
日 曜日 ホールの催し物 会場 主催者 開演 終演 入場方法

3 金 第67回明星幼稚園発表会 大
明星幼稚園

027-223-0804
9：20 16：00 関係者

5 日 県民芸術祭参加　民謡民舞発表会 大
群馬県フォークダンス協会

027-263-8956
10：40 14：30 関係者

9 木 第46回桃瀬幼稚園　お遊戯発表会 大
学校法人斉藤学園　桃瀬幼稚園

027-243-5977
10：00
14：00

12：00
16：00

関係者

11 土
Duo617 中台 円・種井悠太
ピアノデュオリサイタル Vol.2

小
前橋市まちづくり公社

027-221-4321
15：00 17：00

全席指定
1,000円

12 日
聖夜のトランペット
Christmas Special Concert

小
前橋市まちづくり公社

027-221-4321
14：00 16：00

全席指定
3,900円

16 木
群馬県更生保護女性連盟
創立65周年記念大会

小
群馬県更生保護女性連盟

090-1690-1532
13：00 15：00 関係者

18 土 キエフ・バレエ「白鳥の湖 」全３幕 大
前橋市まちづくり公社

027-221-4321
14：00 17：00

全席指定
S 8,500円
A 7,000円
B 5,500円
C 4,000円

19 日
敷島幼稚園
第62回クリスマスお遊戯会

大
敷島幼稚園

027-231-8494
9：00 14：00 関係者

19 日
群馬工業高等専門学校吹奏楽部
第59回定期演奏会

小
群馬工業高等専門学校吹奏楽部

027-254-9000
13：30 15：30 無　料

（事前申込制）

23 木
群馬県立前橋高等学校吹奏楽部
クリスマスコンサート

小
群馬県立前橋高等学校吹奏楽部

027-232-1155
17：30 19：00 関係者

25 土
群馬県立前橋工業高等学校吹奏楽部
第52回定期演奏会

小
群馬県立前橋工業高等学校吹奏楽部

027-264-7100
13：30 15：30 無　料

25 土
前橋市立前橋高等学校吹奏楽部
クリスマスコンサート

大
前橋市立前橋高等学校吹奏楽部

027-231-2738
14：00 16：00 無　料

26 日
前橋市民吹奏楽団
ウィンターコンサート

大
前橋市まちづくり公社

027-221-4321
14：00 16：00 無　料

（要整理券）

開催期間 展示ホールの催し物 会場 主催者 開催時間 備考

1日(水)～5日(日) 藤重朋紀　写真展　赤城山から 小
藤重朋紀

027-233-4650
10：00～
17：00

23日(木)～25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
詩季彩クラブ&ベイシス

027-223-5259
9：30～
17：00

23日・24日　9：30～17：00
25日　9：30～15：00

小

12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11月15日現在

※12/4（土）、11（土）、12（日）、18（土）、19（日）、24（金）、25（土）、26（日）は利用あり
※ギャラリー　12/1（水）～12/14（火）　おおご幼稚園作品展　9：00～17：00

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
ご あ ん な い



■ 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。

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

愛され続ける古典バレエの最高傑作

■ 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）
　  ※ディナータイムのご利用はご予約が必要となります。
　 月替わりのお得なランチセットも好評です（ランチタイム11：00～15：00）

https://takasaki-theatre-cafe.jp/
WEB

TEL

高崎芸術劇場メンバーズ
高崎芸術劇場チケットセンター

■ チケットご購入
登録受付中

 027-321-3900（無休10：00～18：00）
検索高崎芸術劇場メンバーズ

 027-328-2019

12/18土 14:00 大ホール
S：8,500円　A：7,000円　B：5,500円　C：4,000円

※未就学児童入場不可発売中（会館Web及び窓口販売）

まえばしバレエ祭りまえばしバレエ祭り

前売り・当日共に1,000円

1/15土 18：00  1/16 日 14：00 

劇団CLAP×CLAP 第9回公演

こんがらがっちゅれ～しょんっ

第16回シャンテ演劇館 参加作品

チケットは劇団Twitterまたは専用フォームから

菊池洋子ピアノ・リサイタル
3/4 金 19：00 大ホール

12/5（日）発売開始（会館Web及び窓口販売）

Sugiyama Kiyotaka Ｂand Tour 2021
- Solo Debut 35th Anniversary -
11/23 火・祝  17：00 小ホール
全席指定：9,000円　当日券：9,500円

S：4,000円  A：3,000円  高校生以下(A席対象)：1,500円

問合せ先：前橋テルサ 027-231-3211

1/8 土 14：00 前橋テルサ
ニューイヤーコンサート2022

発売中

 発売中（会館Web及び窓口販売）

聖夜のトランペット Christmas Special Concert

トランペット：タマーシュ・パルファルヴィ　ピアノ：マルツェル・サボ
12/12 日 14：00 小ホール

全席指定：3,900円

12/11土 15：00 小ホール
モーツァルト／ブゾーニ編：「魔笛」序曲　ドビュッシー：小組曲
サン＝サーンス：動物の謝肉祭　ほか
全席指定：1,000円

Duo617 中台 円・種井悠太
ピアノデュオリサイタル Vol.2

発売中（会館Web）

※演奏は特別録音音源を使用いたします。

［出演予定 ］
オデット/オディール：アンナ・ムロムツェワ
王子：アレクセイ・チュチュニク

作　曲：P. チャイコフスキー
原振付：M.プティパ、Ｌ.イワノフ、F.ロプホフ

※上演時間３時間・休憩含む「白鳥の湖」全3幕
キエフ・バレエ －タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ－

15：00開演（14：00開場）／高崎芸術劇場 大劇場2022.2.6【日】

12/26 日 14：00 大ホール
ウインターコンサート
前橋市民吹奏楽団

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第 8 番 「悲愴」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第14番 「月光」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番 「熱情」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第26番 「告別」
全席指定：2,000円(ペア券・U25あり)

大胡シャンテ マルエホール

バリトン：今井俊輔　パーカッション：豊田卓央
ピアノ：渋川ナタリ　ソプラノ：豊田麻理奈

鈴木大拙、西田幾多郎生誕150年。
日本が誇る禅の心をオペラに乗せて。

入場無料（要整理券）

［ 主　　催 ］高崎芸術劇場（公益財団法人高崎財団）　
［ 共同制作 ］高崎芸術劇場（公益財団法人高崎財団）
　　　　　　  金沢歌劇座（公益財団法人金沢芸術創造財団）
　　　　　　  公益財団法人石川県音楽文化振興事業団

【 チケット発売 】 【 出 演 】

S席  10,000円   
A席    7,500円   
B席    5,000円  
C席    3,000円 
        （U-25 1,500円）

好評発売中
全席指定【 料 金 】

ヘンリク・シェーファー （指揮）
伊藤達人 （鈴木大拙）
今井俊輔 （西田幾多郎）
コロンえりか （ビアトリス）
鳥木弥生 （エマ）
高橋洋介 （釈宗演）
原田勇雅 （乃木希典）
森雅史 （マッカーサー）
鈴木麻里子 （くみ）
高崎オペラ合唱団
オーケストラ・アンサンブル金沢


