
2017年 群馬交響楽団 ベートーヴェン第九演奏会  

 

群馬交響楽団は、県内のみならず北関東でも多くのファンに支えられて今日まで活動してまい

りました。群馬・栃木の両毛地域における群響第九演奏会は、前橋市から始まり、栃木県の足利

市、佐野市へ活動地域を広げています。 

特に、地域に根ざした活動を目的の一つとしている群馬交響楽団は、地域で活動する市民合唱

団との共演により、各地域の文化活動に貢献しています。 

日本独自の風物詩となった12月恒例の第九演奏会に、群馬交響楽団は本年は全7公演(主催3公

演)に出演します。 

 

○開催日・会場 

 

2017年12月 2日（土）14:00開演 伊勢崎市文化会館(伊勢崎市) 

           第28回伊勢崎第九演奏会 

 

    12月 3日（日）14:00開演 ベイシア文化ホール（前橋市） 

           前橋第九合唱団 第45回演奏会 

 

    12月 9日（土）14:00開演 館林市文化会館（館林市）＊ 

           群響巡回演奏会 第31回館林第九演奏会 

 

    12月16日（土）18：30開演 群馬音楽センター（高崎市） 

           第44回高崎第九演奏会 

 

    12月17日（日）15：00開演 川口総合文化センター・リリア（埼玉県川口市） 

           川口第九を歌う会 「第九」演奏会 

 

    12月23日（土･祝）14:00開演 佐野市文化会館（栃木県佐野市）＊ 

           群響巡回演奏会 第25回佐野第九演奏会 

 

    12月24日(日) 14:00開演 足利市民会館（栃木県足利市）＊ 

           群響巡回演奏会 第38回足利第九演奏会 

 

  合計7ヶ所計7回公演 ＊主催公演 

 

  



○2017 群馬交響楽団 第九巡回演奏会（主催公演） 

① 群響巡回演奏会（館林）第 31 回館林第九演奏会 

日時： 2017年12月9日〔土〕開演14:00（開場13:30） 

会場： 館林市文化会館 大ホール 〒374-0018 群馬県館林市城町3番1号 Tel0276-74-4111 

チケット： 全席自由 一般3,100円・学生1,500円 

指揮： 松尾葉子 

ソプラノ： 石上朋美 メゾ･ソプラノ： 三輪陽子 テノール： 城 宏憲 バリトン：多田

羅迪夫 

合唱： 館林第九合唱団、館林市立第一中学校3年生、館林市立第二小学校６年生、館林市少

年少女合唱団 

合唱音楽監督： 多田羅迪夫 

管弦楽： 群馬交響楽団 

曲目： 館林市歌（ピアノ伴奏）作詞：土岐善麿 作曲：信時 潔 編曲：遠藤雅夫  

ベートーヴェン／ 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」 

主催： (公財)群馬交響楽団・館林第九合唱団 

助成： 文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業） 

お問い合わせ： 館林第九合唱団 事務局長（篠村宏明）080-5538-8619 

        群馬交響楽団 027-322-4316  http://www.gunkyo.com/ 
 

② 群響巡回演奏会（佐野） 第25回佐野第九演奏会 

日時： 2017年12月23日（土・祝）14:00開演（開場13:30） 

会場： 佐野市文化会館 〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町508番地5 Tel 0283-24-7211 

チケット： 全席自由 一般3,600円 学生1,500円 

指揮： 阪 哲朗 

ソプラノ: 中嶋彰子 カウンターテナー: 藤木大地 テノール： 吉田浩之 バリトン： 三

原 剛 

合唱： 佐野第九合唱団 

合唱指揮： 佐藤 和男 

管弦楽： 群馬交響楽団 

曲目： ベートーヴェン／ 序曲≪コリオラン≫ 作品62 

    ベートーヴェン／ 交響曲 第９番 ニ短調 作品 125「合唱付き」 

主催： (公財)群馬交響楽団・佐野市民合唱団“Voice” 

助成： 文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業） 

お問い合わせ： 白銀園（猪脇禮子） 0283-22-0273 

        群馬交響楽団 027-322-4316  http://www.gunkyo.com/ 
 

③ 群響巡回演奏会（足利） 第 38 回足利第九演奏会 

日時： 2017年12月24日（日）14:00開演（開場13:15） 

会場： 足利市民会館 〒326-0801 栃木県足利市有楽町837 Tel 0284-41-2121 

チケット： 全席指定 S3,600円 A3,100円 B2,100円 C1,500円（学生席） 

指揮： 阪 哲朗 

ソプラノ: 中嶋彰子 カウンターテナー: 藤木大地 テノール： 吉田浩之 バリトン： 三

原 剛 



合唱： 足利市民合唱団 

合唱指揮： 初谷 敬史 

管弦楽： 群馬交響楽団 

曲目： ベートーヴェン／ 序曲≪コリオラン≫ 作品62 

    ベートーヴェン／ 交響曲 第９番 ニ短調 作品 125「合唱付き」 

主催： (公財)群馬交響楽団・足利市民合唱団 

助成： 文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業） 

お問い合わせ： 足利市民会館 0284-41-2121 

群馬交響楽団 027-322-4316  http://www.gunkyo.com/ 

 

○群馬交響楽団の出演する第九演奏会 

④  伊勢崎第九合唱団第28回演奏会 

2017 年 12 月 2 日（土）開演 14:00（開場 13:30） 

会場： 伊勢崎市文化会館 〒372-0014 群馬県伊勢崎市昭和町 3918 Tel 0270-23-6070   

チケット： 一般（前売り）3,000 円 （当日）3,400 円  

      高校生以下（前売り）1,500 円 （当日）1,800 円 

      座席予約券 1,000 円 

指揮者： 大友直人 

ソプラノ： 平井香織 アルト： 小川明子 テノール： 樋口達哉、バリトン： 大沼徹 

合唱：伊勢崎第九を歌う会 

合唱指導：角田和弘、朝倉美幸、佐藤貴子 

管弦楽： 群馬交響楽団 

曲目：ベートーヴェン／ バレエ音楽≪プロメテウスの創造物≫序曲 

ベートーヴェン／ 交響曲第 9 番 ニ短調 作品 125「合唱付」 

主催：伊勢崎第九を歌う会 

問合せ：伊勢崎第九を歌う会（尾内）0270-25-4377 

 

⑤ 前橋第九合唱団第45回演奏会 

2017 年 12 月 3 日（日） 開演 14:00（開場 13:30） 

会場：ベイシア文化ホール 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町 1-10-1 TEL:027-232-1111  

チケット：SS:￥4,500 S\4,000 A\3,000 B\2,500 高校生以下各 500 円引 

指揮： 大友直人 

ソプラノ： 平井香織 アルト： 小川明子 テノール： 樋口達哉、バリトン： 大沼徹 

合唱： 前橋第九合唱団  

合唱指導： 山田哲夫、髙田葉月、大谷瑞枝 

管弦楽： 群馬交響楽団 

曲目： ヴァーグナー／ 歌劇≪タンホイザー≫から「歌の殿堂をたたえよう」 

ベートーヴェン／ 交響曲第９番ニ短調作品 125「合唱付」 

主催： 前橋第九公演実行委員会 

問い合わせ： 前橋第九合唱団事務局 TEL・FAX 027-224-7331 

       http://www.maebashi-daiku.sakura.ne.jp/index.html 

 



⑥ 高崎第九合唱団第44回演奏会 

2017 年 12 月 16 日（土） 開演 18:30（開場 17:45） 

会場： 群馬音楽センター 〒370-0829 群馬県高崎市高松町 28-2 TEL 027-322-4527  

チケット：【一般・学生共通】指定席 Ｓ席 5,000 円 Ａ席 4,500 円 Ｂ席 4,000 円 

              自由席 C 席 3,000 円 

指揮： 高関健 

ソプラノ： 中嶋彰子 メゾ・ソプラノ： 加納悦子 テノール： 与儀 巧 バリトン： 小森

輝彦 

合唱： 高崎第九合唱団 

合唱指導： 赤羽洋子、瀧川幸恵、木村留美、岸 裕之 

管弦楽： 群馬交響楽団 

曲目： ヘンデル／ オラトリオ≪メサイア≫から 「ハレルヤ」 

    ボロディン／ 歌劇≪イーゴリ公≫から「ダッタン人の踊り」 

    ベートーヴェン／ 交響曲第９番ニ短調作品 125「合唱付」 

主催： NPO 法人高崎第九合唱団 http://www.takasaki9.com/ 

チケット専用（9～18 時）： 080-2563-5611 070-4455-2190  

 

 

⑦ 川口第九を歌う会 リリア第九演奏会 

2017 年 12 月 17 日（日） 開演 15:00（開場 14:30） 

会場： 川口総合文化センター・リリア 〒332-0015 埼玉県川口市川口 3-1-1 TEL 048-258-2000 

チケット： 全席指定 S 席 5,000 円 A 席 4,000 円 B 席 3,000 円 

指揮： 高関健 

ソプラノ： 中嶋彰子 メゾ・ソプラノ： 加納悦子 テノール： 与儀 巧 バリトン： 小森

輝彦 

合唱： 川口第九を歌う会 

管弦楽： 群馬交響楽団 

曲目： ウェーバー／ 歌劇「魔弾の射手」序曲 

    ベートーヴェン／ 交響曲第９番ニ短調作品 125「合唱付」 

主催： 川口総合文化センター・リリア https://lilia.or.jp/event/986 

問合せ： リリア・チケットセンター048-254-9900 

 

※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ります。 

※未就学児の入場はご遠慮ください。 

 


