群馬交響楽団 定期演奏会
ブルックナー／
交響曲 第5番 変ロ長調 WAB105（ノヴァーク版）
Anton Bruckner/ Symphony No. 5 in B-Flat Major, WAB 105 (ed. L. Nowak)

◆ 全席指定
第570回 定期演奏会

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

第51回 東毛定期演奏会

S席 5,000円 ／A席 4,500円

B席 3,500円 ／C席 2,500円

指揮

尾高 忠明

Conductor/ Tadaaki Otaka

ⓒMartin Richardson
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第

東毛定期演奏会

◆東毛定期演奏会

チケット発売日 : 2月15日〔月〕

7 16
2021

19:00 開演

（18:00 開場）

太田市民会館
〔金〕 プレ
・コンサート・
トーク 18:15〜

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）
。
※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。

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。

◆ 前期シーズン チケット発売日 : 2月15日〔月〕

7 17
2021

新時間設定

16:00 開演

（15:00 開場）

高崎芸術劇場 大劇場
〔土〕 プレ
・コンサート・
トーク 15:15〜

助成：

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

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、上毛新聞社、群馬テレビ、
ＦＭ ＧＵＮＭＡ、
高崎市・高崎市教育委員会（7/17）
太田市・太田市教育委員会（7/16）

◆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

※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。

第51回 東毛定期演奏会／2021年7月16日〔金〕太田市民会館
第570回 定期演奏会／2021年7月17日〔土〕高崎芸術劇場 大劇場

Profile
指 揮／

尾高 忠明

Conductor/ Tadaaki Otaka

ロンドン交響楽団、ロンドン・フィル、BBC交響楽団、バーミンガ
ム市交響楽団のほか、日本国内の主要オーケストラへ定期的に客
演している。
また、ベルリン放送交響楽団、フランクフルト放送交響楽団、ブ
リュッセル・フィルハーモニー管弦楽団、イル=ド=フランス国立管
弦楽団等へ客演している。2017年BBCウェールズ・ナショナル管
弦楽団（旧BBCウェールズ交響楽団）首席指揮者就任から30年に
当たりオール・エルガーによる記 念コンサートが 開 催された。
2019年にはBBCウェールズ・ナショナル管とBBCプロムスに通
算32回目の出演を果たしている。
1987年にBBCウェールズ・ナショナル管弦楽団首席指揮者に
就任。1995年、
「オーケストラとの8年間、尾高はウェールズで奇
跡を行った」
（ロンドン・サンデー・タイムズ紙）と高い評価を得た。
1997年には英国エリザベス女王より大英勲章CBEを授与され
た。そのほか、1991年度第23回サントリー音楽賞受賞。1993年

ウェールズ音楽演劇大学より名誉会員の称号、ウェールズ大学より名
誉博士号、さらに1999年には英国エルガー協会より、日本人初のエル
ガー・メダルを授与された。2012年有馬賞（NHK交響楽団）、2014
年北海道文化賞、2017年度関西音楽クリティック・クラブ賞本賞、
2018年度大阪文化祭賞、日本放送協会放送文化賞、2019年第49
回JXTG音楽賞洋楽部門本賞を受賞。
現在NHK交響楽団正指揮者、大阪フィルハーモニー交響楽団音楽監
督、BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団桂冠指揮者、札幌交響楽団名
誉音楽監督、東京フィルハーモニー交響楽団桂冠指揮者、読売日本交
響楽団名誉客演指揮者、紀尾井ホール室内管弦楽団桂冠名誉指揮者。
2010年から2014年まで新国立劇場オペラ芸術監督、2010年から
2年間メルボルン交響楽団首席客演指揮者を務めた。また後進の指導
も積極的に行い、東京藝術大学名誉教授、相愛大学、京都市立芸術大
学音楽学部客員教授、国立音楽大学招聘教授を務めている。

● 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

止に細心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

コンサート
開催にあたり

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。

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。

●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。

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。

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

0276-57-8577

●太田市民会館 ☎
※東毛定期演奏会（7/16）のみ取り扱い
（定休日：月曜日）

※定休日

以外 8:30～17:15）

●チケットぴあ

http://t.pia.jp

☎ 0570-02-9999

・ = 土・日・祝日

7/16
7/17

高崎市
タワー美術館

高崎市
美術館

Pコード
Pコード

193-163
193-164

（予約番号やＰコード等の入力が必要です）
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。

ペデストリアンデッキ

高崎芸術劇場

ビック
カメラ

Gメッセ
群馬

109シネマズ
エテルナ
高崎

至東京

※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」
「高崎芸術劇場シャトル」については高崎芸術劇場HPをご覧ください。

太田市民会館ご案内

至太田駅

〒373-0817

国
道
407
号
線

☎0276-57-8577

群馬県太田市飯塚町200番地1
■交通のご案内
東武鉄道「太田駅」南口
からタクシーで約7分、
公共バス「あおぞら」で
約9分
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〔土〕

指 揮／ユベール・スダーン

ピアノ／児玉 桃 ※

P

太田
市民
会館

西矢島

次回公演 ▶第571回定期演奏会

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

・ = 月曜日、 ・ ・ ・ = 月・火曜日、

■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）

ヤマダ電機
LABI1高崎

http://www.gunkyo.com/

※東毛定期演奏会（7/16）は取り扱いがありません。
※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（10:00～18:00）
群馬音楽センター
高崎市文化会館
高崎シティギャラリー
箕郷文化会館

高崎
オーパ

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。

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

●高崎市施設プレイガイド
（

☎027-321-7300

至玉村

▷ 特別料金制度（群響事務局扱いのみ）

高島屋

群馬県高崎市栄町9-1

東 口

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。

〒370-0841

高崎駅
西 口

☎027-322-4316

至新潟 長野 金沢

高崎芸術劇場ご案内

旭小学校

群響

高崎芸術劇場 大劇場

検索

※新時間設定

15:00 開場 16:00 開演
Conductor/ Hubert Soudant

Piano/ Momo Kodama

ウェーバー／歌劇《オベロン》J.306 序曲

Carl Maria von Weber / Oberon, J. 306: Overture

シューマン／ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

※

Robert Schumann/ Piano Concerto in A Minor, Op. 54

シューベルト／交響曲 第8番 ハ長調 D. 944「グレート」
Franz Schubert/ Symphony No. 8 in C Major, D. 944, "The Great"

