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平成２９年度群馬交響楽団賛助会への御加入について（お願い） 

 

 

 謹啓 皆様にはますます御清栄のこととお慶び申し上げます。  

 群馬交響楽団では、広く県民の皆様にオーケストラの運営を支えていただくとともに、

より多くの方々に演奏会を鑑賞していただくため、昭和５７年に賛助会員制度を創設し、

多くの方々から御支援をいただいております。 

 当楽団は、戦後間もなく誕生した地方オーケストラの草分けであり、「定期演奏会」や

各地での演奏会、児童・生徒を対象とした「移動音楽教室」や「高校音楽教室」、さらに

は「幼児移動音楽教室」など、子どもから大人まで、幅広い世代へ管弦楽を届けて参りま

した。 

創立７２周年目となる平成２９年度も、今まで以上に演奏力のレベルアップを図り、音

楽芸術の普及・発展に寄与する事業を通じて、本県の文化の向上と青少年の情操教育の振

興に努めてまいる所存です。 

 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、賛助会への御加入をお願い申し上げます。 

 

謹言 

 

 ●公益財団法人 群馬交響楽団 

住所：〒370-8501 高崎市高松町 35 番地 1  電話：027(322)4316 

E-mail：office@gunkyo.com  URL:http://www.gunkyo.com/ 



 

～ 賛助会制度について ～ 

【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

た、一口あたりの金額によりAとBの区分があります。 

 

【会員数（平成２９年１月１日現在）】  

５１７名（法人会員１６６名・個人会員３５１名） 

 

【会員期間】 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

【会費（１年間）】 

種 類 金 額 加入条件 

【参考】入場回数券の発行枚数 

（「演奏会の鑑賞機会の提供」を

選択された場合） 

法人会員（A） 100,000円／口 １口以上 ７０枚／口 

法人会員（B） 50,000円／口 １口以上 ３０枚／口 

個人会員（A） 20,000円／口 １口以上 １４枚／口 

個人会員（B） 10,000円／口 １口以上  ６枚／口 

 

【会員特典】 

会員特典として、「税制上の優遇措置」または「演奏会の鑑賞機会の提供（演奏会の鑑賞）」のいずれかをお選

びいただけます。また、会員の皆様のご芳名は、定期演奏会プログラム冊子で紹介させていただきます。（年２

回程度。匿名とすることも出来ます。） 

  



 

 

特典の種類 内 容 

税制上の 

優遇措置 

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

楽団は公益法人の認定を受け、特定公益増進法人にもなっております。） 

【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。 

演奏会の 

鑑賞機会 

の提供 

(演奏会の

鑑賞) 

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、お一人様が鑑賞いただけます。 

（回数券をお使いいただける演奏会は、最終頁の「平成 29 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。） 

 

  【入場回数券の発行枚数】 

法人会員（Ａ）：70枚／口 

法人会員（Ｂ）：30枚／口 

個人会員（Ａ）：14枚／口 

個人会員（Ｂ）： 6枚／口 

【お問い合わせ先】 

公益財団法人 群馬交響楽団 事務局 

〒370-8501 高崎市高松町35番地1（高崎市役所17F） 

電話：027-322-4316  FAX：(027)322-4943 

E-mail：office@gunkyo.com 



～ ご入会のお手続について ～ 

【加入方法】 

会費のご入金をもって入会とさせていただきます。 

別添の振込依頼書（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。（指定振込用紙

でのご入金の場合は、振込手数料無料でご入金いただけます。指定銀行及び金庫以外より振込みされる

場合は、振込手数料は群響で負担いたしますので、振込手数料を差し引いてご入金ください。） 

 

【記入要領】 

※記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●依頼日  ：振込依頼日をご記入ください。 

●振込先  ：ご希望の金融機関を○で囲んでください。 

●申込区分 ：【会員種別】   会員種別（法人 A or B，個人 A or B）を○で囲んでください。 

【会員特典】   希望される会員特典ごとに加入口数をご記入ください。 

【ご芳名掲載】  年に２回程度、会員様のご芳名を定期演奏会のパンフレットに掲載い

たします。法人および各種団体の会員様は原則掲載、個人会員様は原

則非掲載とさせていただきますが、個人会員様で掲載を希望される場

合は、チェックをお入れください。（法人および各種団体の会員様は、

チェックの有無にかかわらず、原則掲載させていただきます。） 

なお、法人様および各種団体様で、掲載を希望されない場合は、お

手数ではございますが、群響事務局までご連絡ください。 

【演奏会の案内】 演奏会のご案内をお送りする場合がございますが、その際、群響以

外の演奏会情報を希望されない場合はチェックをお入れください。 

●依頼人  ：氏名（法人名）・住所・電話番号・担当者様名（法人様の場合のみ）をご記入ください。 



～賛助会回数券のご利用方法について～ 
 

「演奏会の鑑賞機会の提供(演奏会の鑑賞)」の特典をお選びいただいた会員様には、定期演奏会や自主演

奏会等をご鑑賞いただける回数券をお渡しいたします。下記の内容をお読みいただき、ご利用ください。 

 

【使用上の注意】 

●回数券をご利用いただく場合には、予約受付期間中に、電話予約が必要となります。 

 （事前に予約をされていない場合は、ご入場いただけません。） 

●回数券１枚につき、１名様がご鑑賞いただけます。複数枚のご利用（複数人でのご鑑賞）も可能です。 

●回数券には利用期限がございます。当該年度以外の回数券は利用できませんのでご注意願います。 

●予約受付期間中であっても予定受付数に達した場合は、受付を締め切らせていただきます。 

●ご予約枚数の変更やキャンセル等につきましても、ご連絡をお願いします。 

●未就学児は御入場いただけません。（夏休みコンサートは除く） 

 

【電話予約方法】 

① 下記の連絡先にお電話いただき、賛助会回数券の予約の旨をお伝えください。 

 

●群馬交響楽団事務局 ０２７－３２２－４３１６ 

[受付時間 10:00～18:00 （土･日･祝祭日及び年末年始を除く）※予約受付最終日は 15:00 まで]  

※県民音楽のひろば（高崎を除く）につきましては、各会場にご連絡ください。  

 

② 以下の事項をお伝えください。 

  ●予約する演奏会名・日時 

  ●会員番号（法人○○○、個人○○○） 

  ●会員名（賛助会にご加入されている法人様、個人様のお名前） 

  ●ご利用枚数（鑑賞人数） 

  ●当日ご来場される方のお名前（代表者の方お一人で結構です。）  

 

③ 担当者より予約番号を申し上げますので、お手持ちの回数券の 

「予約番号」の枠内に、予約番号をご記入ください。 

 

 

【演奏会当日のご入場方法】 

① 当日、予約人数分の回数券をご持参ください。 

② 会場入口の「賛助会員受付」に回数券をお渡しください。 

③ 回数券と当日の演奏会チケットを交換いたします。（席種・席番号はお選びいただけません。） 



年　月　日 演　奏　会　名 会　　場
予約開始日・
問い合わせ先

平成29年4月15日(土) 第５２７回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 3月21日(火)

平成29年5月27日(土) 第５２８回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 4月17日(月)

平成29年6月17日(土) 第５２９回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 5月29日(月)

平成29年6月25日(日) 県民音楽のひろば（玉村）  玉村町文化センター（玉村町）
左記会場

☎0270-65-0600

平成29年7月15日(土) 第５５回まえばし市民名曲コンサート 前橋市民文化会館（前橋市） 6月12日(月)

平成29年7月22日(土) 第５３０回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 6月19日(月)

平成29年7月23日(日) 第４３回東毛定期演奏会  太田市新田文化会館（太田市） 6月19日(月)

平成29年8月6日(日) 県民コンサート 大泉町文化むら（大泉町） 7月3日(月)

平成29年8月13日(日) 2017群響サマーコンサート  群馬音楽センター（高崎市） 7月10日(月)

平成29年8月26日(土) 夏休みコンサート  群馬音楽センター（高崎市） 7月24日(月)

平成29年9月17日(日) 第５３１回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 8月14日(月)

平成29年10月14日(土) 第５３２回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 9月11日(月)

平成29年10月21日(土) 県民音楽のひろば（伊勢崎）  伊勢崎市境総合文化センター（伊勢崎市）
左記会場

☎0270-76-2222

平成29年11月25日(土) 第５３３回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 10月16日(月)

平成29年12月9日(土) 巡回第九演奏会（館林） 館林市文化会館（館林市） 11月6日(月)

平成29年12月13日(水) 東京オペラシティ公演  東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ（東京都新宿区） 11月13日(月)

平成29年12月23日(土・祝) 巡回第九演奏会（佐野）  佐野市文化会館（栃木県佐野市） 11月20日(月)

平成29年12月24日(日) 巡回第九演奏会（足利）  足利市民会館(栃木県足利市) 11月20日(月)

平成30年1月8日(月・祝) 県民音楽のひろば（渋川）  渋川市民会館（渋川市）
左記会場

☎0279-24-2261

平成30年1月20日(土) 第５６回まえばし市民名曲コンサート 前橋市民文化会館（前橋市） 12月4日(月)

平成30年1月27日(土) 第５３４回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 12月11日(月)

平成30年1月28日(日) 第４４回東毛定期演奏会  桐生市市民文化会館（桐生市） 12月11日(月)

平成30年2月18日(日) 県民音楽のひろば（桐生）  桐生市市民文化会館（桐生市）
左記会場

☎0277-40-1500

平成30年2月24日(土) 第５３５回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 1月22日(月)

平成30年3月4日(日) 県民音楽のひろば（高崎）  榛名文化会館（高崎市） 2月5日(月)

平成30年3月17日(土) 第５３６回定期演奏会  群馬音楽センター（高崎市） 2月13日(火)

平成30年3月18日(日) 東京公演  すみだトリフォニーﾎｰﾙ（東京都墨田区） 2月13日(火)

平成30年3月25日(日) 県民音楽のひろば（富岡）  富岡市かぶら文化ホール（富岡市）
左記会場

☎0274-60-1230

平成30年3月31日(土) 県民音楽のひろば（沼田）  利根沼田文化会館（沼田市）
左記会場

☎0278-24-2935

●ご鑑賞いただく場合は電話予約が必要となります。（予約方法は前頁をご覧ください）

●7/22・23（２公演）、1/27・28（２公演）、3/17・18（２公演）については、それぞれ同じ演奏曲目になります。

●本日程表は、やむを得ない事情により変更となる場合がございます。

●出演者・曲目等は群響ホームページ（http://www.gunkyo.com）をご覧ください。

平成29年度　賛助会回数券 ご利用対象演奏会一覧


