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東京
オペラシティ
公演

群馬交響楽団

第 550 回

定期
演奏会

コバケン×群響

響き渡るチャイコフスキー

Gunma
Symphony
Orchestra
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）
©山本倫子

ヴァイオリン 木嶋真優＊

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

前期
シーズン

2019

7.11木

Violin
Mayu Kishima

東京オペラシティコンサートホール
19:00開演（18:30開場）

2019

7.13 土

群馬音楽センター

18:45開演（18:00開場）

※プレ･コンサート･トーク 18:20～

©TANKA.

チケット発売日

2月1日
〔金〕

東京
オペラシティ
コンサートホール

S 席 5,700円（指定）／ A 席 4,600 円（指定） ※特別料金でのご購入は群響事
務局へ（詳細裏面）。 ※車椅子
B席 3,600円（指定）／ C 席 2,600円（指定） ご利用のお客様は、
群響事務局ま

群馬
音楽センター

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）

●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：

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

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：群馬県（7/11のみ）
、公益財団法人 群馬交響楽団、
後援：群馬県（7/11除く）
、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
●群響の活動は

Facebook、

Twitter、

Instagramでも発信しています。

Prof i le s
Conductor

／

東京オペラシティ公演／2019年7月11日〔木〕東京オペラシティコンサートホール
第550回定期演奏会／2019年7月13日〔土〕群馬音楽センター

Violin ／ Mayu Kishima

Ken-ichiro Kobayashi

群響ミュージック･
指揮／ 小林研一郎 ( アドバイザー )

東京藝術大学音楽学部作曲科および指揮科を卒業。第1回ブダペスト国際指揮

者コンクールで第1位、特別賞受賞。ハンガリー政府よりリスト記念勲章、ハンガ

リー文化勲章、星付中十字勲章、ハンガリー文化大使の称号を授与される。世

界有数の音楽祭に出演するほか、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団、チェ

コ･フィルハーモニー管弦楽団、アーネム･フィルハーモニー管弦楽団などの日本

公演の舵をとり、
2006年には日本フィルハーモニー交響楽団のヨーロッパ公演を
成功へと導いた。文化を通じた長年にわたる国際交流への貢献によって、
2011年

に文化庁長官表彰を受け、
2013年秋の叙勲では旭日中綬章が授与された。音楽
に対する真摯な姿勢と情熱的な指揮ぶりは
「炎のコバケン」
の愛称で親しまれ、数

ヴァイオリン／

木嶋 真優

2016年第１回上海アイザック・スターン国際ヴァイオリン・コンクールにて優勝。
2000年第8回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクール・ジュニア部門に

て日本人として最年少で最高位を受賞。
2011年ケルン国際音楽コンクールのヴァ
イオリン部門で優勝、あわせてその優れた音楽的解釈に対しDavid Garrett賞も
受賞した。
2012年春にはケルン音楽大学を首席で卒業。
2015年秋には同大学院

を満場一致の首席で卒業し、ドイツの国家演奏家資格を取得、
2016年秋には神
戸市より神戸市文化奨励賞を授与された。

レコーディングは、ウラディーミル・アシュケナージから強い推薦を受け、
「ア

シュケナージ＆ＮＨＫ交響楽団」
の“ツィガーヌ”に参加。そのほかソロCDは
「シャ

多くのオーケストラのポジションを歴任。
2005年からは社会貢献を目的とした
「コバ

コンヌ」
、
「Rise」
をリリース。

などのボランティアメンバーと共に全国でチャリティ公演も行っている。

楽など幅広く活動を行なっている。
2002年度文化庁海外派遣研修員。

ケンとその仲間たちオーケストラ」
で活動趣旨に賛同するプロ、アマチュア、学生
現在、日本フィルハーモニー交響楽団桂冠名誉指揮者、ハンガリー国立フィル

ハーモニー管弦楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団桂冠指揮者、読売日本
交響楽団特別客演指揮者、九州交響楽団名誉客演指揮者、東京藝術大学、東

現在日本とヨーロッパに拠点を置き、リサイタル、オーケストラとの共演、室内
使用楽器はNPO法人 イエロー・エンジェル、宗次コレクションより特別に貸与

されたAntonio Stradivari 1699 ”Walner”。

京音楽大学、リスト音楽院名誉教授、東京文化会館音楽監督。長野県芸術監督
団音楽監督。

音楽主幹

小林研一郎の演奏回数においては4月のベートーヴェンと肩を並べる、
チャイコフスキーの作品を取り上げる。ソロの木嶋真優は若手ヴァ
イオリニストのホープから本格派へと成長著しく、また小林の信頼も厚く過去でも度々共演を重ねていることから息の合った熱演を期待。
交響曲はこれもまた炎のコバケンの面目躍如といった選曲で、4月定期演奏会に続いての王道のプログラム･パート2といったところか。

渡会裕之

点字解説・音声解説
☎027-322-4316

☎ 027-321-2100

至前橋

N

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。

金子園

スズラン

群馬音楽センター

高崎シティ
ギャラリー

シネマテーク
たかさき
ガスト
P
JTB
群馬シンフォニーホール
高崎総合医療
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

もてなし広場

P
城址地下駐車場入口

高崎市役所
城址第2地下
駐車場入口

ハープの泉
タゴスタジオ

P

〒370-0829 群馬県高崎市高松町28番地2

☎027-322-4527
■交通のご案内

●群馬交響楽団事務局（高崎市役所17階 平日10:00 ～18:00）

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。

027-322-4944

●群響オンラインチケットサービス

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

●高崎市施設プレイガイド
（取扱時間 8:30 ～17:15）※東京オペラシティ
公演を除く
※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

オペラシティチケットセンターにおいても販売予定（発売日 2月中旬予定）

●チケットぴあ

http://t.pia.jp

☎ 0570-02-9999

7/11 Pコード
7/13 Pコード

141-708
141-669

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）

http://www.gunkyo.com/
次
回
公
演

ワシントン
ホテル

至東京

※ 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
出庫がスムーズになりますので、ご協
力をお願いいたします。

JR高崎駅西口から徒歩10分／関越自動車道高崎イ
ンター・高崎玉村スマートインターから車で20分

チケット購入 ☎

高崎
ラジオ高崎 オーパ

高崎市
美術館

●群馬音楽センター

チケットのお求め（プレイガイドのご案内）

※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。

高島屋

東 口

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

NTT

17 中央
図書館

和田橋

至新潟 長野

高松地下駐車場
P（公園の地下）

〒

高崎郵便局

高崎駅
西 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。

【対象】0歳児から小学校低学年まで。
【料金】2,000円／人（保険料含む）
※公演日前日までにお申込みください。
●お申し込み･お問い合わせ
キッズわーるど・ぐんま

群馬音楽センターご案内
国道 号線

●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。

託児サービス（音楽センターのみ）

群響

検索

9/1

第551回定期

2019

群馬音楽センター
〔日〕 18:00 開場 18:45 開演

指揮／大井剛史 ソプラノ／北原瑠美＊ メゾソプラノ／山下牧子＊
Conductor／Takeshi Ooi

テノール／ 望月

Soprano／Rumi Kitahara

哲＊

Tenor／ Tetsuya Mochizuki

バリトン／青山

Mezzo-Soprano／Makiko Yamashita

貴＊

Baritone／Takashi Aoyama

群馬交響楽団合唱団＊（合唱指揮：阿部 純）
Gunma Symphony Orchestra Choir

（Chorus Master: Yasushi Abe）

ドヴォルジャーク／スターバト・マーテル 作品58 B.71＊
Antonín Dvorák／ Stabat Mater, Op. 58, B. 71

