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群馬交響楽団

◎プレイガイド

＊定休日［A,B…月曜日］［D,E,F,G…月・火曜日］［H,I…土・日・祝日］
※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。

Ａ 群馬音楽センター　…………………………………… ☎ 027-322-4527
Ｂ 高崎市文化会館　……………………………………… ☎ 027-325-0681
Ｃ 高崎シティギャラリー　……………………………… ☎ 027-328-5050
Ｄ 箕郷文化会館　………………………………………… ☎ 027-371-7211
Ｅ 新町文化ホール　……………………………………… ☎ 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

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　18:20～

第525回｜定期演奏会
525th Subscription Concert

2017.2.11»sat

定期演奏会

◎お問い合わせ･ご予約
群馬交響楽団事務局
チケット購入 TEL.027-322-4944

〒370-8501　群馬県高崎市高松町35番地1
お問い合わせ TEL.027-322-4316

S席 ¥4,600 （指定） A席 ¥4,100 （指定）
B席 ¥3,600 （指定） C席 ¥2,100 （自由）

｜
｜

◎チケット

●チケットぴあ
http://t.pia.jp

☎ 0570-02-9999 Pコード 306-681
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）

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

●群響オンラインチケットサービス
http://gunkyo.com/

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／序曲《フス教徒》 作品67 B.132
Antonín Dvořák / Hussite Overture, Op.67, B.132

指　揮｜下野竜也 Conductor : Tatsuya Shimono
ピアノ｜清水和音 Piano : Kazune Shimizu

※未就学児の入場はご遠慮ください。

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

10月3日（月）発売

助成

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。

ⒸMana MikiⒸMana Miki

ⒸNaoya YamaguchiⒸNaoya Yamaguchi

助成：公益財団法人
　　 アフィニス文化財団
「音楽文化の担い手としてプロ・オーケストラが
主催する、わが国ならびに各楽団が活動の重点
を置いている地域にとって意義がある企画」と
して選ばれました。



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

序曲「フス教徒」（1883年） は、ドヴォルジャークがチェコ民族の独立性を音楽で表明した彼としては珍しい作品で、曲の中にフス教徒（支配
国ハプスブルク帝国に反逆して殲滅させられたチェコ中世の宗教改革運動集団）の讃歌が複数使われている。ピアノ協奏曲（1876/83年改
訂）は彼の協奏曲の中で、版の問題が複雑なこともあって演奏される機会が少ないものの聴きごたえがある。交響曲第6番（1880年）は第3楽
章に楽しくわかり易いフリアント舞曲があることで知られる。 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　   （音楽評論家：渡辺和彦）

次回公演

定期演奏会
■会場／群馬音楽センター　■開演  18:45
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●交通のご案内
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

※●の駐車場は、演奏会にご来場されたお
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。

P

●群馬音楽センター
高崎市高松町28番地2
TEL.027-322-4527

至前橋

群馬音楽センターご案内
至新潟 長野

高松地下駐車場
　　（公園の地下）

スズラン 金子園

ラジオ高崎ガストJTB
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指揮 ：下野竜也
Conductor : Tatsuya Shimono

　1969年鹿児島生まれ。2000年東京国際音楽コンクール＜指揮
＞優勝と齋藤秀雄賞受賞、2001年ブザンソン国際指揮者コン
クールの優勝で一躍脚光を浴び、以降、国際的な活動を展開。国
内の主要オーケストラに定期的に招かれる一方、海外において
も、ローマ・サンタ・チェチーリア管、ミラノ・ヴェルディ響、スト
ラスブールフィル、ボルドー管、ロワール管、ウィーン室内管、カ
ンヌPACA管、チェコフィルハーモニー管、シュツットガルト放
送響、南西ドイツフィルコンスタンツ、シリコンバレー響など
次々と客演を重ねている。
　2006年に読売日本交響楽団の初代正指揮者に迎えられ、ヒン
デミットとドヴォルジャークを軸としつつ新作初演まで取り組
む意欲的な姿勢とプログラム構成で高い評価を得る。2013年4月
には同団首席客演指揮者に就任。さらに2014年4月からは京都市
交響楽団の常任客演指揮者に就任。2011年から音楽監督を務め
る広島ウインドオーケストラとは、吹奏楽の分野に新たな一石
を投じる活動で注目を集めている。
　2017年4月には、広島交響楽団音楽総監督に就任予定。
　これまでに、2002年出光音楽賞、渡邉曉雄音楽基金音楽賞、
2006年第17回新日鉄音楽賞・フレッシュアーティスト賞、2007年
第6回齋藤秀雄メモリアル基金賞、平成24年度(第63回)芸術選奨
文部科学大臣賞、2014年度第44回東燃ゼネラル音楽賞奨励賞な
どを受賞。
　鹿児島市ふるさと大使。

P r o f i l e

■第525回 定期演奏会 2017年2月11日(土)｜群馬音楽センター

ピアノ ：清水和音
Piano : Kazune Shimizu

　完璧なまでの高い技巧と美しい弱音、豊かな音楽性を兼ね備
えた日本を代表するピアニスト。
　ジュネーブ音楽院にて、ルイ・ヒルトブラン氏に師事。1981年、
弱冠20歳で、パリのロン＝ティボー国際コンクール・ピアノ部門
優勝、あわせてリサイタル賞を受賞した。1982年、デビュー・リサ
イタルを開く。これまでに、ロジェストヴェンスキーならびに
ティルソン・トーマス指揮ロンドン交響楽団、ノセダ指揮キーロ
フ歌劇場管弦楽団、ゲルギエフ指揮マリインスキー歌劇場管弦
楽団、アシュケナージ指揮シドニー交響楽団、国内ではNHK交響
楽団ほか日本全国のオーケストラと共演を重ね、指揮者・オーケ
ストラからは絶大な信頼を得ている。また、室内楽の分野でも活
躍。共演者からの信頼も厚い。
　1995年秋から2年にわたって行われた、ベートーヴェンのピア
ノ・ソナタ全32曲演奏会は、その完成度を新聞紙上で高く評価さ
れ、ライヴ録音がリリースされている。
　これまでにソニーミュージックやオクタヴィア・レコードな
どに多数の録音を残し、各誌で絶賛されている。
　2011年には、デビュー30周年を記念して、ラフマニノフのピア
ノ協奏曲第1番～第4番とパガニーニの主題による狂詩曲の全5
曲を一度に演奏するという快挙を成し遂げた。デビュー35周年
を迎えた2016年5月には、ブラームスのピアノ協奏曲第1番及び
第2番を熱演。同年4月からは、2ヶ月毎・年6回の室内楽シリーズ
「芸劇ブランチ・コンサート」を開始するなど精力的な活動を続
けている。2018年までの5年間・年2回のリサイタル・シリーズ「ピ
アノ主義」では幅広いレパートリーで聴衆を魅了している。

指　揮：大友直人(群響音楽監督)
Conductor :  Naoto Otomo (Music Director)

ピアノ：萩原麻未
Piano : Mami Hagiwara

千住明／オペラ 《滝の白糸》 序曲
Akira Senju / Opera "Takino Shiraito" Overture

チャイコフスキー／ピアノ協奏曲 第1番 
                                   変ロ短調 作品23
Pyotr Tchaikovsky / Piano Concerto No.1 in B-�at Minor, Op.23

ラフマニノフ／交響曲 第2番 ホ短調 作品27
Sergei Rachmaninov / Symphony No.2 in E Minor, Op.27

助成：公益財団法人 アフィニス文化財団

群響には長年にわたって名匠トゥルノフスキーによって培われたボヘミヤ的な味わいを持ったドヴォルジャーク演奏の伝統があるが、今回下野竜也はその上
に立ちつつも、全く新しいアプローチによる演奏を聴かせてくれるだろう。下野はこれまでも他の楽団でドヴォルジャークの交響曲を全曲取り上げるなど、こ
の作曲家への造詣が深い。有名な作品を敢えて避けた今回の果敢なプログラムをとおして、下野＆群響がドヴォルジャークの知られざる魅力を明らかにして
くれることをおおいに期待したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  寺西基之（アフィニス文化財団 オーケストラ助成委員）

「音楽文化の担い手としてプロ・オーケストラが主催する、
わが国ならびに各楽団が活動の重点を置いている地域にとって意義がある企画」として選ばれました。
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