指揮・ヴァイオリン

オーギュスタン・デュメイ
Conductor･Violin : Augustin Dumay

群馬交響楽団

定期演奏会

チャイコフスキー／ 憂鬱なセレナード 作品

25

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

4

ショーソン／ 詩曲 作品

Ernest Chausson / Poeme, Op. 25

ラヴェル／ ツィガーヌ

Maurice Ravel / Tzigane

Ludwig van Beethoven / Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60

ベートーヴェン／ 交響曲 第 番 変ロ長調 作品

ⒸToshiyuki Urano

／
／

A 席 ¥4,100（指定）
C 席 ¥2,100（自由）

※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

●高崎市施設プレイガイド 取扱時間 8：30〜17：15

※どちらの場所でも同じ座席を
お売りしております。

☎ 027-322-4527
☎ 027-325-0681
☎ 027-328-5050
☎ 027-371-7211
☎ 027-374-5001
☎ 0274-42-9133
☎ 027-387-3211
☎ 027-378-4522
☎ 027-373-2604

群馬音楽センター
高崎市文化会館
高崎シティギャラリー
箕郷文化会館
榛名文化会館
新町文化ホール
吉井文化会館
高崎市倉渕支所（地域振興課内）
高崎市群馬支所（地域振興課内）

※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。

●チケットぴあ
http://ｔ.pia.jp

☎ 0570-02-9999

Pコード

340-108

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

第535回
535th Subscription Concert

2018年

2.24

SAT

【土曜日】

会場／群馬音楽センター
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 10月2日（月）

S 席 ¥4,600（指定）
B 席 ¥3,600（指定）

助成：

開演18:45（開場18:00）

26

60

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ

群響2018.2.24〔土〕

■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・上毛新聞社・群馬テレビ・FM GUNMA

■第535回定期演奏会 2018年2月24日〔土〕｜群馬音楽センター

指揮・ヴァイオリン：オーギュスタン・デュメイ
Conductor･Violin : Augustin Dumay

各国の批評家たちはオーギュスタン･デュメイを20世紀の巨匠たち

ここ10年ほどは、国際的ヴァイオリニストとして実績を重ねると共に

になぞらえ、
「 偉大な伝統の継承者」
と評する。
これは、
ドイツ･グラモ

指揮者としてもコンサート･録音の双方で活発に活動しており、
イギリス

フォンでの傑出した録音の数々によって裏付けられている。
マリア･ジョ
アン･ピリスとのベートーヴェンのヴァイオリン･ソナタ全曲は
「グリュミ
オー＆ハスキル、
メニューイン＆ケンプ、パールマン＆アシュケナージに
匹敵することは確か」
（インターナショナル･ピアノ誌）、
ブラームスのピア
ノ三重奏曲は
「デュメイの演奏にはミルシテインの遺産が見事に継承さ
れている」
（グラモフォン誌）、
カメラータ･ザルツブルクとのモーツァルト
の協奏曲は
「疑いもなく史上もっとも優れたモーツァルトのヴァイオリン
協奏曲の録音である」
（クラシックCD誌）であり
「スターンやグリュミ
オーに比肩する類い稀なモーツァルト弾きであることがはっきりした」
（クラシカ誌）
と評された。
デュメイは、ヘルベルト･フォン･カラヤンに見出されてベルリン･フィ
ルと共演、EMIで録音して
（メンデルスゾーン、
チャイコフスキー、
サン＝
サーンス、
ラロの協奏曲）一躍注目を浴びた。
その後も、世界の名だたる
オーケストラと当代きっての指揮者のもとで共演を重ねている。
これま
でに、ベルリン･フィル、
フランス国立管、
日本フィル、
イギリス室内管、
ロ
ンドン響、
ロンドン･フィル、
ロイヤル･フィル、
ロイヤル･コンセルトヘボウ
管、
ロサンジェルス･フィル、
モントリオール響、
スイス･ロマンド管、
マー
ラー･チェンバー･オーケストラ、バイエルン放送響ほかと演奏、指揮者
ではサー･コリン･デイヴィス、
クリストフ･フォン･ドホナーニ、小澤征爾、
ゲンナジー･ロジェストヴェンスキー、
ヴォルフガング･サヴァリッシュ、
ダ
ニエル･ハーディング、
アルミン･ジョルダン、
クルト･マズア、
エリアフ･イ
ンバル、
エマニュエル･クリヴィヌ、
ラファエル･クーベリック、
イーゴリ･マ
ルケヴィチ、シャルル･デュトワ、イヴァン･フィッシャー、
フランス･ブ
リュッヘン、
ケント･ナガノ、
クルト･ザンデルリンク、エフゲニー･スヴェト
ラーノフ、
アラン･ギルバート、
デニス･ラッセル･デイヴィス、
アンドリュー･
デイヴィス、ステファン･ドヌーヴ、エイヴィン･グルベルグ･イェンセン、
ユッカ＝ペッカ･サラステ、ユーリ･テミルカーノフ、
デイヴィッド･ジンマ
ン、
アラン･アルティノグル、
ロビン･ティチアーティと共演している。

室内管、
ニュージャージー響、
シンフォニア･ヴァルソヴィアなどに定期
的に招かれている。2003年以来、
ベルギーのワロニー王立室内管の音
楽監督を務め、2011年には関西フィルの音楽監督に就任した。関西
フィルは、2015年5月にデュメイの指揮のもと初のヨーロッパ･ツアーを
行い、
ドイツ
（デュッセルドルフ･トーンハレおよびヴュルツブルク･モー
ツァルト音楽祭）、
スイス
（ピエール･ジアナダ財団美術館）、
イタリア
（ブ
レシア･ベルガモ国際ピアノ音楽祭）
で演奏した。
2004年からは、
ブリュッセルのエリーザベト王妃音楽学校のマス
ター･イン･レジデンスとして才能ある若いヴァイオリニストたちを指導、
その多くが主要な国際コンクールで入賞している。
「カストラート」や「王は踊る」で知られる映画監督ジェラール･コルビオ
が、
ドキュメンタリー映画「オーギュスタン･デュメイ−心の軌跡 Augustin
Dumay, laisser une trace dans le coeur」を制作している。
録音はワーナー、
ドイツ･グラモフォン、
オニックスなどのレーベルから
40タイトルほどがリリースされており、
そのほとんどがグラモフォン賞、
オーディオファイル･オーディション、
ドイツ･シャルプラッテン批評家賞、
フランスのグランプリ･デュ･ディスク、
レコード･アカデミー賞などを受
賞している。
オニックスでは、関西フィルと録音した2タイトルのほか、
ピアノのルイ･
ロルティとフランク／ R. シュトラウスのソナタ（ストラド誌で「現
代 屈 指 のヴァ イ オ リ ニ ス ト」と 評 さ れ た）、ブ ラ ー ム ス の ソ ナ タ
（ガーディアン紙で「大切なディスク」と表された）を録音している。
最新のCDは2015年5月にリリースしたもので、ベートーヴェ
ンのヴァイオリン協奏曲、交響曲第8番、ブラームスの弦楽六重
奏曲第1番が収録され、ソリスト･指揮者･室内楽奏者というデュ
メイの3つの顔を披露している。2016年5月にモントリオール交
響楽団と録音したバルトークの協奏曲第2番がリリースされた。

楽団と録音したバルトークの協奏曲第2番がリリースされた。

指揮者＆ヴァイオリニストとしてのデュメイの群響定期客演は、2015年10月に続いて2度目。前半はソリストとして“弾き振り”、後半に本格
的な指揮を披露する。本格的な現役ソリストで指揮も兼任したヴァイオリニストの例として、古くはオイストラフ、
メニューイン、近年ではカン
トロフがいるので珍しくない。
デュメイの指揮は主張がかなりはっきりして明確なので、
とても面白い。
（ 音 楽 評 論 家：渡 辺 和 彦 ）

次回公演

群馬音楽センターご案内
●群馬音楽センター
高崎市高松町28番地2

至前橋

N

国道

TEL.027-322-4527

高崎郵便局

NTT

17 中央
図書館

和田橋

もてなし広場

群馬シンフォニーホール

高崎市役所
城址第2地下
駐車場入口

P

ハープの泉

JTB

ガスト

ラジオ高崎

ワシントン
ホテル
高崎市
美術館

SAT

■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)
ピアノ：小川典子 Piano: Noriko Ogawa

ラヴェル／ピアノ協奏曲 ト長調
Maurice Ravel / Piano Concerto in G Major

ヴォーン･ウィリアムス／
交響曲 第2番「ロンドン交響曲」

Vaughan Williams / Symphony No. 2, "A London Symphony"
至東京

※都合によりソリストと一部曲目を変更いたしました。何卒ご理
解いただきますようお願いいたします。

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/

3.17

Edward Elgar / Cockaigne, Op. 40, "In London Town"
東 口

P

P
城址地下駐車場入口

2018

エルガー／
序曲≪コケイン≫ - ロンドンの下町で 作品 40

高島屋

群馬音楽センター

高崎シティ
ギャラリー
高崎総合医療
センター

金子園

スズラン

高崎駅
西 口

P
※●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。

至新潟 長野

高松地下駐車場
P（公園の地下）

〒

号線

●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

第536回定期演奏会

群響

