
室内楽演奏会室内楽演奏会
20222022

シューベルト／ 弦楽五重奏曲 ハ長調 作品 163 D. 956
F.Schubert/ String Quintet in C Major, Op. 163, D. 956

プロコフィエフ／ 2つのヴァイオリンのためのソナタ
　　　　　　　　　　　　 ハ長調 作品 56から第 2楽章
S.Prokofiev/ Sonata for 2 Violins in C Major Op.56, 2nd mov.

メンデルスゾーン／弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品 20
F.Mendelssohn/ String Octet in E-Flat Major, Op. 20

2022年７月30日土 2022年11月19日土

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

チケット専用電話 ☎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/showlist

チケット【全席指定】￥3,000　２回セット券 ￥5,400
チケット発売 6月13日〔月〕　未就学児入場不可

主催・お問合せ：公益財団法人群馬交響楽団事務局 ☎027-322-4316

Vol.7Vol.7Vol.6Vol.6

西川智也プロデュース
プロコフィエフとその時代

スペシャルゲスト　北村朋幹（ピアノ）▶ Vol.6 と Vol.7 の同席セットがお求めいただけます。
（電話か窓口のみの対応となります）

坂 菜々子プロデュース
霜月の弦響

～新しい仲間とともに～

© TAKA MAYUMI

15：00開演（14：15開場） 15：00開演（14：15開場）

プロコフィエフ／ ヘブライの主題による序曲  作品 34
S.Prokofiev/ Overture on Hebrew Themes　Op. 34

プロコフィエフ／ 五重奏曲 ト短調 作品 39
S.Prokofiev/ Quintet in G minor Op. 39

バルトーク／《ミクロコスモス》より〈ピアノソロ〉
B.Bartók/”Mikrokosmos”
　107 霧の中のメロディ　107 Melody in the Mist
　  97 夜想曲　 97 Notturno
　128 足踏み踊り　128 Stamping Dance
　142 ハエの日記から　142 From the Diary of a Fly

バルトーク／《戸外にて》より〈ピアノソロ〉
B.Bartók/”Out Doors”
　   4 夜の音楽　4 The Night’s Music

ヤナーチェク／ コンチェルティーノ JW VII/ 11
L.Janácek/ Concertino JW VII/ 11

マルティヌー／ 九重奏曲 第２番 H. 374
B.Martinu / Nonet No.2 H. 374



〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1 高崎芸術劇場内３F
TEL 027-322-4316（平日10：00～18：00） Fax 027-322-4943
Eメール office@gunkyo.com　ホームページ http://www.gunkyo.com/

・新型コロナウィ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
講じて参りますが、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、37.5度以上の熱がある方、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。

Facebook Twitter Instagram

■群馬交響楽団事務局
（平日10：00～18：00）
　お電話にてお好みの座席を指定してご購入いただけます。

☎027-322-4944（チケット専用電話）
■群響オンラインチケットサービス
　インターネットで購入。クレジットカード決済・コンビニ決済
（セブン・イレブンのみ）をお選びいただけます。

　URL https://yyk1.ka-ruku.com/gunkyo-s（群響ホームページ内）

＊車いすをご利用の方は事前に群響事務局へご連絡ください。

〔収録用〕

＊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
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

■高崎市施設プレイガイド
 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）

ヴァイオリン
筒井 志帆

ヴァイオリン
杉山 和駿

ヴィオラ
太田 玲奈

チェロ
長瀬 夏嵐

コントラバス
石神 悠

フルート
中條 秀記

オーボエ
高﨑 智久

クラリネット
西川 智也

15：00開演（14：15開場）

高崎芸術劇場４階 音楽ホール
　チケット【全席指定】￥3,000

2022年

７月30日 土
室内楽
演奏会
Vol.6

室内楽
演奏会
Vol.6

ファゴット
奈波 和美

ピアノ
北村 朋幹

© TAKA MAYUMI

ホルン
竹村 淳司

プロコフィエフ／ ヘブライの主題による序曲 作品 34
Cl. 西川　Vn. 杉山　Vn. 筒井　Va. 太田　Vc. 長瀬　　Pf. 北村

プロコフィエフ／ 五重奏曲 ト短調 作品 39　
Ob. 高﨑　Cl. 西川　Vn. 杉山　Va. 太田　Cb. 石神　

バルトーク／ 《ミクロコスモス》より
107霧の中のメロディ、97夜想曲、128足踏み踊り、142ハエの日記から　Pf．北村
バルトーク／《戸外にて》より　4夜の音楽　Pf．北村
ヤナーチェク／ コンチェルティーノ JW Ⅶ/11　
Cl. 西川　Hr. 竹村 Fg. 奈波　Vn. 筒井 Vn．杉山　Va．太田  Pf．北村

マルティヌー／ 九重奏曲 第２番 H.374
Vn. 筒井　 Va. 太田　Vc. 長瀬　Cb. 石神　Fl. 中條　Ob. 高﨑　Cl. 西川　Fg. 奈波　Hr. 竹村

西川智也プロデュース プロコフィエフとその時代

ヴァイオリン
筒井 志帆

ヴァイオリン
杉山 和駿

ヴァイオリン
松本 花菜

ヴァイオリン
塩加井 ななみ

ヴィオラ
田岡 幸子

ヴィオラ
太田 玲奈

チェロ
坂 菜々子

チェロ
松本 恒瑛

15：00開演（14：15開場）

高崎芸術劇場４階 音楽ホール
　チケット【全席指定】￥3,000

2022年

11月19日 土
室内楽
演奏会
Vol.7

室内楽
演奏会
Vol.7

シューベルト／ 弦楽五重奏曲 ハ長調 作品 163 D. 956
Vn. 塩加井・杉山　Va. 田岡　Vc. 坂・松本

プロコフィエフ／ 2 つのヴァイオリンのためのソナタ

　　　　　　　　 ハ長調 作品 56から 第２楽章
Vn. 杉山・塩加井

メンデルスゾーン／ 弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品 20
Vn. 杉山・塩加井・松本・筒井　Va. 田岡・太田　Vc. 松本・坂

坂 菜々子プロデュース 霜月の弦響　～新しい仲間とともに～

※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ございます。

〔
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用
〕

お問い合わせ （公財）群馬交響楽団事務局

演奏会開催にあたり


