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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

協賛：

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：

指揮 

山下 一史
テノール 

澤崎 一了 *3

バリトン 

伊藤 貴之 *4

ソプラノ 

小林 厚子 *1

メゾソプラノ 

鳥木 弥生 *2

※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。　

●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 高崎芸術劇場3階
群響オンラインチケットサービス

https://yyk1.ka-ruku.com/gunkyo-s

5 6 1 s t  S u b s c r i p t i o n  C o n c e r t

群馬交響楽団

全席
指定

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（500円割引）、
U-18割引（50％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）。

8月3日〔月〕チケット
発売日

※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。

PROGRAM
モーツァルト
歌劇《劇場支配人》K.486 序曲
Wolfgang Amadeus Mozart 
Der Schauspieldirektor (The Impresario), 
K. 486: Overture 

モーツァルト
歌劇《魔笛》K.620 から 

「この聖なる殿堂では」  *4
Wolfgang Amadeus Mozart
 Die Zauberflöte (The Magic Flute), K. 620 
“In diesen heil'gen Hallen”　*4

モーツァルト
歌劇《ドン・ジョヴァンニ》
K.527 から 

「なんという、ふしだらな…
あの人でなしは私を欺き」  *2
Wolfgang Amadeus Mozart
 Don Giovanni, K. 527 
“In quali eccessi … Mi tradi quell'alma ingrata　*2

モーツァルト
歌劇《フィガロの結婚》K.492 から 

「スザンナはまだ来ない…
どこにあるの美しい時は？」  *1
Wolfgang Amadeus Mozart
Le nozze di Figaro (The Marriage of Figaro), K. 492
E Susanna non vien! … Dove sono i bei momenti　*1

ベートーヴェン
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
Ludwig van Beethoven
 Symphony No. 6 in F Major, Op. 68, "Pastoral"

モーツァルト
歌劇《イドメネオ》K.366 から 

「私は亡霊につきまとわれるだろう」 *3
Wolfgang Amadeus Mozart
 Idomeneo re di Creta, K. 366 “Vedrommi intorno”　*3

モーツァルト
歌劇《ドン・ジョヴァンニ》K.527 から 

「奥様、これがカタログです」  *4
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni, K. 527 “Madamina, il catalogo è questo”　*4

モーツァルト
歌劇《フィガロの結婚》K.492 から 

「手紙の二重唱」  *1 ,*2
Wolfgang Amadeus Mozart
 Le nozze di Figaro (The Marriage of Figaro), K. 492 
Sull'aria: “Che soave zeffiretto”　 *1、*2

モーツァルト
歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》K. 588 
から 「いとしい女の愛の吐息が」  *3
Wolfgang Amadeus Mozart
 Così fan tutte, K. 588 “Un'aura amorosa”　*3
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定期演奏会第561 回

中 期 シーズン
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Conductor
Kazufumi Yamashita

©Yoshinobu 
Fukaya

Soprano
Atsuko Kobayashi

©Yoshinobu 
Fukaya

Mezzo Soprano
Yayoi Toriki

Tenor
Kazuaki Sawasaki

Baritone
Takayuki Ito

〔日〕9.13
18:45開演

（17:45開場）
高崎芸術劇場
大劇場

※プレ･コンサート･トーク
　 18:15～

※プレ･コンサート･トーク
　 18:15～

〔土〕9.12
18:45開演

（17:45開場）
高崎芸術劇場
大劇場

新型コロナウィルス感染症拡大防止に
つとめ、コンサートを開催いたします。
詳しくは裏面をご覧ください。



Prof i les 第561回定期演奏会／2020年9月12日〔土〕、13日〔日〕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  184-773

※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（10:00 ～ 18:00）
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（A 以外 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。

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。

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。

▷ 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
　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（群響事務局扱いのみ）
●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。

　桐朋学園大学を卒業後、ベルリン芸術大学に留学、ニコライ・マルコ国際指揮
者コンクールで優勝。カラヤンが亡くなるまで彼のアシスタントを務める。その後
ヘルシンボリ響首席客演指揮者を務めた。日本国内ではＮ響を指揮してデビュー、
以後主要オーケストラに定期的に出演、好評を得ている。これまでにアンサンブル
金沢プリンシパル・ゲスト・コンダクター、九響常任指揮者、大阪音大ザ・カレッ
ジ・オペラハウス管常任指揮者ならびに名誉指揮者、仙台フィル指揮者ならびに正
指揮者を歴任。シューマン作曲歌劇「ゲノフェーファ」日本舞台初演など、オペラ、オー
ケストラの両面においてますます注目を浴びている。現在、千葉交響楽団音楽監督
として、「おらが街のオーケストラ」をキャッチフレーズに定期から音楽教室まで幅広
く活動をしている。
東京藝術大学音楽学部指揮科教授。

Conductor／Kazufumi Yamashita　　　　　指揮／山下 一史
　武蔵野音楽大学卒業。フィレンツェ市立歌劇場オペラスタジオ及びF.バルビエリの元
で研鑽を積む。平成19年度文化庁新進芸術家海外留学制度研修員として渡仏。パリ･
エコールノルマル音楽院オペラ芸術科ディプロマを最高位で取得。第1回「E.オブラスツォ
ワ」、第42回「ヴェルディの声」など国際コンクールに多数入賞。2002年フィレンツェ市立
歌劇場「ジャンニ･スキッキ」でデビュー。国内でも新国立劇場「ファルスタッフ」メグなど
で好評を得る。ベートーヴェン「第九」、ヴェルディ「レクイエム」など幅広いレパートリー
がある。藤原歌劇団団員。

Mezzo Soprano／Yayoi Torikiメゾソプラノ／鳥木 弥生

　国立音楽大学卒業。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部第27期生修了。第30回ソレ
イユ音楽コンクールにて第2位及び優秀賞受賞。第53回日伊声楽コンコルソ第2位及び
五十嵐喜芳賞受賞。第2回ヴィットーリオ･テッラノーヴァ国際声楽コンコルソ第1位。2019
年「ラ･トラヴィアータ」アルフレードで藤原歌劇団プリモ･デビュー。ヴェルディ及びモー
ツァルトの「レクイエム」や「第九」、「メサイア」、天皇陛下御即位二十年奉祝曲「太陽の光」
を歌うなど、多岐に渡り活躍し将来を嘱望されているテノールである。藤原歌劇団団員。

Tenor／Kazuaki Sawasakiテノール／澤崎 一了

　名古屋芸術大学卒業、同大学大学院修了。ミラノで研鑽を積む。第41回イタリア声楽
コンコルソ金賞、第49回日伊声楽コンコルソ第2位受賞など入賞多数。新国立劇場「ウェ
ルテル」大法官、日生劇場「魔笛」ザラストロ、大阪フェスティバルホール「チェネレントラ」
アリドーロ、びわ湖ホール「ジークフリート」ファフナー、藤原歌劇団「リゴレット 」スパラフ
チーレ、また、東フィル定期演奏会チョン･ミョンフン指揮「カルメン」ズニガや、東響の「第
九」等で活躍。平成24年度愛知県芸術文化選奨「文化新人賞」を受賞。藤原歌劇団団員。

Baritone／Takayuki Itoバリトン／伊藤 貴之
　東京藝術大学卒業、同大学大学院修了。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部修了。文
化庁新進芸術家海外留学制度研修員としてイタリアで研鑽を積む。2007年「蝶々夫人」に抜
擢され、藤原歌劇団にタイトルロールデビュー。八王子オリンパスホール「アイーダ」タイト
ルロール、びわ湖ホール「ワルキューレ」ゲルヒルデ、新国立劇場公演「トスカ」において急
遽タイトルロールを務め高い評価を得た。ベートーヴェン「第九」「ミサ・ソレムニス」、ヴェ
ルディ「レクイエム」、マーラー「復活」などコンサートでも活躍している。藤原歌劇団団員。

Soprano／Atsuko Kobayashiソプラノ／小林 厚子

次
回
公
演

第562回定期　

2020
 10 /16〔金〕,17〔土〕

18:00 開場　
19:00 開演 

17:45 開場　
18:45 開演 

●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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エテルナ
高崎 Gメッセ

群馬

高崎
芸術劇場

ご案内

※高崎芸術劇場に専用駐車場及び提携駐車場はありません。
　周辺駐車場については高崎芸術劇場HPをご覧ください。

スメタナ／連作交響詩《わが祖国》
Bedrich Smetana／Má vlast (My Fatherland)

指揮／高関 健
 （群響名誉指揮者）

Conductor／Ken Takaseki
  （Conductor Emeritus）

高崎芸術劇場 大劇場

コンサート
開催にあたり

新型コロナウイルス感染症について、政府・自治体・関係諸機関から示される正確な情報収集に努めるとともに、感染拡大
防止に最新の注意を払い公演を開催いたします。
開催におきましては、ホール管理者と連携の上、可能な限りの安全策を講じてまいりますが、ご来場のお客様にも会場内にお
きましては、感染拡大防止へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。
感染拡大防止のため、ご来場者のお名前と連絡先を伺います。
（把握した情報は必要に応じて保健所等の公的機関へ提供させていただく場合があります。）
当日、体温37.5度以上の熱の有る方、発熱により平熱以上の方、体調に不安がある方のご来場はお控えください。
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・

・

・


