
※5/8（土）、16（日）、18（火）、23（日）、29（土）は利用あり。	 	
※ギャラリー		5/1（土）〜5/14（金）　大胡第一保育園・大胡第二・第三こども園作品展　9：00〜17：00	

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間 備考

７日㈮〜９日㈰ 日野武義の龍 小
日野武義

027-266-1586
9：00〜17：00

7日〜8日	9：00〜17：00
9日	9：00〜16：00

14日㈮〜16日㈰ キャプテンサンタ群馬フェアー 小
㈲シスターズ

026-658-9770
10：00〜19：00

14日	14：00〜19：00
15日	10：00〜19：00
16日	10：00〜17：00

21日㈮〜23日㈰ 書峰会展 大
書峰会

027-288-2378
10：00〜17：00

21日〜22日	10：00〜17：00
23日	10：00〜16：00

21日㈮〜23日㈰ 第32回筆心会書展 小
筆心会

	027-224-2078
10：00〜17：00

21日〜22日	10：00〜17：00
23日	10：00〜16：00

28日㈮〜30日㈰ 比刀根書道会展 大
比刀根書道会

027-232-2273
10：00〜17：00

28日〜29日	10：00〜17：00
30日	10：00〜15：00

28日㈮〜30日㈰ 彩美会展 小
彩美会

	090-2325-7590
10：00〜17：00

28日	13：00〜17：00
29日	10：00〜17：00
30日	10：00〜16：00

日 曜日 ホールの催し物 会場 主催者 開演 終演 入場方法

２ 日
前橋市民吹奏楽団
第42回定期演奏会

大
前橋市民吹奏楽団

090-5195-2686
14:00 16:00 無料

５ 水
前橋高校ギターマンドリン部
第29回定期演奏会

小
群馬県立前橋高等学校
ギターマンドリン部

027-232-1155
13:30 16:00 無料

８ 土
第49回朔太郎忌
月に吠えらんねえ	in	前橋
朔くん×朔太郎

小
朔太郎忌実行委員会

027-235-8011
14:00 16:30 1,000円

９ 日
Fabulous	Dance	Factory
オンステージ

大
（公財）前橋市まちづくり公社

027-221-4321
16:00 17:30

無料
事前予約制

14 金
令和3年度第56回群馬県高等学校
総合体育大会開会式

大
群馬県高等学校体育連盟

027-224-5046
10:30 11:30 関係者

16 日
室賀バレエスクール
第45回バレエ発表会

大
室賀バレエスクール

	027-251-6556
13:30 17:00 無料

19 水 （株）マミーマート研修会 小
（株）マミーマート

10:00 13:00 関係者

20 木
群馬県公立学校教頭会
第61回定期総会

大
群馬県公立学校教頭会

027-223-7897
9:25 11:55 関係者

20 木 令和3年度前橋市文化協会総会 小
前橋市文化協会　

027-289-6521
14:00 16:00 関係者

23 日
第36回正派若柳流雅会・美好会
発表会

小
雅会・美好会

027-251-6524
13:00 16:00 無料

27 木 令和3年度前橋市老人クラブ連合会総会 小
前橋市老人クラブ連合会

027-219-0777
10:15 15:00 関係者

30 日 アンサンブル響演奏会2021 大
アンサンブル響〜MAEBASHI 〜

090-7949-3624
13:30 16:00 無料

５月
昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館・火曜休館）

〒371-0805	前橋市南町三丁目62番地１

☎ 027-221-4321　FAX 027-221-4319

催 し 物
ご あ ん な い

■催し物は、都合により変更になる場合があります。ご了承ください。くわしい内容は主催者まで。　■令和３年4月 15日現在

大胡シャンテマルエホール ５月の催し物 〒371-0223		前橋市大胡町15		☎027-283-1100（月曜休館）



当日券あり

5/7（金）発売開始

5/16（日）発売開始

5/8（土）発売開始

4/18（日）発売開始

5/8（土）発売開始

発売中

5/10（月）発売開始

小松亮太（バンドネオン）
©YUSUKE TAKAMURAアストル・ピアソラ

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！

「バレエ＆クラシック」
with  アンサンブル

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

劇団四季作品の名曲にのせて贈る華やかな新作ショー

第 64 回定期演奏会

MYSTERY NIGHT TOUR 2021

ピアノ：江口玲

プロコフィエフ：
ヴァイオリン・ソナタ第 1番
シマノフスキ：ノクターンとタランテラ
ラヴェル：ツィガーヌ　ほか

全席指定：1,500 円
当日券 2,000 円

群馬アフター DC 記念　まえばし観光大使

S:9,900 円　A:6,600 円　B:3,300 円

S：9,500 円　A：7,500 円
B：5,500 円　C：3,500 円
当日各席 500 円 UP

ベートーベン：交響曲第 8 番　他
自由席 :1,000 円　高校生以下 :500 円

全席指定 5,800 円　当日券 6,000 円
※未就学児童入場不可

※ 3 歳以下入場不可　全席指定 6,500 円

全席指定 8,800 円　当日券 500 円 UP
ファミリー席（大人）/8,800 円
ファミリー席（小人）/2,500 円
※ファミリー席ご希望の方は
　桐生音協にお問い合わせください。
※ 3 歳以下入場不可

（未就学児膝上鑑賞は無料。着席鑑賞は有料）

全席指定 3,000 円　当日券 3,500 円

6/26 土 14：00  大ホール

7/3 土 18：30  大ホール

8/28 土  14：00  大ホール

8/1 日  18：00  大ホール

7/11 日 14：00  小ホール

6/13 日 17：45  大ホール

6/20 日 14：00  大ホール

■ 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

・チケットは Web（会館 HP）販売となります。
・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。

まえばしバレエ祭り

高崎芸術劇場チケットセンター　☎ 027-321-3900
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/

高崎芸術劇場メンバーズ

ザハーロワ＆レーピン

ロシア・バレエ・ガラ 2021

劇団四季 The Bridge 
～歌の架け橋～

群馬シティフィルハーモニー  オーケストラ

稲川淳二の怪談ナイト

服部 百音
ヴァイオリン・リサイタル

misato watanabe Tour 2021 
“ Ready Steady 55Go! ”

三遊亭円楽・三遊亭竜楽
落語会

小松亮太 plays アストル・ピアソラ

〜ピアソラの音楽で綴るタンゴ革命の軌跡〜

高崎芸術劇場オリジナル企画、
ダンサーやヴォーカルも加わる豪華プログラム

18:00 開演（17:15開場）5/15（土）
高崎芸術劇場　スタジオシアター

【料金】全席指定　6,000 円（U-25 2,500 円）
【チケット発売】
・4/17（土） Web（高崎芸術劇場メンバーズ）10:00 ～
・4/18（日） 電話（チケットカウンター 027-321-3900）
・4/19（月） 一般（各プレイガイド）
【出演】小松亮太
北村聡、鈴木崇朗、早川純（以上バンドネオン）、近藤久美子、
専光秀紀、CHICA（以上ヴァイオリン）、吉田有紀子（ヴィオラ）、
松本卓以（チェロ）、田中伸司（ベース）、鈴木厚志（ピアノ）、
佐竹尚史（パーカッション）、鬼怒無月（ギター）、
KaZZma（ヴォーカル）、アクセル＆マナ（ダンサー）

【曲目】
アストル・ピアソラ／リベルタンゴ、来たるべきもの、
ロコへのバラード　ほか

アストル・ピアソラ生誕100年

大ホール4/22 木 18：30
23 金 18：30

詳細は後日発表します。

「白鳥の湖」全 3 幕

12/18 土   大ホール

キエフ・バレエ

Performing Art Festival 2021-22
芸術監督：菊池洋子

© Chihoko Ishii


