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若きマエストロが 輝かしく誕生！
© 青柳聡

終演後、笑顔の3ショット！
（左から）篠崎史紀
（コンサートマスター）、
上野耕平（サクソフォン）、熊倉優（指揮）

来場者の声
グラズノフのサックス協奏曲、
アルト・
サックスと弦楽オーケストラの音色が
見事にとけあってメロディの美しさを味
わえた。
ショスタコーヴィチの2楽章の
迫力がスゴかった。息をするのも忘れ
る緊張感だった。
熊倉氏の今後の活躍
を期待したい‼
（50代）／まずは15時
からの素晴らしい室内楽演奏に感謝。
ミューザならこそ近くで拝見できる。
NHK-SOのメンバーの力演の様子。
ショスタコSym.10の鋭い一撃。NHK
ホールでのもやもや感も、吹っ飛んだ
感有り。
（ピカデリーサーカス・50代）
／
指揮者の熊倉さん、
今日の演奏で新し
い星が私の中に生まれました。
そしてホ
ルン！ショスタコーヴィチの2楽章
（たぶ
ん）、
ホルンがトップの音で鳴ると後方
客席はいっせいに乗り出しました。素
晴らしかったです。
（川崎のYoko・50
代）
／派手さはないけど、
とても真摯な
指揮ぶり。
曲に対する丁寧な解釈が伝
わってきました。N響の皆さんのあたた
かい雰囲気も伝わってきました。
いつも
のごとく演奏も素晴らしく、
満足な一日
でした。
（K.S.・50代）
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【8/4（土）NHK交響楽団】

今年のフェスタサマーミューザ
で聴くNHK交響楽団は、特別な
舞台となった。若きマエストロが
輝かしく誕生したのだ！
指揮台に立ったのは、2016年
9月よりN響首席指揮者のパー
ヴォ・ヤルヴィのもとで研鑽を積
む熊倉優。
同年11月からアシスタ
ント指揮者の契約を結んだ彼が、
初めて聴衆を前にN響を振った
のだ。
その堂々たるデビューに、客
席は多いに湧き上がり、大喝采を
贈ることとなった。
プログラムの幕開けは、
ブリテ
ンの「青少年のための管弦楽入

門」。熊倉は歯切れよく、かつ丁
寧にタクトを振った。木管、金管、
弦楽器、
それぞれの精緻なハー
モニーはさすがN響！ 豊かな音
色を楽器セクションごとに味わえ
る音楽的時間は、聴き手の耳を
研ぎ澄ませた。
つづく協奏曲には、サクソフォ
ン奏者の上野耕平が登場。
グラ
ズノフのアルト・サクソフォンと弦
楽オーケストラのための協奏曲を
披 露した。上 野と熊 倉はともに
1992年生まれ。俊英たちの初共
演は、
スマートでありながらドラマ
ティック。
オペラ歌手がアリアを歌
い上げるかのように、一音一音に

昭和音楽大学

意味を乗せる上野の音楽に、弦
楽は自然に呼応しながら音楽に
奥行きをもたらした。
後半で熊倉は、ショスタコー
ヴィチの交響曲第10番という大
曲に挑んだ。細切れとならない絶
妙な緊張と弛緩によってエネル
ギーを蓄積させ、
自然なテンポ設
計の中で高揚感を生み出すこと
に成功。終楽章まで集中度の高
い見事な演奏だった。
コンサート
マスター篠崎史紀をはじめ楽団
全体からも、新鋭を温かく鼓舞す
る様 子も伝わり、感 動 的なコン
サートとなった。
（飯田有抄・クラシック音楽ファシ
リテーター）

【変更】本日・都響公演について
第1幕と第2幕の間に休憩20分が
入ります。
また、カットなしで全曲を演奏い
たします。
プログラム掲載の曲目
に、第2幕冒頭に「情景（お菓子の
国の魔法の城）」
「 情景（クララと
王子の登場）」、パ・ド・ドゥに
「ヴァ
リアシオンⅠ（タランテラ）」が追
加となります。

〜不滅のシェイクスピア・ワールド〜

8/8（水）18:30開演（18:00開場） ミューザ川崎シンフォニーホール
●
●

ニコライ：歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
メンデルスゾーン： 劇付随音楽「夏の夜の夢」から
序曲、スケルツォ、間奏曲、夜想曲、結婚行進曲

●

プロコフィエフ：
「ロメオとジュリエット」組曲から
モンタギュー家とキャピュレット家、少女ジュリエット、
フォークダンス、マドリガル、メヌエット、仮面、
ロメオとジュリエット、タイボルトの死、
ジュリエットの墓の前のロメオ

次回の

指揮／小森康弘

計200枚程度
全席指定￥1，000

電話予約：なし
4階カウンター／10：00〜17：00販売
◎ 当日券カウンター／17：30〜販売
◎
◎

※17：00〜17：30の間は販売を休止いたします
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ヤンソンス バイエルン放送交響楽団

◆マリス・ヤンソンス指揮・バイエルン放送交響楽団
［日時］
11/25
（日）
18:00開演
［会場］
ミューザ川崎シンフォニーホール
［曲目］
ドヴォルザーク：交響曲第7番、
ストラヴィンスキー：
「春の祭典」
［料金］
S¥30,000 A¥25,000
（僅少）B¥21,000
（僅少）C・D 売 切

黄金時代を迎えた名コンビが今秋ミューザに登場。
壮大な音の渦に酔いしれる！

先月、バイエルン放送交響楽
団が、
マリス・ヤンソンスとの首席
指揮者の契約を、2024年まで延
長することを発 表したうれしい
ニュースが発表されました。

【マリス・ヤンソンスのコメント】

「バイエルン放送交響楽団から契

深い信頼を確かめるものであり、

（事業課 山）

おります。彼らと築き上げられるで
あろう、数々の音楽上のハイライ
トに彩られた輝かしい未来を楽し
ホームページより）

充実した人間関係、お互いへの

酔いしれましょう！

関係を継続していきたいと願って

しを頂いた時、私はもちろん大変

関係、他に例をみないほど順調で

熱いタクトが導く壮大な音の渦に

唱団の歌手の方々とのこういった

みにしております。」
（ジャパンアーツ

嬉しかったです。
これまでの年月

ミューザを愛するマエストロの

た素晴らしいバイエルン放送合

約期間を更に更新したいというお

で培ってきた緊密な音楽的協力

曲にして超大編成！
「春の祭典」。

オーケストラの楽団員の方々、
ま

そんな、今まさに黄金時代を迎
えたバイエルン放送響が、2つの
大曲を携えて2年ぶりの来日公
演。
ドヴォルザークの隠れた名
曲・交響曲第7番と、名曲にして難

© BR Markus Dlouhy

＼ミューザ公式インスタもフォローしてね／

ミネラルたっぷり。
夏はフルーツで栄養補給！

友の会に入会された方に、
【 サマー
ミューザ オリジ ナル チ ケットホ ル

ダー】または【ミューザオリジナル
トートバッグ】のいずれか1つをプレ
ゼント！

現・会員の方に プレゼント！

の天然水「恵水」
ミューザ ラ

場の友の会 会員様に【生田

など、お得な６つの特典あり！

詳しくは友の会入会窓口（ホール 歓
喜の広場特設カウンターもしくは5階
受付）
まで

ベル】をプレゼント！DM同

封の引換 券をお持ちくださ

#アーティストの休日 #サマーミューザ

い
（1枚につき1本お引換）

皆さまこんにちは︒本日も暑い

中ご来場いただきましてありがと

うございます︒猛 烈な暑さで連 日

熱中症が話題に上るこの夏︒暦の上では立秋も

間近ですが︑
まだまだ夏本番︑
ここで熱中症につ

いておさらいし予防に努めましょう︒

等︒

・軽症 めまい︑
立ちくらみ︑汗が止まらない

︻熱中症の症状︼

・中等症 頭痛︑吐き気︑倦怠感

・重症 意識がない︑
けいれん︑高い体温

・こまめに水分・塩分を補給し︑休憩を取る︒

︻予防法は？︼

・暑い時は無理せず︑
体調の悪い時は特に注意︒

さて︑
ミューザでは水分・塩分補給にうってつけ

・日傘や帽子を活用︑涼しい服装をする︒

ダー﹂︵￥４００︶
！伊豆大島伝統海塩とシチリア

のドリンクをご 用 意 ︒その 名 も﹁ 塩レモンサイ

モンの酸味が絶妙です︒
サマーミューザ期間中の

レモンのこだわりサイダーで︑
まろやかな塩とレ

Instagram : @muzakawasaki

山本翔平 娘（１歳10ヶ月）
を連れ
てどこで遊ぶかをもっぱら考えてい
ます。夏場の日中は室内で遊べる
場所で、
少し涼しくなった夕飯前に
は遊具のある公園で遊ばせたりし
ています。休日と言えども次のプロ
グラムの準備や練習もあるので仕
事との両立はとても難しいですが、
幼い娘との時間を楽しみながら
日々頑張っていきたいと思います。

（ウォーターバーサービス）

・先行予約

︵事業課 Ｉ︶

Facebook : @kawasaki.sym.hall

パートナーショップ特典

1ドリンクサービス

・チケット割引

みドリンクコーナーにて限定発売中︒
熱中症予防

Twitter : @summer̲muza

アトレ川崎4F

サマーミューザ公演にご来

に︑
ご来場の記念に︑
ぜひ一度お試しください！！

#サマーミューザで投稿してください！

▶リスト P.13 掲載

◎年会費3,000円

︻明日・明後日の朝刊休みます︼
明 日・明 後 日︵ ８ ／ ６ ︑７ ︶は 休 演 日のた
め︑本紙の発行もお休みさせていただきま
す︒次号発行は８／８です︒

サマーミューザ公式サイト

https://www.kawasaki-sym-hall.jp/festa/

（都響 / 第 2ヴァイオリン副首席奏者）

フタバフルーツパーラー

ミューザ友の会

新規入会でもらえる！
サマーミューザ期間中（8/12まで）に

山本翔平の休日

フェやミニフルーツサラダのオプショ
ン可も嬉しい♡
「食べたいメニューばかりで決めら
れない！どうすれば……？」結果、優
待券を利用して何度も通えば良いと
いう結論を出した私なのでしたー。
（経営管理課 ふ）

入口には懐かしのショーケース。旬
のフルーツがずらりと並んでお出迎え
してくれる生粋のフルーツパーラー。
パフェやパンケーキ、
ジュースにサン
ド… … e t c 。フルーツてんこ盛りメ
ニューでとにかく魅力的。
豊富なメニューの中に動物性食材
抜きのヴィーガンや小麦粉を使わな
いグルテンフリーを取り揃えているこ
だわりのパーラー。
アレルギーをお持
ちの方とも一緒にお食事が可能で
す。
食事メニューもあるので、演奏会前
後の腹ごしらえにもお勧め。ミニパ

