
2019  11.23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～

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

大劇場に響く
井上ブルックナー･サウンド

November 23  2019

後 期
シーズン

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)

Gunma 
Symphony  
Orchestra

第553回
定期
演奏会

指揮 井上道義

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：

㊗

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

8月1日
〔木〕

チケット
発売日

群馬交響楽団

公益財団法人 
アフィニス文化財団

●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。　

Conductor
Michiyoshi Inoue
©高木ゆりこ



高崎市
美術館 高崎芸術劇場

東 

口
西 

口

高
崎
駅

至新潟 長野 金沢

至東京至東京

至
玉
村

至
玉
村

高島屋

高崎
オーパ

ヤマダ電機
LABI1高崎
高崎市タワー
美術館 ペデストリアンデッキ

ガスト

ビック
カメラ

エテルナ
高崎

Gメッセ群馬
（建設中）

Conductor ／Michiyoshi Inoue

　1946年東京生まれ。桐朋学園大学にて齋藤秀雄氏に師事。1971
年ミラノ･スカラ座主催グィド･カンテルリ指揮者コンクールに優勝し
て以来、一躍内外の注目を集め、世界的な活躍を開始する。ニュー
ジーランド国立交響楽団首席客演指揮者、新日本フィルハーモニー
交響楽団音楽監督、京都市交響楽団音楽監督、大阪フィルハーモ
ニー交響楽団首席指揮者、オーケストラ･アンサンブル金沢音楽監
督を務め、斬新な企画と豊かな音楽性で一時代を切り開いた。
これまでにシカゴ響、ハンブルク響、ミュンヘン･フィル、スカラ･フィ
ル、レニングラード響、フランス国立管、ブタペスト祝祭管、およ
びベネズエラ･シモンボリバルなど世界一流のオーケストラへ登壇。
1999年から2000年にかけて新日本フィルハーモニー交響楽団と共
にマーラー交響曲全曲演奏会を取り組み「日本におけるマーラー演
奏の最高水準」と高く評価された。2007年日露5つのオーケストラと

ともに「日露友好ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト」
を実施し、音楽･企画の両面で大きな成功を収め、同プロジェクト
を収録した「ショスタコーヴィチ交響曲全集 at日比谷公会堂」BOXを
2017年2月にリリース。2014年4月に病に倒れるが、同年10月に復
帰を遂げる。2015年全国共同制作オペラ「フィガロの結婚」（野田秀
樹演出）、2017年大阪国際フェスティバル「バーンスタイン：ミサ」（演
出兼任）を自身23年ぶりに、2019年全国共同制作オペラ「ドン･ジョ
ヴァンニ」（森山開次演出）、いずれも総監督として率い既成概念に
とらわれない唯一無二の舞台を作り上げている。
　2010年「平成22年京都市文化功労者」、社団法人企業メセナ協議
会「音もてなし賞（京都ブライトンホテル･リレー音楽祭）」、2016年「渡
邊暁雄基金特別賞」、「東燃ゼネラル音楽賞」、2018年「大阪府文化賞」

「大阪文化祭賞」「音楽クリティック･クラブ賞」を受賞。オーケストラ･
アンサンブル金沢桂冠指揮者。自宅にアヒルをまた飼っている。
オフィシャルサイト　http://www.michiyoshi-inoue.com/

Prof i le 第553回定期演奏会／2019年11月23日〔祝・土〕高崎芸術劇場

２０１８年５月の定期演奏会に引き続き井上道義の登場となる。マエストロ自身が、高崎芸術劇場大劇場での演奏を念頭に置いての
練り上げたプログラムである。前半は、オール武満プログラムの演奏会を企画・指揮するほど精通している井上が、どんな武満音楽
の創造美を奏でるか、そして後半は高崎芸術劇場大劇場の空間に、教会音楽がベースとなっているブルックナーサウンドの荘厳な響
きがどのように鳴り渡るかが興味となる演奏会となろう。

音楽主幹
渡会裕之

第554回定期　
2020 
1/26〔日〕

高崎芸術劇場 大劇場
14:15 開場　
15:00 開演 

第48回東毛定期　
2020 
1/25〔土〕

太田市民会館
14:15 開場　
15:00 開演 

指揮／飯守泰次郎
 Conductor／Taijiro Iimori

ヴァイオリン／竹澤恭子＊
Violin／Kyoko Takezawa

指揮／井上道義

次
回
公
演

ブラームス／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77＊
Johannes Brahms／ Violin Concerto in D Major, Op. 77

ブラームス／交響曲 第2番 ニ長調 作品73
Johannes Brahms／ Symphony No. 2 in D Major, Op. 73

●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  159-582

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
芸術劇場

ご案内

▷ 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。

※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。


