
October 26  2019

SS席 6,500円／S席 5,500円／A席 5,000円 ／B席 4,000円／ C 席 3,000円
※定期演奏会には特別料金制度、U-18割引がございます。 ご購入は群響事務局へ（裏面もご覧ください）。
※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。

全席
指定

2019  10.26土 18:45開演（18:00開場） 

高崎芸術劇場 大劇場 ※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
※9月20日より事務局は高崎芸術劇場3階に移転します。
群響オンラインチケットサービス
https://yyk1.ka-ruku.com/gunkyo-s/
※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。　

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

ロシア音楽の神髄で
新ホール定期の幕開け

チケット
発売日

後 期
シーズン

8月1日
〔木〕

Conductor
Alexander  Lazarev
©Toshiyuki Urano

グラズノフ
バレエ音楽 《四季》 作品67
Alexander Glazunov／ Vremena goda “The Seasons”, Op. 67

プロコフィエフ
バレエ音楽 《ロメオとジュリエット》 作品64より 【ラザレフ版】
Sergey Prokofiev／From Ballet Music “Romeo and Juliet” (Lazarev Ver.)

Gunma 
Symphony  
Orchestra

群馬交響楽団第552回
定期
演奏会

指揮 アレクサンドル･ラザレフ

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：

協賛 :



Conductor ／ Alexander  Lazarev

　アレクサンドル･ラザレフはロシアを代表する指揮者の1人であ
る。モスクワ音楽院でL.ギンズブルグに師事、同音楽院を首席で
卒業。 1971年にソ連国際指揮者コンクールで第1位、翌年には
ベルリンでのカラヤン指揮者コンクールで第1位とゴールド•メダ
ルを受賞。
　1987年から1995年にかけてボリショイ劇場の首席指揮者兼芸
術監督を務める。両タイトルを一人の指揮者が兼任したのは30
年ぶり。この間、東京（1989年）、ミラノ•スカラ座（1989年）、エ
ディンバラ音楽祭（1990、91年）、ニューヨーク•メトロポリタン歌
劇場（1991年）などの演奏旅行では前例のないプログラムを実行
し高い評価を得ている。グリンカ《イワン•スサーニン》、チャイコ

フスキー《オルレアンの少女》、リムスキー=コルサコフ《ムラーダ》
など、同歌劇場における秀作は映像化されている。さらにボリショ
イ管とは、ラフマニノフ《交響曲第2番》やショスタコーヴィチ《交
響曲第8番》などのロシアの交響曲を含む数々の録音をEratoか
ら出しており、大絶賛をあびている。
　レパートリーは、18世紀からアヴァンギャルドまで幅広く網羅して
いる。また数多くのCDをリリースしており、ボリショイ管とはエラー
ト、メロディア、ヴァージン•クラシックスで、BBC響、ロンドン•フィ
ル、ロイヤル •スコッティッシュ•ナショナル管等との録音がある。
現在国内では、日本フィルハーモニー交響楽団桂冠指揮者兼芸
術顧問。

Prof i le 第552回定期演奏会／2019年10月26日〔土〕高崎芸術劇場

●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  159-581

高崎芸術劇場大劇場で開催される記念すべき幕開けの定期演奏会。ロシアの大指揮者ムラヴィンスキーの薫陶を受けて、その伝統を受け
継ぐラザレフが指揮をする。演目はロシアの管弦楽作品の代表的な作品2曲で、《四季》は群響の70年以上の演奏歴史上初演となる。プ
ロコフィエフでは、ラザレフがボリショイ劇場のコンダクター･イン･レジデンスに相応しいパフォーマンスが期待される。

音楽主幹
渡会裕之

指揮／アレクサンドル･ラザレフ

次
回
公
演

第553回定期　

2019 11/23〔土・祝〕
高崎芸術劇場 大劇場
18:00 開場　18:45 開演 

指揮／井上道義
Conductor／Michiyoshi Inoue

武満 徹／鳥は星形の庭に降りる
Toru Takemitsu／A Flock Descends into the Pentagonal Garden

ブルックナー／交響曲 第7番 ホ長調 WAB107 【ノヴァーク版】
Anton Bruckner／Symphony No. 7 in E Major, WAB 107 (Nowak Edition)

▷ 特別料金制度
●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
特別料金（各席種とも500円引き）が適用になります。
▷ U-18割引
●18歳以下の方がA･B･C席を購入する場合、1回券の料金が50％割引と
なります。チケット購入の際にお申し出ください。
両制度とも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
ガイドではお取り扱いはありません）※詳しくはお問い合わせください。

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

※定休日　B・C = 月曜日、E・F・G・H = 月・火曜日、I・J = 土・日・祝日

A 高崎芸術劇場（9月20日以降取扱予定）
B 群馬音楽センター
C 高崎市文化会館　
D 高崎シティギャラリー
E 箕郷文化会館　

F 榛名文化会館
G 新町文化ホール
H 吉井文化会館
I 高崎市倉渕支所 （地域振興課内）
J 高崎市群馬支所 （地域振興課内）

チケットのお求め（プレイガイドのご案内）
※ご予約後の座席変更、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（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
  https://yyk1.ka-ruku.com/gunkyo-s/
●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。

●高崎芸術劇場　
〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1

☎027-321-7300

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 響 検索

■交通のご案内　
JR高崎駅東口から徒歩5分（東京駅から新幹線約50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
車で約15分（練馬ICから約60分）

高崎市
美術館 高崎芸術劇場
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ご案内

※高崎芸術劇場に専用駐車場はありません。

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。


