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【お問い合わせ先】
●公益財団法人 群馬交響楽団　事務局
　 〒370-0841 高崎市栄町9-1
　 電話：027 -322 -4316
　 FAX：027 -322 -4943
　 E-mail：office@gunkyo.com

東京公演

賛助会へのご加入について（お願い）

回数券予約対象の演奏会毎年東京都内で自主演奏会を開催す
ることで、グローバルスタンダードの
演奏力を県外にも発信するとともに、
楽団の知名度アップを図ります。

定期演奏会
オーケストラの資質の向上と音楽芸術の追求
を図るため、国内外から一流のゲストを招聘す
るとともに、芸術性や人気の高い作品から知ら
れざる名曲まで幅広いプログラムを取り上げ
ています。

東毛定期演奏会
県内東部地域で定期演奏会と同一プ
ログラムで開催することで、群馬県
の文化のシンボルとして県内での鑑
賞機会の拡大を図ります。

県民音楽のひろば
県・市・町と共催で県民芸術祭「県
民音楽のひろば」に参加し、県民の
音楽に対する理解と音楽文化の普
及・振興に寄与しています。

その他主催公演
定期演奏会の他にも、未就学児入場
可能な夏休みコンサート、高崎芸術
劇場共同主催のGTシンフォニックコ
ンサート等の公演を行っています。

群響の活動は
SNSでも発信しています

●https://www.facebook.com/gunkyo.official
●https://twitter.com/gunkyo_official
●https://www.instagram.com/gunkyo_official/

Facebook Twitter Instagram
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　2022年度は、 今まで以上に演奏力のレベルアップを図り、 定期演奏

会や音楽教室などの活動を通じて、 本県文化の向上と青少年の情操

教育の振興に努めて参る所存です。

　つきましては、 賛助会制度の趣旨をご理解いただき、 楽団の一層の飛

躍のため、 幅広い皆様からのご支援をいただきたく、 賛助会へのご加入

をお願い申し上げます。

公益財団法人　群馬交響楽団　　　

理事長　　　　　　　　　　　　　　



会員特典

入会方法

個人会員希望の方へお知らせ

会員期間 2022年 ４月１日 ～ 2023年 ３月31日
※年度毎に更新となります。

※１口につきどちらか１つお選びいただけます。

【演奏会鑑賞回数券】 【税法上の優遇措置】または

会費のご入金をもって、入会とさせていただきます。

振込依頼書(加入申込書)にご記入いただき、金融機関窓口等へお持ちください。
（群馬銀行・東和銀行・高崎信用金庫では振込手数料無料でご入金いただけます。）
※なお、本用紙を使用せず、直接口座へご入金いただいた場合は、入金後、申込内容（氏名・住所・電話番号・申込区分等）をメー
ルやFAX等で群響事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。

※ご連絡のない場合、お手続き完了までお時間がかかることがあります。（振込用紙、群響オンラインチケットサービスを
使用された場合は、ご連絡不要です。）

個人会員申込は、インターネットにて入会手続き
が可能となりました（クレジットカード決済のみ）
群響オンラインチケットサービスよりお手続きいただけます。
※ログイン後、「マイページ」よりお申込みができます。ご利用が初めての
方は「利用登録」が必要です。

●当該年度に開催する定期演奏会や自
主演奏会等をご鑑賞いただける入場
回数券をお渡しいたします。

　入場回数券１枚につき、お一人様が
ご鑑賞いただけます。

●入場回数券を利用し、ご来場いただ
く演奏会について、１回券を追加購
入する場合、10%引でご購入いただ
けます（取扱いは群響事務局のみと
なります。一部対象外の公演もござ
いますので、詳細は群響事務局へお
問い合わせください。）

●回数券をお使いいただける演奏会は、
別紙「2022年度 賛助会回数券 ご利
用対象演奏会一覧」をご覧ください。

●詳細については別紙【賛助会入場回
数券のご利用方法について】をご覧
ください。

●納入いただいた賛助会費につきまして、税法上の寄附金
　として、優遇措置が受けられます。
　（当楽団は公益財団法人であり、特定公益増進法人に該
　当します。）
【法人の場合（法人税関係）】
一般の寄附金とは別枠で、「寄附金の額の合計額」と「特
別損金算入限度額（※）」とのいずれか少ない金額の範
囲内で損金算入されます。
※特別損金算入限度額：{(資本金等の額の0.375％)＋(当
該事業年度所得の6.25％)}×1/2

【個人の場合（所得税・住民税関係）】
①所得税（所得控除）
「特定寄附金の合計額」または「総所得金額等の40％」の
いずれか少ない額から２千円を引いた額が所得控除され
ます。
②住民税（税額控除：群馬県内にお住まいの方のみ対象）
「寄附金の額」から２千円を引いた額に下記の控除率を
乗じた額が税額控除されます。
県民税　　：４％
市町村民税：６％（お住まいの市町村にて、控除対象寄
附金として条例指定されている場合のみ）

●詳しくは、お近くの税務署、お住まいの市町村窓口等へ
　お尋ねください。

見 本
見 

本

群響オンラインチケットサービス
https://yyk1.ka-ruku.com/gunkyo-s/

（初めての方） （ログイン画面）

会員区分と会費 企業名・ご芳名掲載
賛助会会費、ご寄附、協賛、広告等のご支援総額により以下
の区分として定期演奏会のパンフレットに掲載いたします。
　※区分によって掲載サイズが変わります
　　シルバーサポーター以上はロゴ入り掲載可能

500万円以上　→　プラチナサポーター
100万円以上　→　ゴールドサポーター
 50万円以上　→　シルバーサポーター
 10万円以上　→　ブロンズサポーター
• 上記に含まれない場合のご芳名の掲載は年２回程度、定期演奏会
　パンフレットに掲載いたします。（非掲載希望者を除く全会員）

法人Ａ  10万円（回数券40枚）／１口

法人Ｂ  ５万円（回数券18枚）／１口

個人Ａ  ２万円（回数券８枚）／１口

個人Ｂ  １万円（回数券３枚）／１口

賛助会制度とは？
　幅広い皆様に群馬交響楽団の運営を支
えていただき、より多くの演奏会を鑑賞
していただくための賛助制度です。昭和
57年の制度創設以来、多くの皆様からご
支援をいただいております。
　法人様を対象とした「法人会員」と、
個人の方・任意団体様等を対象とした「個
人会員」の２種類があります。
　また、一口あたりの金額によりＡとＢ
の区分があります。

演奏会を聴きたい
※定期会員制度の詳細については、2022シーズン
　プログラムをご覧ください

※賛助会員として年２回程度、定期演奏会
　パンフレットにご芳名を掲載いたします。

※群響オンラインチケットサービスからお手続きい
　ただくか、群響事務局までお問い合わせください。

定期会員指定席で定期演奏会を
聴きたい

賛助会員（入場回数券）様々な演奏会を聴きたい
（席指定不可）

賛助会員（税優遇措置）賛助会員として寄附

一般寄附寄附をしたい
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