 金 群馬県立前橋高等学校吹奏楽部
クリスマスコンサート2020

小 群馬県立前橋高等学校吹奏楽部
� 027-232-1155

17:30 21:00 関係者

26 土 群馬県立前橋商業高等学校吹奏楽部�
第59回定期演奏会

大 群馬県立前橋商業高等学校吹奏楽部
� 027-224-5599

17:00 19:00 500円

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

3日(木)～4日(金) 生地・婦人服大売出し 大 （株）テンダーハウス
� 0296-87-0037

9：30～17：00
3日　11：30～17：00
4日　9：30～14：30

4日(金)～6日(日)
画業30周年�笹倉鉄平版画展
～幸せな物語
同時：ヨーロッパ人気作家版画特選

小 サンコーアール（株）
� 03-5304-9833

10：00～18：00
4日・5日　10：00～18：00
6日　10：00～17：00

24日(木)～26日(土)
第27回詩季彩クラブ水彩画展
＆第3回ベイシス水彩画展

大
・
小

詩季彩クラブ＆ベイシス
� 027-223-5259

9：30～16：00
24日・25日　9：30～16：00
26日��9：30～15：00

大胡シャンテ マルエホール 12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11月16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

27 日 なおみピアノ教室発表会�� なおみピアノ教室 13:00 15:30 関係者

※12/13（日）、12/19(土)、12/20(日)は利用あり���
※ギャラリー12/1(火)�～12/15(火)　�おおご幼稚園作品展　9：00～17：00

お
年
玉

　
　
付
き

●お問い合わせ　前橋テルサ　TEL.027-231-3211　URL https://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/

令和3年
1月9日（土）・10日（日） 開場 13：00  開演 14：00

竪町商交会連携事業

「ニューイヤーコンサート」

会場：前橋テルサ2階ホール S席　　　　　　4,000円
A席　一般　3,000円 ／ 学生（高校生以下） 1,500円

鑑賞料：全席指定席
          【1公演】



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
エルガー：愛の挨拶／カッチーニ：アヴェ・マリア
プロコフィエフ：ロメオとジュリエット組曲
フランク：ヴァイオリン・ソナタ　他
全席指定500円

木嶋真優
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

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

DRUM TAO 
THE BEST LIVE 祭響-Saikyo-
2021年1/16土16：00 ▼大ホール 　

全席指定：7,000円　

Duo617
中台円・種井悠太ピアノデュオリサイタル Vol.1
2021年2/23(火・祝)15：00 ▼小ホール
ラヴェル：ラ ヴァルス
ラフマニノフ：組曲第２番（序奏、ワルツ、ロマンス、タランテラ）他 　

全席指定：500円　

発売中（会館HPより）

発売中（会館HPより）

12/12（土）Web発売開始（会館HPより）12/5（土）Web発売開始（会館HPより）

発売中（会館HPより）

発売中（会館HPより）

【出演】 社長（アジテーター）、タブゾンビ
（トランペット）、丈青（ピアノ、キー
ボード）、秋田ゴールドマン（ベー
ス）、みどりん（ドラムス）、サポート
メンバー：栗原健（サックス）

【料金】全席指定　5,000円

【出演】 林正樹（ピアノ）、 
須川崇志（ベース）、石若駿（ドラムス） 
角銅真実（ヴィブラフォン、パーカッション）

【料金】 全席指定 4,000円 
U-25  2,000円

世界各国で観客を沸騰させる最強インスト・ジャズバンド 圧倒的なメロディの美しさ！日本ジャズ界のトッププレイヤーが集結！

SOIL＆“PIMP”SESSIONS
ソイル・アンド・ピンプ・セッションズ

須川崇志 Banksia Trio feat.角銅真実
すがわたかし バンクシア・トリオ かくどうまなみ

12/12（土）18：00開演 2021年2/13（土）18：00開演

◆ 高崎芸術劇場１階Theatre CAFÉ＆RESTAURANTでは、一周年特別 
メニューをご用意しております（年末営業日まで）。是非、ご賞味ください。　

　https://takasaki-theatre-cafe.jp/

高崎芸術劇場・
スタジオシアター
2公演、決定！

12/13(日）発売開始


