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ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47＊
Jean Sibelius／ Violin Concerto in D Minor, Op. 47
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交響曲 第2番 変ホ長調 作品63
Edward Elgar／ Symphony No. 2 in E-Flat Major, Op. 63
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指揮 大友 直人 ヴァイオリン 荒井里桜＊&

群馬交響楽団
ヴァイオリン界の新星と
円熟マエストロの融合

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

2020  3.21土
高崎芸術劇場 大劇場
18:45開演（18:00開場） 

2020  3.22日 
すみだトリフォニーホール
15:00開演（14:15開場） 
※プレ･コンサート･トーク 14:30～

※プレ･コンサート･トーク 18:20～
8月1日〔木〕チケット発売日

後 期
シーズン

 S 席 6,000円／A席 5,000円
B席 4,000円／ C席 3,000円

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

高崎芸術劇場 
大劇場

全席指定

東京公演
全席指定

Day
time

※定期演奏会（高崎芸術劇場）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。
※東京公演にはすみだ区割（墨田区在住･在勤）、 すみだ学割

（墨田区在住･在学の小中学生）がございます。 取り扱いはすみ
だトリフォニーホールのみです。 詳しくはトリフォニーホールチケット
センター（03-5608-1212）までお問い合わせください。

主催：公益財団法人 群馬交響楽団
共催： すみだトリフォニーホール
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：

Violin
Rio Arai

定期
演奏会

第556回 東京
公演

●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
〒370-0841  群馬県高崎市栄町9-1
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。　



Conductor ／ Naoto Otomo Violin ／ Rio Arai

　桐朋学園大学を卒業。指揮を小澤征爾、秋山和慶、尾高忠明、岡部守
弘各氏に師事した。桐朋学園大学在学中からＮＨＫ交響楽団の指揮研究
員となり、 22歳で楽団推薦により同団を指揮してデビュー。現在、東京交
響楽団名誉客演指揮者、京都市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年間にわたり東京文化会館の初代音楽監督を
務め、 2013年から6年間、群馬交響楽団の音楽監督を務めた。
　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
モニー管弦楽団などに招かれ、 2012年にはハワイ交響楽団のオープニング
コンサートを指揮、以降定期的に客演しており、同年6月にはロレーヌ国
立管弦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。
　第8回渡邊暁雄音楽基金音楽賞（2000年）、第7回齋藤秀雄メモリアル基
金賞（2008年）を受賞。

指揮／大友 直人
　1999年東京都出身。東京藝術大学附属音楽高等学校を経て現在、東
京藝術大学2年在学中。第68回全日本学生音楽コンクール東京大会高校
の部第１位。台湾２都市にて台湾日本国際交流演奏会に出演。ザルツブ
ルク=モーツァルト国際室内楽コンクール2017ユース部門第１位。第15
回東京音楽コンクール弦楽部門第１位及び聴衆賞。2018年第87回日本音
楽コンクールバイオリン部門第1位、併せてレウカディア賞･鷲見賞･黒柳
賞を受賞。他数々のコンクールで入賞。東京フィルハーモニー交響楽団、
新日本フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、東京シティ･フィルハー
モニック管弦楽団と共演。藝大内にて福島賞受賞。NHK FM「リサイタル
ノヴァ」出演。第11回ミュージック･アカデミーinみやざき2018にて優秀賞
受賞。いしかわミュージックアカデミー2018にてIMA音楽賞受賞。これま
でに小泉博司、奥村智洋、ジェラール･プーレ、永峰高志、澤和樹、山
崎貴子の各氏に師事。現在、堀正文、玉井菜採の両氏に師事。平成29
年度東京藝術大学宗次徳二特待奨学生。

ヴァイオリン／ 荒井 里桜

Prof i les

昨シーズンまで音楽監督を務めた大友直人の登場。今シーズン最後を締めくくる演奏会は、在任中の6年間で常に安定した演奏スタイ
ルを貫き、群響の演奏技術の向上やファン拡大に大きく貢献したその功績は、確実に歴史に刻まれるものである。メインは、大友の得
意のレパートリーのエルガー。ソロの荒井里桜は、2018年日本音楽コンクール･ヴァイオリン部門で第1位となり、現在若手ヴァイオリニ
ストの中でその活躍が最も注目されているひとりである。

音楽主幹
渡会裕之

第556回定期演奏会／2020年3月21日〔土〕高崎芸術劇場 大劇場
東京公演／2020年3月22日〔日〕すみだトリフォニーホール

●高崎芸術劇場　
〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1

☎027-321-7300

●すみだトリフォニーホール　
〒370-0841 東京都墨田区錦糸1-2-3

☎03-5608-5400
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）

■交通のご案内　
JR総武線「錦糸町駅」北口より徒歩5分、東京メトロ
半蔵門線「錦糸町駅」3番出口より徒歩5分、都営バス

「錦糸町駅」下車 徒歩5分
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すみだトリフォニーホール  ご案内

高崎芸術劇場  ご案内

3/21  Pコード  159-588
3/22  Pコード  159-590

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

（高崎芸術劇場のみ）

●チケットぴあ

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://t.pia.jp
☎ 0570-02-9999

※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。
　※東京公演（3/22）は取り扱いがありません。

●すみだトリフォニーホール チケットセンター
  ☎ 03-5608-1212 ※東京公演（3/22）のみ取り扱い

※高崎芸術劇場に専用駐車場はありません。

▷ 特別料金制度：定期演奏会対象 ※東京公演は対象外
●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：定期演奏会対象 ※東京公演は対象外
●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。

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。


