June 22, 23 2019

第 549 回

群馬交響楽団

第 47 回

定期
演奏会

東毛定期
演奏会

正統なるドイツ音楽の響きを堪能

Gunma
Symphony
Orchestra
指揮 円光寺雅彦

&

Conductor
Masahiko Enkoji
©K.Miura

フルート 高木綾子＊

ウェーバー

歌劇《魔弾の射手》J.277 序曲

Carl Maria von Weber／ Der Freischutz, J.277: Overture

ライネッケ

フルート協奏曲 ニ長調 作品283＊

Carl Reinecke／ Flute Concerto in D Major, Op. 283

メンデルスゾーン

交響曲 第3番 イ短調 作品56「スコットランド」

Felix Mendelssohn／ Symphony No. 3 in A Minor, Op. 56, MWV N19,
"Scottish"

前期
シーズン

2019

6.22 土
6.23 日

Flute
Ayako Takagi
©FUMI

群馬音楽センター 18:45開演（18:00開場）

2019

※プレ･コンサート･トーク 18:20～

桐生市市民文化会館 15:00開演（14:15開場）
チケット
発売日

2月1日
〔金〕

※プレ･コンサート･トーク 14:30～

※6/23
指定席

S 席 4,600円（指定）／ A 席 4,100円（指定）／ B 席 3,600円（指定）／ C 席 2,100円（自由）
※特別料金でのご購入は群響事務局へ（詳細裏面）。 ※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。
※18歳以下の方は一回券の料金が50％となります。
（対象：Ａ席、
Ｂ席、
Ｃ席）
ご購入は群響事務局へ

●お問い合わせ・ご予約 群馬交響楽団事務局
チケット購入 ☎027-322-4944
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
群響オンラインチケットサービス
http://www.e-tix.jp/gunkyo/gunkyo.html
※未就学児の入場はご遠慮ください。※演奏中の入場 ･ 再入場はできません。
※出演者 ･ 曲目等はやむを得ない事情により変更になる場合があります。

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）
独立行政法人日本芸術文化振興会

主催：公益財団法人 群馬交響楽団
後援：群馬県･群馬県教育委員会、高崎市･高崎市教育委員会（6/23除く）、
上毛新聞社、群馬テレビ、FM GUNMA
桐生市･桐生市教育委員会（6/23のみ）、桐生タイムス社（6/23のみ）
●群響の活動は

Facebook、

Twitter、

Instagramでも発信しています。

Prof i le s
Conductor

／

第549回定期演奏会／2019年6月22日〔土〕群馬音楽センター
第47回東毛定期演奏会／2019年6月23日〔日〕桐生市市民文化会館

Flute ／ Ayako Takagi

Masahiko Enkoji

指揮／円光寺

雅彦

フルート／

桐朋学園大学指揮科卒業。指揮を斎藤秀雄氏、ピアノを井口愛子氏に師事。
1980年ウィーン国立音楽大学に留学しオトマール･スウィトナー氏に師事。

高木 綾子

確かなテクニックと、個性溢れる音色、ジャンルを超えた音楽性で、注目を

集める実力派フルート奏者である。

1981年に帰国後、東京フィル副指揮者に就任。
1986年より1991年まで同団指揮
3歳よりピアノ、
8歳より
フルートを始める。東京芸術大学付属高校、東京芸術
■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〕
者を務める。
1989年より1999年まで仙台フィル常任指揮者としてオーケストラの飛
大学を経て、同大学院修了。

躍的な発展に貢献、その功績は高く評価されている。東京特別公演のライブをは

じめ、仙台フィルとの演奏は多数CD化されており、その演奏からも両者の密接な

日本管打楽器コンクール第1位、日本音楽コンクール第1位、新日鐵音楽賞、

ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール第3位、神戸国際フルートコ

関係を窺うことができる。

ンクール第３位など多数の受賞歴を誇る。

揮し好評を博すなど、両者の取り組みは高く評価された。NHK交響楽団、読売

トゥットガルト室内管、サンクトペテルブルク響、パリ室内管と共演。パリ室内

ともは る

指揮： 大友直人（群響音楽監督）
ピアノ：牛田智大
1998年より2001年まで札幌交響楽団正指揮者を務め、
2000年には東京公演を指
これまでに国内主要オーケス
トラとの共演はもとより、
新イタリア合奏団、
シュ
Conductor : Naoto Otomo
(Music Director)
Piano : Tomoharu
Ushida

日本交響楽団、東京フィル、新日本フィル、大阪フィル、札幌交響楽団をはじめ
管との共演で、パリデビューも果たしている。
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

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
とするほとんどの国内オーケストラ、海外では1992年プラハ交響楽団定期演奏会
CD録音も活発に行っており、
2000年3月にCDデビューし、以降多数リリース。

をはじめ、
1994年BBCウェールズ交響楽団、
1995年にはベルゲン･フィル、
1998年1

最新盤はモーツァルトのフルート四重奏曲全集(エイベックス・クラシック）。

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

月にはフランス･ブルターニュ管弦楽団に客演し、深い音楽性と適確な指揮で多く
現在、東京藝術大学准教授、洗足学園大学客員教授、日本大学藝術学部、武
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
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。20

の聴衆を魅了してきた。

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
蔵野音楽大学、
桐朋学園大学の非常勤講師として後進の指導にもあたっている。

テレビ等の番組にも定期的に出演するなど、幅広い活躍を続けている。

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」、201

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。

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
2011年から8年間にわたり務めた名古屋フィル正指揮者を2019年3月に退任。

CDデビュー。その後、2013年「想い出」、
「献呈〜リスト&ショ

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。

音楽主幹

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

●点字プログラムを会場にご用意しております。
●カセットテープによる曲目解説は2週間前
までに群響事務局までご連絡ください。

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）

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。至前橋

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
至新潟 長野

群馬音楽センターご案内

高松地下駐車場

図書館
群馬県高崎市高松町28番地2
金子園
もてなし広場 スズラン
※公演日前日までにお申込みください。
☎
高島屋
群馬音楽センター
和田橋
高崎シティ
●お申し込み･お問い合わせ
シネマテーク
P
ギャラリー
たかさき
高崎
城址地下駐車場入口
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（1
ガスト ラジオ高崎 オーパ
P
キッズわーるど・ぐんま
JTB
■交通のご案内
群馬シンフォニーホール

☎ 027-321-2100

027-322-4527

高崎総合医療
〜）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
センター

●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

マーケット
シティ桐生

線

G.S 50号バイパス
50

新桐生駅
50

●桐生市市民文化会館

TEL.0277-40-1500
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。
群馬県桐生市織姫町2-5

オーギュスタン･デュ

Conductor･Violin : Augustin D

広沢中学校

東武桐生

G.S

指揮･ヴァイオリン：

チャイコフスキー／
憂鬱なセレナード 作

交番

相生駅

G.S

122

G.S

JR桐生駅から徒歩9分／
東武新桐生駅から車で5分

商工会議所

桐生新田線

北関東自動車道／
太田桐生ICより国道50号にて20分

コンビニ

交番

桐生市市民文化会館

http://www.gunkyo.com/

※どちらの場所でも同じ座席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
C高崎シティギャラリー
D箕郷文化会館
E新町文化ホール
F榛名文化会館
G吉井文化会館
H高崎市倉渕支所（地域振興課内） I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

6/23 Pコード

■交通のご案内

至 足利
銀行

140-505
140-506

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）

次
回
公
演

東京オペラシティ公演

2019

7/11

〔木〕

東京オペラシティ
コンサートホール
18:30 開場
19:00 開演

第550回定期

2019

7/13

〔土〕

群馬音楽センター
18:00 開場
18:45 開演

至 太田藪塚IC

●交通のご案内

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
(Melancholy Serenade), Op. 26

ショーソン／詩曲 作品

Ernest Chausson / Poeme, Op.

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

Ludwig van Beethoven / Symp
B-Flat Major, Op. 60

群響

指揮／小林研一郎
（群響ミュージック･アドバイザー）

Conductor ／Ken-ichiro Kobayashi
（Music Adviser）

ヴァイオリン／木嶋真優＊
Violin／Mayu Kishima

チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35＊
Pyotr Tchaikovsky／ Violin Concerto in D Major, Op. 35

チャイコフスキー／交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
Pyotr Tchaikovsky／ Symphony No. 4 in F Minor, Op. 36

2.24

■会場／群馬音楽ホー
■開演18:45
（18:0

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。
検索
群響

●高崎市施設プレイガイド
（取扱時間 8:30 ～17:15）

☎ 0570-02-9999

桐生商業
高校

http://www.gunkyo.com/

http://www.e-tix.jp/gunkyo/gunkyo.html

6/22 Pコード

☎0277-40-1500

新川公園

桐生市役所

中通り大橋

●群響オンラインチケットサービス

群馬県桐生市織姫町2-5

至 足利・小山

昭和橋

027-322-4944

〒376-0024

JR両毛線

桐生駅

錦桜橋

●群馬交響楽団事務局（高崎市役所17階 平日10:00 ～18:00）

桐生市市民文化会館ご案内

2018

西桐生駅

桐生大橋

※ご購入後の座席変更、キャンセル、払い戻しはお受けできません。※チケット紛失の場合でも、
チケットの再発行はできません。※営利目的のチケット転売は、固くお断りいたします。

※ マークの駐車場は、演奏会にご来場されたお客様の駐車料金が約半額
（30分80円）
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
第535回定期演
になりますので、ご協力をお願いいたします。
桐生市市民文化会館 ご案内

わたらせ渓谷線
郵便局

チケットのお求め（プレイガイドのご案内）

至東京

美術館

上毛電鉄 赤
岩
橋

割引料金（S･A･B席は500円、C席は600円引き）が適用になります。希望される方はチケット購入
または定期会員申込みの際にお申し出ください。特別料金制度の取扱いは、群響事務局のみと
なります。（群響ホームページ、他のプレイガイドではお取扱いはありません）※詳しくはお問い合
わせください。

http://t.pia.jp

JR高崎駅西口から徒歩10分／関越自動

ワシントン
（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
ハープの泉
高崎市役所
ホテル
車道高崎インター・高崎玉村スマート
P
タゴスタジオ
城址第2地下
ノ協奏曲の最高傑作とされる。
（ 音 楽 評 論 家：渡 辺 和
駐車場入口
インターから車で20分
高崎市

定期演奏会の 特別料金制度（群響事務局扱いのみ）
●25歳以下の学生や児童･生徒の方

N

〒
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 高崎郵便局
（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
P（公園の地下）
【対象】0歳児から小学校低学年まで。
〒370-0829
NTT
17 中央
アル基金賞を受賞。
他の各氏に師事。
【料金】2,000円／人（保険料含む）

東 口

車椅子ご利用のお客様など、お手伝いの必
要な方は事前に群響事務局へお問い合わせ
ください。

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

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

高崎駅
西 口

☎027-322-4316

託児サービス

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

国道 号線

点字解説・音声解説

●チケットぴあ

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

円光寺雅彦の指揮でドイツ･ロマン派の神髄を存分に味わえる
プログラムである。円光寺は1992年7月の第303回定期以来実に27年
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
ぶりの登場となる。当時は若手指揮者の筆頭格であったが、
時を経て現在では、
円熟味を増
し安定感のある指揮ぶり
で定評がある。
フルー
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
トの高木綾子は言うまでもなく日本のフルーティ
ストの第一人者であ
り、今回もその華麗な輝か
くれるだろ
う。
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-しい音色を聴かせて
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

渡会裕之

チケット購入 ☎

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

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

