
群馬交響楽団

指揮 高関 健
（群響名誉指揮者）

J.Sバッハ（マーラー編曲）
J.Sバッハの管弦楽作品による組曲
Johann Sebastian Bach（arr. Mahler）／ Suite aus den Orchesterwerken

マーラー
交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」【マーラー新全集版】
Gustav Mahler／Symphony No. 7 in E Minor（Mahler’s New complete Edition）

Conductor
Ken Takaseki 

（Conductor Emeritus）

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

2019  5.25土 18:45開演（18:00開場） 

群馬音楽センター ※プレ･コンサート･トーク 18:20～

●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。　

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
　　　上毛新聞社、群馬テレビ、ＦＭ ＧＵＮＭＡ

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助成：

●群響の活動は   Facebook、   Twitter、 Instagramでも発信しています。

高関×群響 「夜の歌」
～12年振りの再演 感動を再び～
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Conductor ／ Ken TAKASEKI

　京都市交響楽団常任首席客演指揮者（2014年4月～）、東京シティ･フィ
ルハーモニック管弦楽団常任指揮者（2015年4月～）、仙台フィルハーモ
ニー管弦楽団レジデント･コンダクター（2018年4月～）、静岡交響楽団
ミュージック･アドヴァイザー（2018年4月～）。
　広島交響楽団音楽監督･常任指揮者（1986-1990年）、新日本フィル正
指揮者（1994-2001年）、大阪センチュリー交響楽団常任指揮者（1997-
2003年）、群馬交響楽団音楽監督（1993-2008年／現在･名誉指揮者）、
札幌交響楽団正指揮者（2003-2012年）などを歴任。
　桐朋学園大学在学中の1977年にカラヤン指揮者コンクールジャパンで
優勝。翌年同大学卒業後、ベルリン･フィル･オーケストラ･アカデミーに留
学、1985年までカラヤンのアシスタントを務めた。
　1981年タングルウッド音楽祭でバーンスタイン、小澤征爾らに指導を受
け、同年ベルゲン交響楽団を指揮してヨーロッパ･デビュー。
　1983年ニコライ･マルコ記念国際指揮者コンクール第2位。1984年ハン
ス･スワロフスキー国際指揮者コンクール優勝を経て、1985年1月に日本

フィル定期演奏会で日本デビュー。国内オーケストラはもとより、ウィーン
交響楽団、オスロ･フィル、デンマーク国立放送交響楽団、ベルリン･ドイ
ツ交響楽団、クラングフォーラム･ウィーン、プラハ放送交響楽団、ケルン
放送交響楽団などに客演。2017年4月には2013年2月に続きサンクトペテ
ルブルグ･フィル定期演奏会を指揮、ロシアの名門オーケストラから豊潤な
響を引き出し、聴衆や楽員から再び大絶賛を受けた。
　オペラでは新国立劇場｢夕鶴｣、大阪カレッジオペラ｢ピーター･グライ
ムズ｣などで好評を博し、2009 年のピエール･ブーレーズ京都賞受賞記念
ワークショップではブーレーズから、ミッシャ･マイスキー、イツァーク･パー
ルマンをはじめとする世界的ソリスト、特にマルタ･アルゲリッチからはシ
チェドリンの作品の日本初演等3回の共演を通じてその演奏を絶賛される
など、絶大な信頼を得ている。
　渡邉曉雄音楽基金音楽賞（1996年）、齋藤秀雄メモリアル基金賞（2011
年）を受賞。
東京藝術大学音楽学部指揮科教授 兼 藝大フィルハーモニア管弦楽団首
席指揮者。
2019年3月には、ウラジオストクとサンクトペテルブルグにおいて、『ロシ
アにおける日本年』の一環として團伊玖磨のオペラ｢夕鶴｣を指揮する。
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●群馬音楽センター　
〒370-0829 群馬県高崎市高松町28番地2
☎027-322-4527
■交通のご案内　
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

※ 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。

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/

群馬音楽センターご案内

群 響 検索

●チケットぴあ
http://t.pia.jp 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）

☎ 0570-02-9999 Pコード  140-502

群響名誉指揮者の高関健がマーラー作品を指揮する。昨年2018年7月の定期演奏会では、急病の尾高忠明の代役として指揮したブルッ
クナーの好演が記憶に新しい。「夜の歌」は2007年3月定期演奏会の高関＆群響での演奏が録音CD化されており、12年ぶりの再演となる。
2007年時もそうであったが、演奏会によっては「夜の歌」のみのプログラミングもあるところ、前半にマーラー編のバッハの組曲も取り上げる
意欲的な演奏会となる。

音楽主幹
渡会裕之

次
回
公
演

第549回定期　 第47回東毛定期　
2019 
6/22〔土〕

2019 
6/23〔日〕

群馬音楽センター
18:00 開場
18:45 開演 

桐生市市民文化会館
14:15 開場　
15:00 開演

指揮／円光寺雅彦
 Conductor／Masahiko Enkoji

フルート／高木綾子＊
Flute／Ayako Takagi

託児サービス
【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 

☎ 027-321-2100

点字解説・音声解説
●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。

☎027-322-4316
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。

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。

●群馬交響楽団事務局（高崎市役所17階 平日10:00 ～18:00）
　 チケット購入　☎ 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）
　　※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
E新町文化ホール

C高崎シティギャラリー
F榛名文化会館

D箕郷文化会館
G吉井文化会館

※定休日：A・B = 月曜日、D・E・F・G = 月・火曜日、H・I = 土・日・祝日

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　●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
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。

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"

指揮／高関 健 群響名誉指揮者(          )


