
   

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） 2021.4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

4 日 直派若柳流美登利会�
第78回舞踊公演 大 直派若柳流美登利会

� 090-5193-5042 13:30 16:30 2,000円

5 月 前橋工科大学�令和3年度入学式 大 公立大学法人前橋工科大学　
� 027-265-0111 11:00 12:00 関係者

7 水 前橋演鑑第421回例会�
俳優座劇場プロデュース公演「罠」 大 前橋演劇鑑賞会

� 027-212-5692 18:15 20:45 会員月額�
2,800円

10 土
まえばし市民寄席
柳亭市馬・柳家三三・ 春風亭一之輔 
三人会

大 （公財）前橋市まちづくり公社
� 027-221-4321 14:00 16:00

全席指定�
4,000円�
当日4,500円

11 日 Lively�Comfort�2021��
バレエコンサート 小 Lively�Comfort

� 027-234-8941 13:30 16:00 関係者

18 日 わせがく高等学校�入学式 小 わせがく高等学校
� 027-289-0692 13:30 14:30 関係者

22 木
劇団四季 

「The Bridge～歌の架け橋～」 大 （公財）前橋市まちづくり公社
� 027-221-4321 18:30 20:00

S9,900円�
A6,600円�
Ｂ3,300円

23 金

24 土 群馬日野自動車（株）�
2021年度社員大会 小 群馬日野自動車（株）

� 027-267-7210 10:30 12:20 関係者

25 日 第64回前橋ジュニアバレエスクール
発表会 大 前橋ジュニアバレエスクール

� 027-224-4636 13:30 15:00 関係者

29 木 水尾流菊乃会 小 水尾流菊乃会
� 027-261-7841 10:00 16:00 無料

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間

9(金)～11(日) 東洋羽毛�お得意様ご招待会 小
東洋羽毛北関東販売（株）
群馬営業所
� 027-360-5100

9：00～20：00
��9日�11:00～20：00�
10日～11日�9:00～20：00

16(金)～18(日) 前橋書道会展 大小 前橋書道会
� 027-233-0264 9：00～17：00

16日～17日�9:00～17：00�
18日�9:00～16：00

23(金)～24(土) あんみつガラス展示相談会 小 （株）あけぼの通商
� 0268-23-8400 9：00～17：00

23日�11:00～17：00�
24日� 9:00～15:00

24(土)～25(日) 第44回前橋市民芸術文化祭
華道展 大 前橋市文化協会

� 027-289-6521 10：00～17：00

大胡シャンテ マルエホール 4 月の催し物　〒371-0223��前橋市大胡町15　☎027-283-1100（月曜休館）
日 曜日 ホールの催し物 主催者 開演 終演 入場方法

4 日 ピアノ・エレクトーン発表会 むじか・ふぁんたじあ 10:30 16:00 無料

※4/25（日）は利用あり
※ギャラリー��4/18（日）～4/24（土）　シャンテ書道教室　9：00～17：00

■�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3年3月15日現在



前橋市 Presents 舞台芸術祭 2021-22

　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。　・急遽公演の中止や詳細変更となる場合がございます。予めご了承ください。

芸術監督：菊池洋子

ⓒChihoko Ishii

服部 百音
ヴァイオリン・リサイタル

4/�22木18：30�
23金18：30�▶大ホール

S:9,900円　A:6,600円　B：3,300円

el tempo directed by 
KAVKA SHISHIDO 

4/10土14：00▶大ホール
全席指定：4,000円 （当日4,500円）

菊池洋子
ピアノ・リサイタル
3/28日16：00▶大ホール
JSバッハ：ゴールドベルク変奏曲
全席指定500円

高崎芸術劇場チケットセンター　☎027-321-3900

Fabulous Dance Factory
オンステージ
5/9日16：00▶大ホール

6/26土14：00▶大ホール
ベートーベン：交響曲第8番　他

7/11日14:00▶大ホール
全席指定5,800円　当日券6,000円 
※未就学児童入場不可

入場無料（事前予約制）　
※観覧希望の方は会館HPからお申込みください。発売中（会館HPから）

発売中（会館HPから） 発売中（会館HPから）

◆ 高崎芸術劇場1F シアターカフェ＆レストラン 営業時間11:00～21:00
　＊ お得な「ランチセット」は11:00～15:00に提供時間を延長しております。

ご賞味ください。https://takasaki-theatre-cafe.jp/

6/20日14：00▶大ホール
全席指定3,000円 （当日3,500円）

7/3土18：30▶大ホール
プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第1番�ほか�
全席指定：1,500円 （当日2,000円）

ピアノ：江口玲

まえばし市民寄席
柳亭市馬・柳家三三・
春風亭一之輔 三人会

群馬アフターDC記念　まえばし観光大使

三遊亭円楽・三遊亭竜楽
落語会

劇団四季作品の名曲にのせて贈る
華やかな新作ショー

The�Bridge�～歌の架け橋～

ⓒYuji Hori

MYSTERY NIGHT TOUR 2021

トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 2021 ロシアを代表する5大バレエ劇場の実力派ソリストが集結！

8/1日▶大ホール　�
詳細は近日発表します。

8/28土14：00▶大ホール　

ザハーロワ&レーピン
「バレエ＆クラシック」

ロシア・バレエ・ガラ2021

アルゼンチン、ブエノスアイレス発の最強リズム・アンサンブル
ハンド・サインが導く一期一会の即興演奏

4/18（日）17:00開演（16:15開場） 
高崎芸術劇場 スタジオシアター

エル･テンポ directed by シシド･カフカ

【料金】全席指定　 6,000円（U-25 3,000円）
【チケット発売】
・3/13（土） Web（高崎芸術劇場メンバーズ）12:00～
・3/15（月） 電話（チケットカウンター027-321-3900）
・3/16（火） 一般（各プレイガイド、ぴあ、イープラス、ローソンチケット）
【出演】 シシド・カフカ（以下50音順）
IZPON、伊藤大地、岩原大輔（旅猫油団,小沼ようすけtrio）
岡部洋一（ROVO）、金子ノブアキ
ケイタイモ（WUJA BIN BIN etc.）
Show（Survive Said The Prophet）
はたけやま裕、MASUO（BACK DROP BOMB, PONTIACS, J）
芳垣安洋（ROVO,Orquesta Libre,Orquesta Nudge! Nudge! etc.）
＊出演者が増える場合がございます。

群馬シティフィルハーモニー
オーケストラ　
第64回定期演奏会

3/28(日)Web販売開始（会館HPから）

4/18(日)Web販売開始（会館HPから）

5/7(金)Web販売開始（会館HPから）

5/8(土) Web販売開始（会館HPから）

稲川淳二の怪談ナイト

※３歳以下入場不可 全席指定6,500円

パキータ、白鳥の湖よりアダージョ、ドン・キホーテよりグラン・パ・ド・ドゥ、
ラ・シルフィードよりパ・ド・ドゥ、タリスマンのグラン・パ・ド・ドゥ　ほか




