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ＮＴＴ東日本 群馬支店

「第25回 ＮＴＴ東日本群馬支店 チャリティ群響スプリングコンサート」の開催について
東日本電信電話株式会社 群馬支店（支店長：橋本 寿太郎、以下「ＮＴＴ東日本」）は、群馬県を活動基盤とする企業
市民として、地域の文化振興支援のため、群馬の音楽文化の象徴「群馬交響楽団」との協力によるチャリティコンサート
を開催いたします。
本コンサートは、1997（平成9）年に開始以降、24回（2020年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）の開催
実績を持ち、多くの皆さまから支持されているＮＴＴ東日本群馬支店の社会貢献活動です。
今年度の開催に当たっては、現時点でいまだ収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、
地域の皆さま、出演者をはじめとした関係者の皆さまの安全確保を第一優先に、群馬県内の感染状況を踏まえながら
検討を重ねた結果、1席おきでの座席指定によるご鑑賞とさせていただくことといたしました。あわせて、本コンサートの
主旨の一つであるチャリティによる社会貢献の規模を例年同様に維持するため、お一人さま2,000円以上のご寄付をお
願いさせていただきます。コンサート当日にご来場の皆さまからお預かりするチャリティ金は、高崎市（文化振興基金）
に寄付いたします。皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたします。
１. 開催日時

2022年3月2日（水） 開場 16：30

開演 17：30

２．開催場所

高崎芸術劇場 大劇場（高崎市栄町9-1 / 電話 027－321－7300）

３．出演者

指

揮 ：山下 一史（やました かずふみ）

管 弦 楽：群馬交響楽団
４．プログラム

ニコライ／ 歌劇≪ウインザーの陽気な女房たち≫ 序曲
チャイコフスキー／ 組曲 第4番 ト長調 作品61 「モーツァルティアーナ」
【 休憩・チャリティ金贈呈式 】
チャイコフスキー／ 幻想序曲《ロメオ＆ジュリエット》（ファイナルヴァージョン1880年版）

５．入場料

無 料

６．チャリティ金

お一人さま ２,０００円 以上 のご寄付をお願いいたします。

※高崎市（文化振興基金）に全額寄付いたします。
７．応募期間

2022年1月12日（水）～2022年2月14日（月）必着

８．応募方法

①郵便番号、②住所、③氏名（ふりがな）、④希望枚数（1申込2枚まで）⑤電話番号を明記の上、
ＮＴＴ東日本群馬支店ホームページ、メール、ハガキ、ＦＡＸのいずれかで、下記事務局あてに
お申し込みください。※郵送料の不足や記載内容に不備がある場合は受付できません。
【お申し込み先】 ＮＴＴ東日本群馬支店 「チャリティコンサート事務局」宛
・ＮＴＴ東日本群馬支店ホームページ
https://www.ntt-east.co.jp/gunma/branch/
・ＮＴＴ東日本群馬支店メールアドレス

koho-gunma-gm@east.ntt.co.jp
・ハガキ申込

〒370-0829 高崎市高松町３番地

・ＦＡＸ申込

０２７－３２０－１５４１

※1席おきでの着席となり、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。
また、これまでの本コンサートは自由席となっておりましたが、今回は座席指定のチケットを
お送りし、チケットの発送をもって発表に代えさせていただきます。落選された方へのご連絡は
いたしませんのでご了承ください。
※新型コロナウイルス等、感染症予防対策にご協力をお願いいたします。

９．主

催

ＮＴＴ東日本 群馬支店

１０．お問い合わせ チャリティコンサート事務局

0800-800-0133 【受付時間】平日 9:00-12:00 / 13:00-17:00

報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意を
お願いいたします。

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
ＮＴＴ東日本 群馬支店 企画総務部 総務・広報担当
Tel：027-326-0131
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P R O G R A M

2022

3.2

（水）

〈 開場／16：30 開演／17：30 〉

お一人さま

入場無料

高崎芸術劇場 大劇場

コンサート鑑賞には事前のお申し込みが必要です。詳しくは裏面をご覧ください。

2 ,000

円以上の

ご寄付をお願いしております

皆さまからお預かりした寄付金は、高崎
市(文化振興基金)に対して寄付させてい
ただきます。皆さまのご理解とご支援を
よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1席おきでの座席指定とさせていただきます。
その他、
ご来場のお客さまには、
マスクの着用、検温や手指の消毒、時差退場と
いった感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。
当日、体温37.5℃以上の熱のある方、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。
新型コロナウイルス感染拡大状況によって、開催を中止する場合もございます。最新情報は弊社群馬支店ホームページをご確認ください。

出演者紹介
山下 一史【指揮】

群馬交響楽団【管弦楽】

Kazufumi Yamashita
Conductor

Gunma Symphony Orchestra

1984年桐朋学園大学を卒業後、ベルリ
ン芸術大学に留学、1986年ニコライ・マ
ルコ国際指揮者コンクールで優勝。
1985年12月からカラヤンの亡くなる
まで彼のアシスタントを務めた。その後
ルシンボリ交響楽団首席客演指揮者を務
めた。日本国内では1988年ＮＨＫ交響

1945年戦後の荒廃の中で文化を通した復興を目指して創立 、1955年「群響」を
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楽団を指揮してデビュー、オーケストラ・

モデルに制作された映画｢ここに泉あり｣が公開され、全国的に注目を集めた。

アンサンブル金沢プリンシパル・ゲスト・コンダクター、九州交響楽団常任指揮

1947年から始めた移動音楽教室は、2020年度までに延べ642万人を超える児

者を歴任。また、大阪音大ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団常任指揮者を務

童・生徒が鑑賞した。2014年6月には定期演奏会が500回に達し、2020年に創立

め、新国立劇場での松村禎三《沈黙》公演は、東京の音楽界にも衝撃を与えた。現

75周年を迎えた。

在同団名誉指揮者。

また2019年9月に開館した「高崎芸術劇場」に活動拠点を移し、小林研一郎ミュー

2006年4月からは仙台フィルハーモニー管弦楽団より指揮者として迎えられ、

ジック･アドバイザーのもと、さらなる演奏活動の飛躍・向上を目指している。

CD制作など積極的な活動を展開、2009年4月から2012年3月まで同団の正指

1966年「朝日・明るい社会賞」 1983年 文部大臣「地域文化功労者」団体表彰

揮者。現在、オペラ、オーケストラの両面において着実な成果を積み上げている

1989年 第11回山本有三記念「郷土文化賞」 1994年「日本文化デザイン賞」

指揮者として、ますます注目を浴びている。

1995年「第４回日本生活文化大賞特別賞」

千葉交響楽団音楽監督、東京藝術大学音楽学部指揮科教授。2022年4月より愛

2003年 日本放送協会「関東甲信越 地域放送文化賞」

知室内オーケストラ音楽監督、大阪交響楽団常任指揮者に就任予定。

2017年「県民芸術祭40周年記念表彰」 2021年「サントリー地域文化賞」

コンサートお申し込み方法 〈 4 通りござ います〉
はがきから
ホームページから
NTT東日本 群馬支店

メールから
NTT東日本 群馬支店

https://www.
ntt-east.co.jp/
gunma/branch/

koho-gunma-gm
@east.ntt.co.jp

【記載例】

FAXから

〒370-0829
高崎市高松町3番地

① 〒370-XXXX
② 群馬県高崎市高松町XXX
NTTビル 3F XXX号

027- 320-1541

NTT東日本 群馬支店
チャリティコンサート
事務局宛

NTT東日本 群馬支店
チャリティコンサート
事務局宛

建物名マンション名等は
改行して記載してください。

【 記 入 事 項 】 ①郵便番号／②住所／③氏名（ふりがな）／④希望枚数〈1申込2枚まで〉／⑤電話番号（以上5点は
必須）
を明記の上、上記のいずれかの方法でチャリティコンサート事務局宛にお申し込み下さい。

【応募締切】

③ 通信 太郎
（つうしん たろう）
④ 2枚
⑤ 027-XXX-XXXX

2022年2月14日（月）必着

＊チケットの発送をもって当選発表とさせていただきます。お申し込み多数の場合、抽選となります。

※郵送料の不足や記載内容に
不備がある場合は受付できません。

【お席について】 ※1席おきでの着席となり、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。また、これまでの

本コンサートは自由席となっておりましたが、今回は座席指定のチケットをお送りし、
チケットの発送を
もって発表に代えさせていただきます。落選された方へのご連絡はいたしませんのでご了承ください。
※新型コロナウイルス等、感染症予防対策にご協力をお願いいたします。
※車椅子をご利用の方は、
その旨お書き添えください。
江木町

ヤマダ電機
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栄町

南小学校
高崎美術館
八島町
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至東京

高崎アリーナ
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ペデストリアンデッキ
ビックカメラ
高崎東口店

109シネマ

周辺の有料駐車場情報はこちらから▶
高崎芸術劇場ホームページ
http://takasaki-foundation.or.jp/theatre/

高崎市
中央体育館
（閉館）

JR東日本
高崎支社

高崎市
タワー
美術館

東口

タワー21

西口

※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。お車でお越しのお客さまは、近隣の駐車
場をご利用ください。

OPA

ＪＲ高崎駅

〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1 TEL.027-321-7300

周辺拡大図

イーストパーク

ウエストパーク
高島屋

記載例に従ってご応募ください

ヤマダ電機
LABI1高崎

東町

ＪＲ高崎駅

高崎芸術劇場 大劇場

弓町

至長野
新潟

会場

4通りの応募方法のすべてについて

太陽
誘電

354

至 高崎玉村
SIC方面

入口

高崎市
中央体育館
（閉館）

高崎
芸術劇場

駐輪場

本件に関するお問い合わせは

NTT東日本 群馬支店 チャリティコンサート事務局

【受付時間】平日9：00-12：00/13：00-17：00
（年末年始を除く）

0800- 800-0133

【個人情報の取り扱いについて】本申し込みに際して記載いただいた個人情報については、チケットの送付、今回および次回コンサートのご案内に当たって必要になる範囲内で
利用します。また、記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、NTT東日本が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
K21-03588【2201-2202】

