
各位 

２２００２２００年年度度  群群馬馬交交響響楽楽団団  賛賛助助会会へへののごご加加入入ににつついいてて（（おお願願いい））  

謹啓 皆様におかれましてはますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 群馬交響楽団では、広く県民の皆様にオーケストラの運営を支えていただくとともに、

より多くの方々に演奏会を鑑賞していただくため、昭和５７年に賛助会員制度を創設し、

多くの方々から御支援をいただいております。 

当楽団は、戦後間もなく誕生した地方オーケストラの草分けであり、「定期演奏会」や

各地での演奏会、児童・生徒を対象とした「移動音楽教室」や「高校音楽教室」、さらに

は「幼児移動音楽教室」など、子どもから大人まで、幅広い世代へ管弦楽を届けて参りま

した。 

さて、２０２０年度は、楽団創立７５周年となります。今まで以上に演奏力のレベルア 

ップを図り、音楽芸術の普及・発展に寄与する事業を通じて、本県の文化の向上と青少年

の情操教育の振興に努めて参る所存です。 

 つきましては、賛助会制度の趣旨をご理解いただき、楽団の一層の飛躍のため、幅広い

皆様からのご支援をいただきたく、賛助会への御加入をお願い申し上げます。 

謹言 
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～～  賛賛助助会会制制度度ににつついいてて  ～～  

【【賛賛助助会会制制度度ととはは】】  

幅広い皆様に群馬交響楽団の運営を支えていただき、より多くの演奏会を鑑賞していただくための賛助制度で
す。昭和57年の制度創設以来、多くの皆様からご支援をいただいております。 
法人様を対象とした「法人会員」と、個人の方・任意団体様等を対象とした「個人会員」の２種類があり、ま
た、一口あたりの金額によりAとBの区分があります。 

【【会会員員期期間間】】  

２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日 

【【会会費費（（１１年年間間））】】  

種 類 金 額 加入条件 
【参考】入場回数券の発行枚数※ 
（「演奏会の鑑賞機会の提供」を

選択された場合） 
法人会員（A） 100,000円／口 １口以上 ４０枚／口 
法人会員（B）  50,000円／口 １口以上 １８枚／口 
個人会員（A）  20,000円／口 １口以上  ８枚／口 
個人会員（B）  10,000円／口 １口以上  ３枚／口 
※2020年度は年間を通して高崎芸術劇場での公演となるため、入場回数券発行枚数を変更しております。 
※2020年度の入場回数券は、前期シーズン・中期シーズン・後期シーズンの区別なく、通年お使いいただけま
す。 

【【会会員員特特典典】】  

・・「「演演奏奏会会のの鑑鑑賞賞機機会会のの提提供供」」または「「税税制制上上のの優優遇遇措措置置」」のいずれかをお選びいただけます。 
・・「演奏会の鑑賞機会の提供」をお選びいただいた方につきましては、入入場場回回数数券券をを利利用用しし、、ごご来来場場いいたただだくく演演
奏奏会会ににつついいてて、、11 回回券券をを追追加加購購入入すするる場場合合、、1100%%引引ででごご購購入入いいたただだけけまますす（（取取扱扱いいはは群群響響事事務務局局ののみみととななりり
まますす。。詳詳細細はは群群響響事事務務局局へへおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。））。。  
・・年に2回程度、会員様のご芳名を定期演奏会のパンフレットに掲載いたします。法人および各種団体の会員
様は原則掲載、個人会員様は原則非掲載とさせていただきますが、個人会員様で掲載を希望される場合は、
「賛助会加入申込書」の該当欄にチェックをお入れください。  



 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

●公益財団法人 群馬交響楽団 事務局 
〒370-0841 高崎市栄町9-1 
電話：027-322-4316  FAX：(027)322-4943 
E-mail：office@gunkyo.com 

      

特特典典のの種種類類  内内 容容  

演奏会の 
鑑賞機会 
の提供 

当該年度に開催する定期演奏会や自主演奏会等をご鑑賞いただける入場回数券をお渡しいた 
します。入場回数券１枚につき、お一人様が鑑賞いただけます。 
入場回数券を利用し、ご来場いただく演奏会について、１回券を追加購入する場合、10%引
でご購入いただけます（取扱いは群響事務局のみとなります。詳細は群響事務局へお問い合わ
せください。）。 
回数券をお使いいただける演奏会は、巻末の「２０２０年度 賛助会回数券 ご利用対象演奏
会一覧」をご覧ください。 
  【入場回数券の枚数】 

法人会員（Ａ）：40枚／口 
法人会員（Ｂ）：18枚／口 
個人会員（Ａ）： 8枚／口 
個人会員（Ｂ）： 3枚／口 

税制上の 
優遇措置 

納入いただいた賛助会費につきまして、税法上の寄附金として、優遇措置が受けられます。 
（当楽団は公益財団法人であり、特定公益増進法人に該当します。） 
【【法法人人のの場場合合（（法法人人税税関関係係））】】  
一般の寄附金とは別枠で、「寄附金の額の合計額」と「特別損金算入限度額（※）」とのい
ずれか少ない金額の範囲内で損金算入されます。 

※特別損金算入限度額： {(資本金等の額の0.375％)＋(当該事業年度所得の6.25％)}×1/2 
 【【個個人人のの場場合合（（所所得得税税・・住住民民税税関関係係））】】  
①① 所所得得税税((所所得得控控除除))  
「特定寄附金の合計額」または「総所得金額等の40％」のいずれか少ない額から２千
円を引いた額が所得控除されます。 

②② 住住民民税税（（税税額額控控除除：：群群馬馬県県内内ににおお住住ままいいのの方方ののみみ対対象象））  
「寄附金の額」から２千円を引いた額に下記の控除率を乗じた額が税額控除されます。 
県民税  ：４％ 
市町村民税：６％（お住まいの市町村にて、控除対象寄附金として条例指定されてい

る場合のみ） 
●詳しくは、お近くの税務署、お住まいの市町村窓口等へお尋ねください。 
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群響の活動はSNSでも発信しています

●https://www.facebook.com/gunkyo.official/
●https://twitter.com/gunkyo_official
●https://www.instagram.com/gunkyo_official/

Facebook Twitter Instagram



～～  ごご入入会会ののおお手手続続ににつついいてて  ～～  
【【加加入入方方法法】】  

会費のご入金をもって、入会とさせていただきます。 
別添の振込依頼書（加入申込書）にご記入いただき、金融機関窓口等へお持ちください。（群馬銀

行・東和銀行・高崎信用金庫では振込手数料無料でご入金いただけます。その他の金融機関からお振込
の場合は、振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。） 
なお、本用紙を使用せず、直接口座へご入金いただいた場合は、入金後、申込内容（氏名・住所・

電話番号・申込区分等）をメールや FAX等でご連絡いただきますようお願いいたします。（振込用紙を
使用された場合は、ご連絡不要です。） 

 

【【記記入入要要領領】】  
※※記記入入例例（（個個人人 BBをを 11口口加加入入。。「「演演奏奏会会のの鑑鑑賞賞機機会会のの提提供供」」をを選選択択さされれたた場場合合））  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●依依頼頼日日  ：振込依頼日をご記入ください。 
●振振込込先先  ：ご希望の金融機関へチェックをお入れください。 
●申申込込区区分分 ：【会員種別】   会員種別（法人 A or B，個人 A or B）を○で囲んでください。 

【会員特典】   希望される会員特典ごとに加入口数をご記入ください。 
【ご芳名掲載】  年に２回程度、会員様のご芳名を定期演奏会のパンフレットに掲載い

たします。法人および各種団体の会員様は原則掲載、個人会員様は原
則非掲載とさせていただきますが、個人会員様で掲載を希望される場
合は、チェックをお入れください。（法人および各種団体の会員様は、
チェックの有無にかかわらず、原則掲載させていただきます。） 
なお、法人様および各種団体様で、掲載を希望されない場合は、お
手数ではございますが、群響事務局までご連絡ください。 

【演奏会の案内】 会員様には様々な演奏会のご案内をお送りする場合がございます
が、群響以外の演奏会情報を希望されない場合はチェックをお入れ
ください。 

●依依頼頼人人  ：氏名（法人名）・住所・電話番号・担当者様名（法人様の場合のみ）をご記入ください。 

（１枚目）

百 十 万 千 百 十 円

電　　話

法人の担当者

依 頼 日 ２０２０年　４４月　１１日 勘定科目

申 込 区 分 法人(A･B)(税法上の優遇措置  口)(演奏会の鑑賞  口)

00 00 00 00

内
　
訳

現　　金

振 込 先
群馬銀行高崎田町支店 　普通預金 № 762462 手 数 料

□東和銀行高崎支店　　　　　〃　　№ 289083
金　　額□高崎信用金庫本店　　　　　〃　　№0124267

11

AかBを〇で囲み、

特典を選択、口数を

ご記入下さい。

個人(A･B)(税法上の優遇措置　口)(演奏会の鑑賞１１口) 当 店 券

☑☑ご芳名の紹介を希望する。 他 店 券

□群響以外の演奏会の案内を希望しない。

フリガナ ザイ）グンマコウキョウガクダン
受 取 人 　公益財団法人群馬交響楽団

検
印

依
 
頼
 
人

フリガナ
氏名(法人名)

収
納
印
ま
た
は
振
替
印

住所
〒
337700--00884411 高崎市栄町9-1

☎　（００２２７７）　３３２２２２　－　４４３３１１６６

本用紙を群馬銀行・東和銀行・高崎信用金庫の各窓口でご使用
になる場合は、振込手数料無料にてご入金いただけます。（該
当する銀行又は金庫へチェックをお入れください。）その他の
金融機関からお振込の場合は、振込手数料はご負担いただきま
すようお願いいたします。

（備考）

群群響響太太郎郎

ｸｸﾞ゙ﾝﾝｷｷｮｮｳｳﾀﾀﾛﾛｳｳ

（取　扱　店　保　管）

振込依頼書（2020年度 群馬交響楽団　賛助会加入申込書） 電電信信扱扱



～～  賛賛助助会会回回数数券券ののごご利利用用方方法法ににつついいてて   ～～  
【【注注意意事事項項】】  

●回数券１枚につき１名様がご鑑賞いただけます。１回の演奏会で複数枚のご利用（複数人で
のご鑑賞）も可能です。  

●入入場場回回数数券券をを利利用用しし、、ごご来来場場いいたただだくく演演奏奏会会ににつついいてて、、11 回回券券をを追追加加購購入入すするる場場合合、、1100％％引引
ででごご購購入入いいたただだけけまますす（（取取扱扱いいはは群群響響事事務務局局ののみみととななりりまますす。。詳詳細細はは群群響響事事務務局局へへおお問問いい
合合わわせせくくだだささいい。。））。。  

●回数券は、前期・中期・後期シーズンの区別なくご利用いただけます。ただし、回数券には
有効期限がございます。有効期限外の回数券はご利用いただけません。  

●回数券をご利用いただく場合は、各演奏会の予約受付期間中に電話予約が必要となります。  
 （事事前前にに予予約約ををさされれてていいなないい場場合合はは、、ごご入入場場いいたただだけけまませせんん。。）  
●定期演奏会、東京公演は未就学児のご入場ができません。その他の公演につきましては、各

公演案内をご確認ください  
●予約受付期間中であっても予定受付数に達した場合は、受付を締め切らせていただきます。  
●ご予約いただいた際、予約番号を発行しますので、必ず予約番号を回数券にご記入くださ

い。（予予約約番番号号がが記記入入さされれてていいなないい回回数数券券はは、、ごご使使用用いいたただだけけなないい場場合合ががあありりまますす。。）  
●ごご予予約約枚枚数数のの変変更更ややキキャャンンセセルル等等ににつつききままししててもも、、必必ずずごご連連絡絡ををおお願願いいいいたたししまますす。。  
 

【【予予約約方方法法】】   
①  次の連絡先にお電話いただき、賛助会回数券の予約の旨をお伝えください。  

●群馬交響楽団事務局   TTeell：：００２２７７－－３３２２２２－－４４３３１１６６  
[受付時間  10:00～18:00 （土･日･祝祭日及び年末年始を除く）] 
※予約受付最終日は 15:00 まで  
※車椅子でのご来場、車椅子席での鑑賞を希望される場合は、ご予約の際にその旨    

をお伝えください。  
※県民音楽のひろば（高崎を除く）につきましては、各会場にご連絡ください。  
 

注注意意：：「「県県民民音音楽楽ののひひろろばば」」（（高高崎崎をを除除くく））ににつつききままししててはは、、会会場場にによよっってて予予約約方方法法・・
入入場場方方法法がが異異ななりりまますすののでで、、各各会会場場ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。   

 
②  以下の事項をお伝えください。  
  ●予約する演奏会名・日時  
  ●会員番号（法人○○○、個人○○○）  
  ●会員名（賛助会にご加入されている法人様、個人様のお名前）  
  ●ご利用枚数（鑑賞人数）  
  ●当日ご来場される方のお名前（代表者の方お一人で結構です）   
 
③  担当者より予約番号を申し上げますので、お手持ちの回数券

の「予約番号」の枠内に、予約番号をご記入ください。  
（予予約約番番号号がが記記入入さされれてていいなないい場場合合ははごご入入場場いいたただだけけなないいここ

ととががあありりまますす。。）  
 
【【演演奏奏会会当当日日ののごご入入場場方方法法】】   

①  当日、予約人数分の回数券をご持参ください。  
②  会場入口の「賛助会員受付」に回数券をお渡しください。  
③  回数券と当日の演奏会チケットを交換いたします。  

（席種・席番号はお選びいただけません。）  

入 場 回 数 券

会員番号

有効期限　2020年 4月～ 2021年 3月

公益財団法人
〒370-0841
予約受付

※予約をされていない場合は、ご入場できません。

群馬県高崎市栄町9－1
電話番号　027－322－4316

群馬交響楽団

予約番号

群響賛助会員2020

1

群響太郎

個人A9999999999

有効期限　  ○○年 4月～○○年 3月



年　月　日 演　奏　会　名 会　　場
予約開始日・

問い合わせ先等

2020年4月18日(土) 第５５７回定期演奏会  高崎芸術劇場（高崎市） 3月23日(月)

2020年5月23日(土) 第５５８回定期演奏会  高崎芸術劇場（高崎市） 4月20日(月)

2020年6月20日(土) 第５５９回定期演奏会  高崎芸術劇場（高崎市） 5月25日(月)

2020年7月4日(土) 第５６０回定期演奏会  高崎芸術劇場（高崎市） 6月8日(月)

2020年8月10日（月・祝） 県民音楽のひろば（藤岡） 藤岡市みかぼみらい館
左記会場

☎0274-22-5511

2020年8月16日(日) サマーコンサート  高崎芸術劇場（高崎市） 7月6日(月)

2020年8月29日(土) 夏休みコンサート  高崎芸術劇場（高崎市） 7月6日(月)

2020年9月13日(日) 第５６１回定期演奏会  高崎芸術劇場（高崎市） 8月17日(月)

2020年10月17日(土) 第５６２回定期演奏会  高崎芸術劇場（高崎市） 9月14日(月)

2020年10月24日(土) 県民音楽のひろば（伊勢崎） 伊勢崎市境総合文化センター（伊勢崎市）
左記会場

☎0270-76-2222

2020年10月30日(金) 群響創立75周年記念演奏会 東京オペラシティコンサートホール（東京都新宿区） 10月5日(月)

2020年10月31日(土) 群響創立75周年記念演奏会 高崎芸術劇場（高崎市） 10月5日(月)

2020年11月21日(土) 第５６３回定期演奏会 高崎芸術劇場（高崎市） 10月19日(月)

2020年11月２３日（月・祝）
第４９回東毛定期演奏会

（デイタイム公演　15:00開演）
太田市民会館（太田市） 10月19日(月)

2021年1月11日（月・祝） 県民音楽のひろば（渋川） 渋川市民会館（渋川市）
左記会場

☎0279-24-2261

2021年1月24日(日) 県民音楽のひろば（沼田） 利根沼田文化会館（沼田市）
左記会場

☎0278-24-2935

2021年1月30日(土)
第５６４回定期演奏会

（デイタイム公演　15:00開演）
高崎芸術劇場（高崎市） 12月21日(月)

2021年2月6日(土) 県民音楽のひろば（桐生） 桐生市市民文化会館（桐生市）
左記会場

☎0277-22-9999

2021年2月13日(土) 県民音楽のひろば（富岡） 富岡市かぶら文化ホール（富岡市）
左記会場

☎0274-60-1230

2021年2月27日(土) 第５６５回定期演奏会 高崎芸術劇場（高崎市） 2月1日(月)

2021年2月28日(日)
東京公演

（デイタイム公演　15:00開演）
すみだトリフォニーホール（東京都墨田区） 2月1日(月)

2021年3月7日(日) 県民音楽のひろば（高崎） 榛名文化会館（高崎市） 2月8日(月)

2021年3月20日(土) 第５６６回定期演奏会 高崎芸術劇場（高崎市） 3月1日(月)

2021年3月21日(日)
第５０回東毛定期演奏会

（デイタイム公演　15:00開演）
桐生市市民文化会館（桐生市） 3月1日(月)

2020年度　賛助会回数券 ご利用対象演奏会一覧

●●事事前前にに電電話話予予約約がが必必要要ととななりりまますす。。（（予予約約方方法法はは「「賛賛助助会会回回数数券券ののごご利利用用方方法法ににつついいてて」」ををごご覧覧くくだだささいい））

●●回回数数券券はは前前期期・・中中期期・・後後期期シシーーズズンンのの区区別別ななくくごご利利用用いいたただだけけまますす。。

●●1100月月3300日日・・3311日日、、  1111月月2211日日・・2233日日、、  22月月2277日日・・2288日日、、  33月月2200日日・・2211日日はは、、そそれれぞぞれれ同同一一ププロロググララムムににななりりまますす。。

●●日日程程調調整整中中のの演演奏奏会会ににつつききままししててはは、、開開催催日日がが決決ままりりままししたたらら改改めめててごご案案内内いいたたししまますす。。

●●本本日日程程表表はは、、ややむむをを得得なないい事事情情にによよりり変変更更ととななるる場場合合ががごござざいいまますす。。

●●出出演演者者・・曲曲目目等等はは群群響響ホホーームムペペーージジ（（hhttttpp::////wwwwww..gguunnkkyyoo..ccoomm））ををごご覧覧くくだだささいい。。


