指揮

大友直人（群響音楽監督）

Conductor : Naoto Otomo (Music Director)

×
ピアノ

牛田智大

Piano : Tomoharu Ushida
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■チケット 発売日 10月2日（月）

S 席 ¥4,600（指定）
B 席 ¥3,600（指定）

／
／

A 席 ¥4,100（指定）
C 席 ¥2,100

※1/27（自由）

1/28（指定）

※車椅子ご利用のお客様は、群響事務局までお問い合わせください。

■プレイガイド

※どちらの場所でも同じ座席

●高崎市施設プレイガイド（1/27公演）取扱時間 8：30〜17：15 をお売りしております。
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 榛名文化会館
☎ 027-374-5001
Ｆ 新町文化ホール
☎ 0274-42-9133
Ｇ 吉井文化会館
☎ 027-387-3211
Ｈ 高崎市倉渕支所（地域振興課内）
☎ 027-378-4522
Ｉ 高崎市群馬支所（地域振興課内）
☎ 027-373-2604

※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。

●桐生市市民文化会館（1/28公演）

※定休日：火曜日

☎ 0277-22-9999

●チケットぴあ ☎ 0570-02-9999 1/27
1/28
http://www.ｔ.pia.jp

Pコード
Pコード

340-105
340-106

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

﹁ヘドウィッグのテーマ﹂﹁ハリーの不思議な世界﹂

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〜

ジョン・ウィリアムズ／ 映画
︽ハリー・ポッターと賢者の石︾
組曲 から

開演18:45（開場18:00）

John Williams / “Hedwig's Theme”&“Harry's Wondrous World” from Suite for Orchestra
“Harry Potter And The Sorcerer's Stone”

会場／群馬音楽センター

Sergey Prokofiev / Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26

【土曜日】

プロコフィエフ／ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品

1.27

SAT

Aaron Copland /Appalachian Spring: Suite

534th Subscription Concert

コープランド／ バレエ組曲︽アパラチアの春︾

定期演奏会

ガーシュ ウィン／ パリのアメリカ人

George Gershwin /An American in Paris

第534回

2018年

群馬交響楽団

群響2018.1.27〔土〕･28〔日〕

ⒸRowland Kirishima

ⒸAriga Terasawa ＜衣装＞ 企画：
（株）オンワード樫山 縫製：グッドヒル
（株）

助成：

第44回

東毛定期演奏会
44th TOMO Subscription Concert

1.28

2018 年

SUN

【日曜日】

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〜

■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。
※演奏中の入場･再入場はできません。

後援／群馬県・群馬県教育委員会、高崎市・高崎市教育委員会（1/27）
・上毛新聞社・群馬テレビ・FM GUNMA、桐生タイムス社（1/28）

■第534回定期演奏会 1月27日〔土〕
｜群馬音楽センター
｜桐生市市民文化会館〈シルクホール〉
■第44回東毛定期演奏会 1月28日〔日〕

ともは る

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

ピアノ：牛田智大
Piano : Tomoharu Ushida

現在、群馬交響楽団音楽監督、東京交響楽団名誉客演指揮者、京都市

1999年10月いわき市生まれ。父親の転勤に伴い、生後すぐ上海に移り6歳

交響楽団桂冠指揮者、琉球交響楽団音楽監督。また、2004年から8年間に

まで滞在。幼少の頃より音楽に非凡な才能をみせ、3歳よりピアノを始める。5

わたり、東京文化会館の初代音楽監督を務めた。

歳で第2回上海市琴童幼儿鋼琴電視大賽年中の部第1位受賞。8歳の時から

在京オーケストラの定期演奏会にとどまらず、これまでにコロラド交響楽

5年連続でショパン国際ピアノコンクール in ASIAで1位受賞。2012年（12

団、インディアナポリス交響楽団、ロイヤル･ストックホルム･フィルハーモ

歳）、第16回浜松国際ピアノアカデミー･コンクールにて最年少1位受賞。

ニー管弦楽団などに招かれ、2012年3月にはハワイ交響楽団のオープニン

2012年3月に日本人ピアニストとして最年少（12歳）でユニバーサルより

グコンサートを指揮、以降定期的に客演し、同年6月にはロレーヌ国立管弦

CDデビュー。その後、2013年「想い出」、
「献呈〜リスト&ショパン名曲

楽団の定期公演に客演、絶賛された。2013年にはエネスク国際音楽祭に招

集」、2014年「トロイメライ〜ロマンティック･ピアノ名曲集」、2015年「愛の

かれ「弦楽八重奏op.7」を演奏。
〝繰り返し演奏されているが、今回の演奏

喜び」、2016年「展覧会の絵」を発売。
「愛の喜び」と「展覧会の絵」は、レ

は最高の演奏＂〝日本のオーケストラ演奏が西洋音楽への新しい希望を見

コード芸術で特選盤に選ばれている。

出した＂と評され、欧米での活躍にも大きな期待が寄せられている。

各地でのリサイタルを行うほか、2014年にウィーン･カンマー･オーケスト

オペラにも力を入れており、1988年日生劇場における《魔弾の射手》での

ラ、2015年にミハイル･プレトニョフ指揮ロシア･ナショナル管弦楽団、2016

オペラデビュー以来、オペラの指揮も高く評価されている。特に、2006年8

年10月に小林研一郎指揮ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団の各日

月にプッチーニ音楽祭にて三枝成彰作曲オペラ《Jr.バタフライ》
（2014年

本公演ソリストを務め絶賛された。2014年9月に初の海外公演を行い、台湾

にも同音楽祭で再演）や、2013年1月には同作曲家のオペラ《KAMIKAZE-

の高雄市交響楽団と共演、2017年3月にはバンコクにてタイ･フィルハーモ

神風-》の世界初演、そして2014年1月には千住明作曲新作オペラ《滝の白

ニック管弦楽団と共演した。

糸》を指揮し、大きな話題となった。近年では教育的活動にも力を注ぎ、国

上海にて陳融楽（現在バンクーバー在住）、鄭曙星（上海音楽学院教授･

際音楽セミナー｢ミュージック･マスターズ・コース・ジャパン｣を盟友である

ピアノ学科長）、日本にて金子勝子（昭和音楽大学･大学院教授）の各氏に

指揮者アラン･ギルバートと毎年開催するなど、活発な活動を行っている。

師事。現在、モスクワ音楽院ジュニア･カレッジに在籍。ユーリ･スレサレフ

2000年第8回渡邉暁雄音楽基金音楽賞、2008年第7回齋藤秀雄メモリ

（モスクワ音楽院教授）、ウラディミル･オフチニコフ（モスクワ音楽院教授）

アル基金賞を受賞。

他の各氏に師事。

近･現代アメリカとロシアの人気作品ばかりの楽しい一日。ハリウッドの映画音楽作曲家からスタートしたジョン･ウィリアムズ（1932
〜）は、今では「スター･ウォーズ組曲」
「シンドラーのリスト」などがクラシック･レパートリーに組み込まれている。
ピアノの牛田智大
（うしだ ともはる）は1999年10月生まれの天才少年ピアニストとしてテレビでもお馴染み。
プロコフィエフ作品26は彼の5曲あるピア
ノ協奏曲の最高傑作とされる。
（音楽評論家：渡辺和彦）

桐生市市民文化会館 ご案内

2018

西桐生駅

JR両毛線

上毛電鉄 赤
岩
橋

桐生駅

至 足利・小山

新川公園

至 足利

桐生市役所
桐生商業
高校

銀行

コンビニ

交番

桐生市市民文化会館

G.S
G.S

新桐生駅
50

●桐生市市民文化会館
群馬県桐生市織姫町2-5

至 太田藪塚IC

●交通のご案内

TEL.0277-40-1500

広沢中学校

線

G.S 50号バイパス
50
交番

東武桐生

■会場／群馬音楽ホール
■開演18:45（18:00開場）

指揮･ヴァイオリン：

オーギュスタン･デュメイ

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

Pyotr Tchaikovsky / Serenade melancolique
(Melancholy Serenade), Op. 26

ショーソン／詩曲 作品25
Ernest Chausson / Poeme, Op. 25

ラヴェル／ツィガーヌ
Maurice Ravel / Tzigane

ベートーヴェン／
交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
Ludwig van Beethoven / Symphony No.4 in
B-Flat Major, Op. 60

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

SAT

チャイコフスキー／
憂鬱なセレナード 作品26
桐生新田線

122

2.24

Conductor･Violin : Augustin Dumay
昭和橋

錦桜橋

中通り大橋

商工会議所

桐生大橋

わたらせ渓谷線
郵便局

マーケット
シティ桐生
G.S

相生駅

第535回定期演奏会

