群馬交響楽団

助成

定期演奏会

2017.1.21 »sat

協賛：

524th Subscription Concert

第524回｜定期演奏会
会場｜群馬音楽センター

開演｜18:45（開場18:00）

渡辺和彦氏(音楽評論家)によるプレ・コンサート・トーク

2017.1.22 »sun

18:20〜

協賛：桐生市・桐生市教育委員会

42nd Subscription Concert

第42回｜東毛定期演奏会

会場｜桐生市市民文化会館〈シルクホール〉 開演｜15:00（開場14:15）
渡辺和彦氏(音楽評論家)によるプレ・コンサート・トーク

14:30〜

モーツァルト／ ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 KV466
Wolfgang Amadeus Mozart / Piano Concerto No.20 in D Minor, KV466

マーラー／ 交響曲 第5番 嬰ハ短調
Gustav Mahler / Symphony No.5 in C-sharp Minor

指

揮｜秋山和慶

Conductor : Kazuyoshi Akiyama

ピアノ｜田部京子

◎チケット 10月3日（月）発売
S席 ¥4,600（指定） ｜ A席 ¥4,100（指定）

◎プレイガイド

Ａ 群馬音楽センター

B席 ¥3,600（指定） ｜ C席 ¥2,100（1/21自由･1/22指定）
取扱い
1/21

◎お問い合わせ･ご予約
群馬交響楽団事務局
チケット購入
お問い合わせ

TEL.027-322-4944
TEL.027-322-4316
〒370-8501

取扱い
1/22

群馬県高崎市高松町35番地1

定期演奏会の 特別料金制度

特別料金は、
満70歳以上の方、
身体障がい
者手帳、
精神障がい者手帳、
療育手帳をお
持ちの方、
学生
（大学生を含む）
の方などに
適用される割引料金です。希望される方
は、
チケット購入の際にお申し出ください。
※特別料金制度の適用は、定期・東毛定期演奏
会チケット限定で群響事務局扱いのみとさせて
いただきます。

視覚障がい者の方のための点字曲目
解説、カセットテープによる曲目解説
お申込み･お問い合わせ

TEL.027-322-4316
「キッズわーるど・ぐんま」による
託児サービス
お申込み･お問い合わせ

TEL.027-321-2100

※未就学児の入場はご遠慮ください。

主催／公益財団法人 群馬交響楽団

ⒸAkira Muto

Piano : Kyoko Tabe

……………………………… ☎ 027-322-4527
☎ 027-325-0681

Ｂ 高崎市文化会館 …………………………………
Ｃ 高崎シティギャラリー …………………………
Ｄ 箕郷文化会館 ……………………………………
Ｅ 新町文化ホール …………………………………

☎ 027-328-5050
☎ 027-371-7211

☎ 0274-42-9133

Ｆ 榛名文化会館 …………………………………… ☎ 027-374-5001
Ｇ 吉井文化会館 …………………………………… ☎ 027-387-3211

Ｈ 高崎市倉渕支所（地域振興課） ………………… ☎ 027-378-4522
Ｉ 高崎市群馬支所（地域振興課） ………………… ☎ 027-373-2604
J 桐生市市民文化会館 …………………………… ☎ 0277-22-9999
K 桐生音響 ………………………………………… ☎ 0277-53-3133

＊定休日
［A,B…月曜日］
［D,E,F,G…月・火曜日］
［H,I,K…土・日・祝日］
［ J…火曜日］
※販売初日のA〜Iのプレイガイド(営業時間8:30-17:15)での販売は、窓口のみです。
また、電話予約については発売翌日からの受付です。
ただし、発売初日に完売の際にはお取り扱いはありません。

●群響オンラインチケットサービス

http://gunkyo.com/
●チケットぴあ

http://t.pia.jp

☎ 0570-02-9999 1/21

チケットぴあ端末のあるお店にて、
発券・購入いただけます。
（予約番号やＰコード等の入力が必要です）

1/22

Pコード
Pコード

後援／群馬県・群馬県教育委員会・上毛新聞社・群馬テレビ・FM GUNMA
高崎市・高崎市教育委員会（1/21）、桐生タイムス社（1/22）

306-677
306-679

■第524回 定期演奏会
2017年1月21日(土)｜群馬音楽センター
■第42回 東毛定期演奏会 2017年1月22日(日)｜桐生市市民文化会館〈シルクホール〉

Pr ofile
指揮：秋山和慶
Conductor : Kazuyoshi Akiyama

ピアノ：田部京子
Piano : Kyoko Tabe

1941年生まれ。故齋藤秀雄のもとで指揮法を修め、1963年に桐朋

東京芸術大学附属高校在学中、日本音楽コンクールに最年少で優

学園大学音楽学部を卒業。1964年2月に東京交響楽団を指揮してデ

勝。ベルリン芸術大学に学び、エピナール国際ピアノコンクール、

る。その間、トロント響副指揮者、アメリカ響音楽監督、バンクーバー

ル（ARD）第3位など受賞多数。バイエルン放送響、バンベルク響、モ

ビューののち同団の音楽監督・常任指揮者を40年間にわたり務め

シュナーベル･コンクールにて第1 位、ミュンヘン国際音楽コンクー

響音楽監督(現在桂冠指揮者)、シラキュース響音楽監督を歴任。サン

スクワ･フィルほか多数共演し、アルバン・ベルク四重奏団など世界

フランシスコ響、クリーヴランド管、ロサンゼルス・フィル、フィラデ

のトップアーティストから共演者に指名され厚い信頼を寄せられて

ルフィア管、ニューヨーク・フィル、ボストン響、シカゴ響、ロイヤル・

いる。カーネギーホール主催によりワイル・リサイタルホールで

フィル、NDR北ドイツ放送響、ケルン放送響、スイス・ロマンド管、

ニューヨーク･デビュー。これまでに、村松賞（音楽部門大賞）、新日鉄

チューリッヒ・トーンハレ管などに客演している。

音楽賞などを受賞。

これまでに第6回サントリー音楽賞（1975年）、芸術選奨文部大臣

CDは30枚以上をリリース、その多くが国内外で特選盤に選出。

賞（1995年）、大阪府民劇場賞（1989年）、大阪芸術賞（1991年）、第36回

カルミナ四重奏団との共演盤『ます＆シューマン：ピアノ五重奏曲』

もに毎日芸術賞（1994年）、第8回京都音楽賞大賞（1993年）、モービル

作品集』、
『 モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番ニ短調、第21番ハ長

川崎市文化賞（2007年）、広島市民賞（2008年）をはじめ、東京響とと

がレコード･アカデミー賞を受賞するほか、
『ブラームス：後期ピアノ

音楽賞（1996年）、第29回サントリー音楽賞（1997年）を受賞。2001年

調』がレコード芸術誌＜リーダーズ･チョイス2012＞器楽部門第1

に紫綬褒章、2011年には旭日小綬章を受章。2014年度文化功労者に

位、協奏曲部門第2位に、新譜『ベートーヴェン：ピアノソナタ第30、

選出。同年中国文化賞（広島）、徳島県表彰特別功労賞を受賞、2015年

31、32 番』も<ベストディスク2015>（レコード芸術誌）で読者選出第

渡邉暁雄音楽基金特別賞を受賞。

3位にランクインしている。

2014年指揮者生活50年を迎え、2015年2月には回想録「ところで、

これまでに『シューベルト･チクルス』、
『シューマン･ブラス』、
『BB

きょう指揮したのは？」
（共著／アルテスパブリッシング刊）を出版

ワークス ＜ベートーヴェン&ブラームス＞』のリサイタルシリーズ

した。

（浜離宮朝日ホール）が大成功を収めており、本年秋からファン待望

現在、東京交響楽団桂冠指揮者、広島交響楽団音楽監督／常任指揮

の新リサイタルシリーズ「シューベルト･プラス」がスタートする。

者、九州交響楽団桂冠指揮者、中部フィルハーモニー交響楽団アー

現在、日本を代表する実力派ピアニストとしてますます人気を集

ティスティック・ディレクター／プリンシパル・コンダクターを務め

めている。演奏活動の傍ら、上野学園大学教授（演奏家コース）、桐朋

るほか、洗足学園音楽大学教授として後進の指導に当たっている。

学園大学特任教授を務める。

モーツァルトの20曲以上あるピアノ協奏曲の中で、ニ短調KV466は最も演奏頻度の高いもの。第2楽章冒頭の素晴らしいメロディーと、途
中の嵐とのコントラストが本当に素晴らしい。マーラーの交響曲第5番（1904年初演）は、第4楽章「アダージェット」がかつて映画「ベニスに
死す」に使われてそこだけポピュラー音楽のように有名になったが、全体は70分を越える大作。オーケストラの各セクションが協奏曲風に
扱われているため、演奏も難しい。
（音楽評論家：渡辺和彦）

次回公演
群馬音楽センターご案内
至前橋

号線

和田橋

もてなし広場

マーケット
シティ桐生

東武桐生

線

TEL.027-322-4527

JR高崎駅より徒歩10分
関越自動車道高崎インターより
車で20分

G.S

50

※●の駐車場は、
演奏会にご来場された
P
お客様の駐車料金が約半額になります。
会場内で事前精算（休憩時間まで）をして
いただきますと出庫がスムーズになりま
すので、ご協力をお願いいたします。

●桐生市市民文化会館
群馬県桐生市織姫町2-5

TEL.0277-40-1500

2017.2.11

指揮：下野竜也

Conductor / Tatsuya Shimono

ピアノ：清水和音

至 太田藪塚IC

●交通のご案内

北関東自動車道／太田桐生
ICより国道50号にて20分
JR桐生駅から徒歩9分／
東武新桐生駅から車で5分

Antonín Dvořák/
Hussite Overture, Op.67, B.132

ドヴォルジャーク／
ピアノ協奏曲 ト短調
作品33 B.63

Antonín Dvořák/
Piano Concerto in G Minor, Op.33, B.63

ドヴォルジャーク／
交響曲 第6番 ニ長調
作品60 B.112

Antonín Dvořák/
Symphony No.6 in D Major, Op.60, B.112

群響のホームページをご覧ください。演奏会やチケット情報など更新しております。

http://gunkyo.com/

群響

SAT

■会場／群馬音楽センター
■開演 18:45

ドヴォルジャーク／
序曲《フス教徒》作品67 B.132

G.S 50号バイパス
50

新桐生駅

高崎市高松町28番地2

●交通のご案内

G.S

第525回 定期演奏会

Piano / Kazune Shimizu

広沢中学校

相生駅

商工会議所

122

G.S

至東京

交番

桐生市市民文化会館

交番

高崎市
美術館

コンビニ

桐生新田線

●群馬音楽センター

ワシントン
ホテル

桐生商業
高校

銀行

昭和橋

P

ラジオ高崎

桐生市役所

至 足利

中通り大橋

高崎市役所
城址第2地下
駐車場入口

ハープの泉

ガスト

至 足利・小山

新川公園

錦桜橋

群馬シンフォニーホール

JTB

JR両毛線

桐生駅

桐生大橋

P
城址地下駐車場入口

わたらせ渓谷線
郵便局

高崎総合医療
センター

高島屋

群馬音楽センター

高崎シティ
ギャラリー
P

金子園

スズラン

東 口
高崎駅
西 口

N

上毛電鉄 赤
岩
橋

国道

NTT

17 中央
図書館

西桐生駅

至新潟 長野

高松地下駐車場
P（公園の地下）

〒

高崎郵便局

桐生市市民文化会館 ご案内

