指揮

デリック・イノウエ
Conductor : Derrick Inouye

×

ヴァイオリン

堀米ゆず子

Violin : Yuzuko Horigome

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〜

■チケット 発売日 2月1日（水）

S 席 ¥4,600（指定）
B 席 ¥3,600（指定）

／
／

■プレイガイド
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
取扱い
7/22 Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
取扱い
7/23 J

A 席 ¥4,100（指定）
C 席 ¥2,100（自由）

群馬音楽センター
☎ 027-322-4527
高崎市文化会館
☎ 027-325-0681
高崎シティギャラリー
☎ 027-328-5050
箕郷文化会館
☎ 027-371-7211
新町文化ホール
☎ 0274-42-9133
榛名文化会館
☎ 027-374-5001
吉井文化会館
☎ 027-387-3211
高崎市倉渕支所（地域振興課）
☎ 027-378-4522
高崎市群馬支所（地域振興課）
☎ 027-373-2604
太田市新田文化会館（東毛定期演奏会のみ） ☎ 0276-57-2222

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

●チケットぴあ ☎ 0570-02-9999 7/22
7/23
http://www.ｔ.pia.jp

320-564
Pコード 320-565
Pコード

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）

主催／公益財団法人 群馬交響楽団

ⒸT. Okura

第43回

東毛定期演奏会
43rd TOMO Subscription Concert

2017年

7.23

SUN

【日曜日】

会場／太田市新田文化会館
〈エアリスホール〉

K.

﹁トルコ風﹂

会場／群馬音楽センター

W.A Mozart / Idomeneo re di Creta, K.366:Overture

【土曜日】

モーツァルト／歌劇︽イドメネオ︾序曲

7.22

W.A Mozart / Violin Concerto No. 5 in A Major, K.219 "Turkish"

2017年

SAT

36

モーツァルト／ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調

530th Subscription Concert

チャイコフスキー／
交響曲 第4番 ヘ短調 作品

定期演奏会

Pyotr Tchaikovsky / Symphony No. 4 in F Minor, Op. 36

第530回

群馬交響楽団

群響2017.7.22〔土〕･23〔日〕

Ⓒsatoru mitsuta

219

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〜

■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

お問い合わせ

TEL.027-322-4316

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1

●群響オンラインチケットサービス
http://www.gunkyo.com/
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（25歳以下の学生や児童･生徒）
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。
※特別料金制度の取扱窓口は、群響事務局へのお電話またはご来局のみとなります。
（群響ホームページ、他プレイガイド等不可）

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

TEL.027-322-4316

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※出演者･曲目等はやむをえない事情により変更になる場合があります。

後援／群馬県・群馬県教育委員会、高崎市・高崎市教育委員会（7/22）
・上毛新聞社・群馬テレビ・FM GUNMA

■第530回定期演奏会 7月22日
〔土〕
｜群馬音楽センター
〔日〕
｜太田市新田文化会館〈エアリスホール〉
■第43回東毛定期演奏会 7月23日

指揮： デリック・イノウエ
Conductor : Derrick Inouye

ヴァイオリン：堀米ゆず子
Violin : Yuzuko Horigome

カナダ生まれの指揮者デリック・イノウエは、
印象深く国際的な経歴とオー

5 歳からヴァイオリンを久保田良作氏のもとで始め、
1975 年より江藤俊哉

ケストラの指揮経験を豊富に持ち、
またオペラの世界においても輝かしい成

氏に師事。1980年桐朋学園大学卒業。
同年エリーザベト王妃国際音楽コン

果を挙げている。2003年にメトロポリタン・オペラでベルリオーズ「ベンヴェ

クールで日本人初の優勝を飾る。
以来ベルリン・フィル、
ロンドン響、
シカゴ響、

ヌート・チェッリーニ」
の新演出を指揮しデビューを飾って以来、
プッチーニ「ト

アバド、
小澤、
ラトルなど世界一流のオーケストラ、
指揮者との共演を重ねる。

スカ」
、
ドニゼッティ「ドン・パスクアーレ」
、
ベルリオーズ「ファウストの劫罰」
、
ワーグナー「ワルキューレ」
「ジークフリート」
などを指揮、
メット・イン・ザ・パー

世界中の音楽祭にも数多く招かれる。
室内楽にも熱心で、
ルドルフ・ゼルキ
ン、
アルゲリッチ、
ルイサダ、
クレーメル、
マイスキー、
今井信子、
メネセス、
ナイ
ディックなどと共演。2013年からイタリアのカメラータピチュナ、
2014 年から

クスでの「椿姫」
公演も指揮している。
2001 年から 2003 年には、
ニュルンベルク・オペラの第１カペルマイスター

はイギリスのケンブリッジに於いてマスタークラスも開催。

を務めた。
その他、
シュトゥットガルト・オペラ、
イングリッシュ・ナショナル・オ

日本では、
「モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ選集」
「ベートーヴェン：ヴァ

ペラ、
ニース・オペラ、
ニューヨーク・シティ・オペラ、
バンクーバー・オペラ、
ライ

イオリン・ソナタ全曲演奏」
「J.S. バッハ／ブラームスプロジェクト全 6 回」
など

プツィヒ放送管弦楽団、
フィンランド放送管弦楽団、
トロント交響楽団、
バン

多くのプロジェクトに取り組む。2016年秋には、
シェレンベルガー指揮カメ

クーバー交響楽団等としばしば共演。また、
カナダのレジナ交響楽団の音楽

ラータ・ザルツブルクとモーツァルトのヴァイオリン協奏曲全曲演奏会を東

監督も務めた。

京で開催し、
絶賛を浴びる。

日本においてはこれまでに、
群馬交響楽団のほか、
新日本フィル、
大阪フィ

レコーディング活動も活発で、2014年チェコ・フィルと収録した「ブラーム

ル、
京都市響、
名古屋フィル、
仙台フィル、
札幌響、
広島響等と共演。
セイジ・オ

ス：ヴァイオリン協奏曲、
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」
、2016 年
3月には、
オクタヴィア・レコードより「J.S. バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

ザワ松本フェスティバルにも招かれている。
デリック・イノウエは、
1985年に名誉あるヴィットリオ・グイ指揮コンクール

＆パルティータ全曲集」
をリリースした。

で優勝、
その後シエナのアカデミア・ムジカーレ・チギアナにおいてフランコ・

多くの国際コンクールの審査員にも招かれており、2016 年 5 月より仙台国

フェラーラに師事。1982年には、
タングルウッドで、
小澤征爾、
エリッヒ・ライン

際音楽コンクールヴァイオリン部門審査員長に就任。2015 年には、
春秋社よ

スドルフ等のもとでフェローシップ・コンダクターを務める。
初期の指揮法は

り著書「ヴァイオリニストの領分」
を刊行。現在、
ブリュッセル王立音楽院教

小澤征爾、
秋山和慶、
尾高忠明の下で日本の桐朋学園大学音楽学部において
学んだ。

授、
マーストリヒト音楽院教授。使用楽器は、
ヨゼフ・グァルネリ・デル・ジェス
（1741年製）
。

群響に客演実績の多いデリック・イノウエ
（1959年カナダ生まれ）
の2013年11月以来の登場。
日本の
「国際派のヴァイオリニスト」
のトップを
走り続ける堀米ゆず子との共演も久しぶりだ。
≪イドメネオ≫K.366（1781年初演）
はモーツァルトの数少ないオペラセリア
（古代の神話を
ベースにした歌劇）
の序曲。
チャイコフスキーの交響曲第4番は、
パトロンのメック夫人に内容を手紙で説明した創作秘話が独り歩きしている
が、
絶対音楽として聴くほうがより核心に近づける。
（音楽評論家：渡辺和彦）

第531回

定期演奏会
2017

9.17

SUN

■会場／群馬音楽センター
■開演 18:45（18:00開場）
指揮：大友直人（群響音楽監督）
Conductor : Naoto Otomo (Music Director)

ソプラノ：森 麻季
Soprano:Maki Mori

メゾ・ソプラノ：金子 美香
Mezzo soprano:Mika Kaneko

テノール：西村 悟
Tenor:Satoshi Nishimura

バリトン：青山 貴

Baritone:Takashi Aoyama

合唱：群馬交響楽団合唱団

（合唱指揮：阿部 純）
Chorus: Gunma Symphony Orchestra Choir
(Chorus Master: Yasushi Abe)
モーツァルト／交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」
W.A. Mozart／Symphony No. 35 in D Major, K. 385, "Haffner"

萩森英明／《航海記/Voyages》
Hideaki Haginomori／ " Voyages "

モーツァルト／レクイエム ニ短調 K.626
［ジュスマイヤー版］

W. A. Mozart／Requiem in D Minor, K.626 (completed F.X. Sussmayr)

群響のホームページをご覧ください。演奏会の情報などを更新しております。

http://www.gunkyo.com/

群響

