
＊演奏中の入退場はご遠慮ください。＊ホール内客席では携帯電話、スマートフォンなど全ての電子機器の電源をお切りください。タ
ブレット端末など光を発する機器も、周囲の方の鑑賞の妨げとなりますので、ご使用にならないようお願いいたします。＊写真撮影、
録音、録画は固くお断りいたします。＊時計のアラーム・時報などは設定の解除をお願いいたします。＊鈴のついたアクセサリー、お
手荷物などは演奏中に音が出ないよう、十分ご注意ください。また、アメの包み紙を開ける音にもご注意ください。＊客席内での飲食
はご遠慮ください。
【補聴器をお使いの皆さまへ】補聴器が正しく装着されていることをご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ホール内は小さな音でも
よく響きますので、
ご協力をお願いいたします

主催：川崎市、ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）　 
後援：川崎市教育委員会、公益社団法人 日本オーケストラ連盟　  特別協賛：株式会社 東芝　  

助成：平成28年度文化庁
　　　劇場・音楽堂等活性化事業

指揮：ジョナサン・ノット
Jonathan Nott, Conductor

1962年イギリス生まれ。ドイツのヴィースバーデン・ヘッセン州立劇場で指揮者としてのキャリアをスター
トし、ルツェルン交響楽団首席指揮者兼ルツェルン劇場音楽監督、アンサンブル･アンテルコンタンポラン
の音楽監督を経て、2000年よりドイツ・バンベルク交響楽団首席指揮者を務めた。古典から現代曲まで幅広
いレパートリーを誇り、ベルリン･フィル、ウィーン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウ管、ライプツィ
ヒ･ゲヴァントハウス管、シカゴ響など、世界の一流オーケストラへ客演している。2013年のルツェルン音
楽祭75周年では、ワーグナー「ニーベルングの指環」全曲を演奏会形式で上演し大きな話題となった。2014
年度シーズンより東京交響楽団第３代音楽監督を務める。

■オーケストラ・プロフィール　Orchestra Profile

東京交響楽団
Tokyo Symphony Orchestra

【創　　設】	 1946年創立。2004年より川崎市のフランチャイズ・オーケストラ。
【指 揮 者】	 	ジョナサン・ノット（音楽監督）、飯森範親（正指揮者）、秋山和慶（桂冠指揮者）、
	 ユベール・スダーン（桂冠指揮者）、大友直人（名誉客演指揮者）、
	 アルヴィド・ヤンソンス、上田仁、遠山信二（以上、永久名誉指揮者）
【楽団員数】	 88名
【ホーム・コンサート・ホール】	 ミューザ川崎シンフォニーホール、サントリーホール、東京オペラシティコンサートホール、
	 新潟市民芸術文化会館
【楽団ウェブサイト】	 http://tokyosymphony.jp

■出演者プロフィール　Profile
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東京交響楽団　オープニングコンサート
Tokyo Symphony Orchestra

「ジョナサン・ノット、サマーミューザ初登場！」

■曲目　Program	 ※演奏時間は目安です

ヴィラ＝ロボス：ニューヨーク・スカイライン・メロディ
Heitor Villa-Lobos: New York Sky Line Melody	 〔3分〕

アイヴズ：ニューイングランドの3つの場所
Charles Edward Ives: Three Places in New England (Orchestral Set No. 1)	 〔18分〕

1.	ボストン・コモンにおけるセント・ゴーデンズ（ショー大佐と黒人連隊)
					The St. Gaudens in Boston Common (Col. Shaw and his Colored Regiment)

2.	コネチカット州レディング、パットナム将軍の野営地　Putnam’s Camp, Redding, Connecticut

3.	ストックブリッジのフーサトニック川　The Housatonic at Stockbridge

 ─　 休憩〔20分〕　Intermission (20 min.)	　─

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”	 〔40分〕

第1楽章：「田舎に着いたときの愉快な気分」アレグロ・マ・ノン・トロッポ
　　　　　　Awakening of Cheerful Feelings upon Arrival in the Country: Allegro ma non troppo

第2楽章：「小川のほとり」アンダンテ・モルト・モート　Scene by the Brook: Andante molto moto

第3楽章：「田舎の人々の楽しいつどい」アレグロ　Merry Gathering of Country Folk: Allegro

第4楽章：「雷と嵐」アレグロ　Thunder-Storm: Allegro

第5楽章：「牧歌─嵐のあとの喜びと感謝」アレグレット　
　　　　　　Shepherd’s Song - Happy and Thankful Feelings after the Storm: Allegretto

★14:00 から歓喜の広場でオープニングファンファーレを演奏します。

■開演 15: 00　

■終演予定 17: 00
■指揮 ジョナサン・ノット　Jonathan Nott, Conductor

■会場 　MUZA Kawasaki Symphony Hall
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【特別賛助会員】
NTTアドバンステクノロジ株式会社
川崎幸病院
川崎信用金庫
キヤノン株式会社
サントリーホールディングス株式会社
大本山川崎大師平間寺
株式会社東芝
三井不動産グループ
株式会社ヨドバシカメラ

【賛助会員】
有限会社アイエムシー
税理士法人あおぞら会計
味の素株式会社 川崎事業所

アルファクス株式会社
株式会社イープラス
神奈川臨海鉄道株式会社
カナケイ株式会社
川崎アゼリア株式会社
公益社団法人川崎市医師会
公益社団法人川崎市歯科医師会
川崎市信用保証協会
公益社団法人川崎市病院協会
一般社団法人川崎市薬剤師会
川崎鶴見臨港バス株式会社
かわさきファズ株式会社
川崎フロンターレ
川崎臨港倉庫埠頭株式会社
株式会社きんでん

ケイジーケイ株式会社
京浜楽器株式会社
株式会社さいか屋 川崎店
公益財団法人 JFE21世紀財団
株式会社シグマコミュニケーションズ
セレサ川崎農業協同組合
株式会社デイ・シイ
東亜石油株式会社
東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場
東洋ロザイ株式会社
日本窯炉株式会社
ぴあ株式会社
富士通株式会社
富士電機株式会社
株式会社ムーブエイト
　　＊
大宮町町内会
遊園電子工房
他　1 法人

【個人賛助会員】
阿部　孝夫
磯野　和久
宇治橋　哲
遠藤　智和
小笠原　将
岡田　　元
岡野　　功
小野　洋彰
喜多　紘一
小菅みつほ
後藤　　実
斉藤　隆徳
佐藤　　亨
鈴木　純夫
鈴木　　徹
関口　浩・三代子
高橋　美子
竹内　啓介

都築　　豊
中村紀美子
西山　英昭
野口　泰司
橋本ゑみ子
長谷川喜代江
林　　浩一
林　　直人
尾藤　敏雄
平野　信子
前田　　泉
松本　武巳
山内　利夫
山下　啓史
山田　昌克

他　匿名 3 名
敬称略・50 音順

（2016年 7 月 1 日現在）

■ミューザ川崎シンフォニーホール ホールスポンサー
ミューザ川崎シンフォニーホールの公演事業は、
ホールスポンサーの皆様によって支えられています。 

【公演のご案内】

ミューザ川崎シンフォニーホール＆東京交響楽団　名曲全集第121回
2026 年まで音楽監督任期延長！  東響ヨーロッパ公演を川崎で

10/8（土）14 : 00 開演

〈出演〉指揮：ジョナサン・ノット　管弦楽：東京交響楽団
〈曲目〉武満 徹：弦楽のためのレクイエム

　　　 ドビュッシー：海
　　　 ブラームス：交響曲第 1 番
 料金：Ｓ￥7,000　Ａ￥6,000　Ｂ￥4,000　Ｃ¥3,000
チケットのお問合せ：
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　☎044-520-0200
　　　電話予約	10 :00～18 :00　　4階チケットカウンター	10 :00～19 :00
　　　ミューザWebチケット		http://muza.pia.jp/	（登録無料・24時間受付）

★東京交響楽団は創立70周年記念にヨーロッパ公演（5か国5都市）を行います
10/20　ポーランド・ブロツワフ　　	10/22　クロアチア・ザグレブ
10/24　オーストリア・ウィーン　　	10/26　オランダ・ロッテルダム
10/27　ドイツ・ドルトムント



　ブラジル、アメリカ合衆国、そしてオーストリア。お聴きいただく３人の作

曲家は、それぞれの出身地や生活環境から多くのものを得て、自らの作品に反

映させた。本日は３つの街、３つの地方、３つの文化と風景でひとつの流れを

作り、音楽家（作曲家、指揮者、オーケストラ）が聴き手である皆様と共に旅

をするというプログラム。ぜひ想像力の羽根を広げて、素晴らしいひとときを。

1930 年代後半のニューヨークを音楽で奏でるヴィラ = ロボス  
　南米諸国は民族的な音楽の宝庫であり、ヨーロッパを中心に発展してきた、

私たちが「クラシック」と呼ぶ音楽にも少なからず影響を与えている。20 世紀

になると各国からは才能豊かな音楽家が次々に登場。日本とのつながりも深い

ブラジルからは、エイトル・ヴィラ = ロボス（1887-1959）という際立った個

性の持ち主が出現し、オーケストラ作品からオペラ、室内楽曲、ピアノ曲、ギ

ター曲ほか、膨大な数の作品を残した。 

　1939 年にピアノ曲として生まれた「ニューヨーク・スカイライン・メロディ」

は、タイトルの通り、ニューヨークのマンハッタン地域に建つビルや街並みの

尾根をそのまま写し取り、それをベースに五線譜化したという実験的な作品。

演奏時間は３分ほどを要する小品であり、同年にはオーケストラでも演奏でき

るよう改稿された。演奏されること自体が珍しい作品である。   

アメリカ史のひとコマを音楽でひも解くアイヴズの意欲作  
　20 世紀アメリカ音楽シーンには“異端児”と呼ばれる作曲家が何人も出現し

た。チャールズ・アイヴズ（1874-1954）もそうした一人だが、彼はニューヨ

ークにあった保険会社に勤務しながら音楽を学び、後に知人たちと保険会社を

設立。副業として作曲家を続け、個性的な実験音楽などを発表したという“孤

高の作曲家”である。1910 年代前半から 20 年代にかけて作られた（1929 年に

改訂）「ニューイングランドの３つの場所」（オーケストラ・セット第１番）は、

かつてイギリスからの移民が大西洋を渡ってアメリカへと入植したニューイン

グランド地域（アメリカ合衆国の北東部）を題材とし、南北戦争などにまつわ

る歴史的な事実や人物などを交えて描いた。

　第１曲「ボストン・コモンにおけるセント・ゴーデンズ（ショー大佐と黒人

連隊）」が描くのは、ボストンの中心にある歴史的な場所（現在は公園）と、

そこに建つ記念碑（美術家セント・ゴーデンズの製作）に描かれた南北戦争に

おける軍人、R.G. ショー大佐と黒人歩兵隊への賛美。第２曲「コネチカット州

レディング、パットナム将軍の野営地」は、アメリカ独立戦争における英雄の

一人、I. パットナム将軍を題材とし、聴き慣れた行進曲や歌が次々と演奏され

る。第３曲「ストックブリッジのフーサトニック川」は、マサチューセッツ州

～コネチカット州を流れるフーサトニック川にインスピレーションを得て作曲

され、賛美歌のような厳粛さに満ちている（ストックブリッジはマサチューセ

ッツ州にあるネイティヴ・アメリカンの街）。   

ベートーヴェンと共に約 200 年前のウィーンを散策  
　交響曲第５番「運命」と同じ日（1808 年 12 月 22 日）にウィーンで初演され

た交響曲第６番「田園」は、19 世紀になってますます新しい音楽の形を求めた

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン（1770-1827）による野心作である。

表面的にはベートーヴェンが愛したという自然豊かなウィーン郊外の描写であ

るように思われるが、自身は「あくまでも感情の表出」であると明言しており、

風景などに接したベートーヴェンの豊かな感情が音楽となって湧き出ているの

だろう。各楽章には彼自身による詳細なガイドが副題として付けられており、

私たちはベートーヴェンと共に散策をするような気分も味わえるのだ。 

　曲は 1808 年の初春（ベートーヴェン 37 歳）から少しずつ書き進められ、半

年ほどで完成。全５楽章という構成の中、後半の３楽章を連結して演奏したり、

第４楽章においては第５番「運命」と同様にトロンボーンとピッコロを使用す

るなど、当時としては実験的な側面を持ち合わせている。第２楽章においては

小川のせせらぎや鳥たちの声を、第４楽章では激しい雷雨などを描写する部分

もあり、オーケストラ（楽器）の可能性を模索。第５楽章では開放的で雄大な

賛歌が歌われ、神の創造物である大自然へ感謝を捧げているかのようである。

　今回の公演で演奏するのは、“みんなで一緒に”とい

う観点で選んだ曲です。皆が共に生き、共に働き、音

楽を楽しむために集まってくる……置かれた環境はさ

まざまでも、そこで経験した喜びはみんなで分かち合

おうということです。この音楽祭にもふさわしいテー

マではないでしょうか。

　「フェスタサマーミューザ」は、実にファンタスティ

ックなアイディア。友人たちに「東京周辺には 10 以上

のオーケストラがあって、私はその中の東京交響楽団

のチーフコンダクターをやっている」と話しても、「オ

 東京交響楽団音楽監督

� ジョナサン・ノット

■インタビュー

“歓喜”に満ちたフェスタのオープニング
川崎で音楽の喜びを分かち合ってください

ーケストラがそんなにあるはずがない」と信じてくれ

ません（笑）。しかし実際に（それらのオーケストラが

集まる）フェスティバルが存在し、そこに多くの聴衆

が集まる伝統がある。大変素晴らしいことです。

　私、ジョナサン・ノットは東京交響楽団と共に川崎

で生き、川崎で働いています。私たちの本拠地である

川崎にたくさんのお客様をお迎えできることは、とて

も光栄なことです。さまざまなオーケストラの競演に

立ち会う楽しみと喜びを、ぜひ、この川崎で体験して

ください。 （取材・文＝編集部）
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