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サマーミューザ開幕はもちろんノット＆東響

!

ノット・イズム 究極の体験！！
即興 ―Impromptu！

サマーミューザの公演会場で
配布する、下記の「優待券」
を提示すると、割引やお得
なサービス等の特典が受け
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ンカロウは自動ピアノを使い、人

東京交響楽団音楽監督ジョナ

間には技術的に到底演奏できな

サン・ノットがサマーミューザに初

めて登場したのは2016年。“都市

いような楽曲を追求した一風変
わった作曲家です。
アンサンブル・

型 音 楽 祭 ”を意 識して、ニュー

モデルンが録音しているオーケス

ヨークの街なみや田園風景が見
えるようなプログラムを披 露 。
2017年は「浄夜」
「 春の祭典」
と
いう、現代音楽の古典とも言える
作品を。
そして今年は、
もう少し時
計の針を進めて20世紀に様々な
音楽的チャレンジをした作曲家
の作品が並び、
さらにジャズとい
う共通項で結びました。ガーシュ
ウィンはジャズとクラシックの融
合で新たな地平を拓き、
リーバー
マンは12音技法を用いてジャズ
ミュージシャンとの合奏協奏曲の
ような作品を描きました。
そしてナ

トラ版を、
ライブでやりたかった、
とノット監督は嬉しそうに言いま
す。
「『スタディ』
はたくさんの違うリ
ズムが同時に流れる非常に複雑
な楽譜ですが、東京交響楽団は
大丈夫。皆ともっと難しい曲に取
り組みたいですね」
ラストは今年
生誕100年メモリアルイヤーの
バーンスタイン
「シンフォニック・
ダンス」。大いに盛り上がることで
しょう！
そしてノット監督を語るうえで
欠かせないキーワードは
「即興」。

利用方法が変わりました

られます !

チャレンジをいとわず、即興性に

＊期間中（7/21〜8/12）なら、
いつでも利用可能！

溢れた音楽で私たちに新しい体
験をもたらしてくれます。今回のプ
ログラムはそんなノット・イズムを
大いに感じることができそうです。
「普段の定期演奏会では、
あまり
ポピュラーな曲はやらないでしょ
う？たとえばアイネ・クライネ・ナハ
トムジークとか。でもフェスタサ

見本

マーミューザはお祭りですから、
私の大好きな曲を聴いていただ
きたいと思いました」
さあ、
ここから
「奏クール！」な
23日間が始まります！オーケスト

提携店の一覧は

ラの祭典と銘打ったこの音楽祭

パンフレット または

は、
あらゆる音楽ジャンルの垣根

こちらから→→→

を越えてみなさんに奏クールな体
験をお届けします！（広報 M）

新日本フィルハーモニー交響楽団 〜正統派ドイツ音楽Ⅰ〜

7/22（日）15:00開演（11:00開場） ミューザ川崎シンフォニーホール
ヘンデル（ハーティ編）
：
「王宮の花火の音楽」から序曲
モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番
● ベートーヴェン：交響曲第6番
「田園」
●
●

リハ 11：30〜公開リハーサル（自由席）

©K.Miura

指揮／円光寺雅彦

© アールアンフィニ

ピアノ／横山幸雄

S,A,B席 計200枚程度
S席4,000円
A席3,000円
B席2,000円
U25（小学生〜25歳）
：各席半額

電話予約：なし
4階カウンター／10：00〜13：30販売
◎ 当日券カウンター
14：00〜販売
※13：30〜14：00の間は販売を休止いたします
◎
◎
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モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」
ノット 東京交響楽団による演奏会形式オペラ
ダ・ポンテ三部作 ここに完結！！

昨年、一昨年とオペラファンを
も唸らせた、
ノット 東京交響楽
団による演奏会形式「ダ・ポンテ
三部作」がいよいよ完結です。
こ
れまでの作品を見た方もそうでな
い方にも、改めてこの演奏会形式
オペラの魅力についてご紹介させ
ていただきます。
ミュー ザの 舞 台 は 客 席とス
テージが近く、演奏会形式には
ぴったりな形状をしています。
ノッ
ト監督曰く、
「 大きさがちょうどよ
く、演奏家、特に歌手と聴衆との
距離感が絶妙です……ステージ
も広くて、大勢の出演者が一堂に

会せる。
コンサート形式のオペラ
のよさは歌手と近い感覚をもてる
ためミューザはうってつけ！」
さら
に、舞台装置や衣装も必要最小
限とし、歌手たちからあふれ出る
アイデア、即興によって、聴衆も想
像を膨らませそれぞれに感じ取っ
てほしい……そんなノット監督の
思いが見事に実現され、恐らくこ
の舞台を見届けた方はその魅力
の虜となった事でしょう。
三部作のトリは「フィガロの結
婚」。音楽の妙と愉しいストーリー
展開。今年はどんな舞台となる
か、是非その目でご覧ください！

◆
「フィガロの結婚」公演情報
12/7（金）18:30開演
会場：ミューザ川崎シンフォニーホール
12/9（日）13：00開演
会場：サントリーホール
【出演】
指揮・ハンマーフリューゲル：ジョナサ
ン・ノット／演出監修・バルトロ・アント
ニオ：アラステア・ミルズ／フィガロ：マ
ルクス・ウェルバ／スザンナ：リディア・ト
イシャー／アルマヴィーヴァ伯爵：ア
シュリー・リッチズ／アルマヴィーヴァ伯
爵夫人：ミア・パーション、
ほか
【料金】
12/7：S¥13,00 A¥10,000
B¥7,000 C¥5,000
12/9：S¥15,000 A¥12,000
B¥9,000 B¥6,000 C¥4,000

＼ミューザ公式インスタもフォローしてね／

暑い夏こそ、熱いラーメン！
豚肉、
ガッツリ食べたい方におすすめ
である。
暑い夏こそ熱いラーメン、
身も心も
ホットに。是非ご賞味あれ。
（経営管理課 す）

ラーメン店がひしめき合う川崎駅
周辺。そんな激戦区のラゾーナ川崎
プラザ1Fダイニング・セレクションに
今年オープンしたのが
「札幌みその」。
平日のお昼 時 、注 文を待つ人で賑
わっている。きっと人気店なのだろ
う。
今回は一番人気という
「炙り豚盛
りみそラーメン とろ〜り味玉入り」
（ 9 5 0円）を注 文 。待つこと1 0 分 、
フードコートならではの手元の呼び
出しブザーが鳴ったら取りに行く方
式だ。濃厚なみそスープと黄色いちぢ
れ麺の絡みが抜群。炙り豚のスパイ
スが良いアクセント。みそラーメンと

札幌みその
▶リスト P.16 掲載

ラゾーナ川崎

プラザ 1F

パートナーショップ特典

味玉1個 または
麺大盛サービス

ミューザ友の会

新規入会でもらえる！

・年会費3,000円

サマーミューザ公演にご来

ミューザ オリジ ナル チ ケットホ ル

・先行予約

の天然水「恵水」
ミューザ ラ

詳しくは友の会入会窓口（ホール 歓

封の引換 券をお持ちくださ

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

ベル】をプレゼント！DM同

#アーティストの休日 #新連載 #他にも
写真あります #ミューザ公式をチェック

い
（1枚につき1本お引換）

今 年も 開 幕しました！フェス

タサマーミューザ ＫＡＷＡＳＡＫＩ︒

もし かし たら ︑昨 年のサマ ー

ません︒
川崎駅周辺が昨年から比べて変化して

ミューザぶりにいらっしゃる方も多いかもしれ

いることにお気づきでしょうか︒

実 は 今 年 ２ 月に 川 崎 駅に 新し く 北 口 がで

き︑
３月にはラゾーナがリニューアルオープン

ルし︑駅ナカでお惣 菜 ︑帰り 際にちょい飲みも

しました︒北口開業と共にアトレもリニューア

きるなど ︑︵ 私は帰りの誘 惑が増え︑吸い込ま

できるような日 本 酒やワイン専 門 店などもで

苦笑︶益々便利にな
れないように必死ですが …
りました︒
また︑
ラゾーナは﹁１日ゆっくりすご

せる 施 設 ﹂として改 装 ︒広 場に 人 工 芝 がひか

リーには嬉しい設 備の整った空 間に進 化しま

れ ︑ベビ ー ル ー ム が 新 設 さ れ る な ど ︑ファミ

した︒

ミューザも来年の１月後半から半年間休館

となります︒日に日に進化していく川崎駅とと

︵事業課のじゃい︶

気にお客様をお迎えしたいと思っております︒

#サマーミューザで投稿してください！

Instagram : @muzakawasaki

など、お得な６つの特典あり！

もにパワーアップして︑来年７月１日にまた元

サマーミューザ公式サイト

Facebook : @kawasaki.sym.hall

場の友の会 会員様に【生田

受付）
まで

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

Twitter : @summer̲muza

・チケット割引

喜の広場特設カウンターもしくは5階

ゼント！

大西順子 私のvery specialチワ
プーの銀次郎とトイプーの桃子と
過ごす時間は至福の時。
お留守番
が多くてお互い寂しいけど一緒に
いるときは常に安らぎと笑いを提
供してくれる人生における大切な
宝物です。今度のミューザ川崎さ
んのタフな選曲をこの最強応援団
の力で乗り切ります！

現・会員の方に プレゼント！

サマーミューザ期間中（8/12まで）に

友の会に入会された方に、
【 サマー

大西順子の休日

