Number.6-2018
7月29日（日）発行

雨ニモマケズ、風ニモマケズ…
そういうジャズナイトにワタシは出会えた?
© 青柳 聡

なんと佐山雅弘
（p）
がサプライズ出演！
スペシャルなデュオを聞かせました。

来場者の声

写真

© 青柳 聡

【7/28（土）サマーナイトジャズ】

ボーンの音色は湿った空気を一

「 なんで 今日なんでしょうねぇ

掃し、
ピアノとベースを交えたセッ

……」。
ステージに登場した中川
英二郎の最初の一言は、会場を
埋めたすべての人々にとって共通
の感想だったに違いない。
なにし
ろ台風直撃が予報される中での
公演なのだから運が悪い。
しか
し、
「 帰りの電車は大丈夫なのだ
ろうか」などという一抹の不安も
なんのその、軽快なリズムに乗っ
てスタートしたミューザ恒 例の
ジャズナイトは、聴衆をあっという
まに非日常の世界へと運んでいく
のだった。名手中川英二郎の奏
でる自由自在で柔らかなトロン

ションが心地よい緊張感を醸し
出す。
そして、
この日のスペシャル
ゲスト小野リサが登場した後半
は雰囲気が一変。
ボサノバのリズ
ムに乗って奏でられる
「サマータ
イム」
や
「イパネマの娘」
に心が癒
やされることこの上なしだ。
さらに

けひきに満ちた大人の時間を演
出する。台風の事などすっかり忘
れ、満ち足りた気分で会場を出る
と、暴風雨もおさまった静かな川
崎の街が眼の前に。
「普段の行い
が良いとこれだぜ」などと思いな
がら会場を後にしたのは、
きっと
ワタシだけではないはずだ。
（田中泰・音楽ジャーナリスト）

は、ミュー ザのホールアドバイ
ザーを務めるピアニスト佐山雅弘
も登場。万雷の拍手に迎えられ、
「まあ、
やってみようか」
の一声とと

【払い戻しを実施します】
７月２８日に台風１２号による荒天
により来場できなかったお客様に
は、後日払い戻しを行います。期間
や方法につきましては、公式ホーム
ページにて告知いたします。
【明日の朝刊休みます】
明日
（7/30）
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7/31です。

もに始まった中川英二郎との「マ
イ・フェイバリット・シングス」
は、
ま
さにジャズならではの即興性とか

サマーナイトジャズ毎年楽しみにし
ています。今年はトロンボーンの中
川さんでミューザの響きを充分楽し
める演奏でした。上品な林さんのピ
アノ、
力強い川村さんのベース、
ムー
ドのある小野さんのボーカルもとて
も素敵でした。佐山さんが特別ゲス
トで出てくださったのも嬉しかった
です。
（ Yoko・６０代）/今日のコン
サートは中川先生のすばらしいトー
クによってステージと客席の距離が
近かったことが一番よかったなと思
いました。
スペシャルゲストも盛り上
げていただき、
あっという間の２時
間でした。
（館長・６０代）
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かわさきジュニアオーケストラ発表会

〜情熱120％〜

7/31（火）13:30開演（13:00開場） ミューザ川崎シンフォニーホール
●

ロッシーニ：
「ウィリアム・テル」序曲 より スイス軍の行進

●

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 第1楽章

●

ベートーヴェン：交響曲第7番 第4楽章

●

グリーグ：
「ペール・ギュント」より
山の魔王の宮殿にて、オーゼの死、朝、アラビアの踊り、
ペールの帰郷、ソルヴェーグの歌

次回の

指揮／

江上孝則

ヴァイオリン／

磯部紗来

司会／

山田美也子

（ジュニアオケ選抜メンバー）

計200枚程度
全席指定：1,000円

電話予約：なし
4階カウンター／10：00〜12：00販売
◎ 当日券カウンター／12：30〜販売
◎
◎

※12：00〜12：30の間は販売を休止いたします
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入場無料！ミニ・コンサート

◆若手演奏家支援事業 2018 ミニコンサート（入場無料）
［時間］各日12：10開演
［会場］
ミューザ川崎 市民交流室
［定員］各回120名（先着順）

今後の活躍に期待！新進音楽家によるコンサート

オーケストラの祭 典・サマー
ミューザですが、市民交流室で行
うミニコンサートも、今ではすっか
りおなじみとなりました。演奏機
会を提供し、音楽家としての経験
値を上げていただくことを目的に
「若手演奏家支援事業」
として実
施しています。
今年もアンサンブルからソロま

で、合計17名の若手奏者たちが

・8/8（水）アストロ・ピアソラの世界
〜サクソフォーンによるピアノ三重奏の響き〜
Saxophone Piano TRIO
サクソフォーン：松本理沙、崔 師碩
ピアノ：秋元一夢

登場し、
ホールのオーケストラ公
演にも負けない熱い演 奏でサ
マーミューザを盛り上げてくれる
はず！

・8/9（木）水と幻想の世界
フルート：占部智美
ピアノ：岩本剛輝

ミニコンサートに出演後、他の
コンサートにも登 場しているグ
ループ・出演者も出てきています
ので、演奏家が成長していく姿も

・8/10（金）モーツァルト
〜彼の残した音の万華鏡〜
Quintett fünf
年度 MUZA ソリスト
ピアノ：黒沼香恋（ 2017
）
オーディション合格者
クラリネット：久保田智巳
ファゴット：田島慶太
オーボエ：内田麻結
ホルン：高崎万由

お楽しみいただけます。
お昼休みの時間、次代を担う
若いパワーを応援しに、
ぜひ市民
交流室へ足をお運びください！
（事業課

2017 年ミニコンサートから © 青柳 聡

森）

＼ミューザ公式インスタもフォローしてね／

定番から季節の天ぷら、アイスまで！
アゼリア地下街に店を構える「銀
座ハゲ天」、食事をする場所からガラ
ス越しに天ぷらを揚げているのが見
えます。
そして、明るい店内は、女性客
も気軽に立ち寄れる雰囲気でした。
今日はお手頃ランチを注文、定番
の海老、
とうもろこしのかき揚げや野
菜、
白身魚などボリュームもあり満足
間違いなし。
ちなみにパートナーショップ特典
は、ごま油で揚げたアイスの天ぷら
サービス
（写真下）。
こちらも美味でし
た。
（広報M島）

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！
サマーミューザ公演にご来

・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

・チケット割引

場の友の会 会員様に【生田

など、お得な６つの特典あり！

ベル】をプレゼント！DM同

喜の広場特設カウンターもしくは5階

#アーティストの休日 #サマーミューザ
#ミューザ公式インスタ連動中

い
（1枚につき1本お引換）

います︒
今年のフェスタサマーミュー

ザもそろそろ中盤に差し掛かっ

てまいりました︒皆さま 暑い中

ご来場いただきありがとうござ

毎 日 熱 演の続くホールですが︑﹁わたしも

ミューザの舞台で演奏してみたい！歌ってみ

たい！ ﹂とお考えの方はいらっしゃいません

ルだった！また演 奏したい！ ﹂という嬉しい

か？利 用いただいたお客 様からの
﹁いいホー

お声を日々の励みに︑貸館業務を担当させて

いただいています︒
ホールの他にも貸 会 議 室

多目的にご利用いただける市民交流室も併

や貸練習室︑展示利用の出来る企画展示室︑

設されています︒
ご利用をご検討の方はお気

軽にお問い合わせください！お待ちしていま

す♪

フェスタ期間中︑市民交流室では若手音楽

より写真展﹁音楽

31

家によるミニコンサートの開催される日があ

り︑企画展示室では７／

︵貸館担当Ｔ子︶

へのまなざし〜堀田正矩追悼展﹂
も開催され

寄りくださいませ♪

#サマーミューザで投稿してください！

香月圭佑 多摩区在住、生田緑地
に度々出没。今日は昨年創部した
シティ・フィル野球部について紹介
します。入団して4年経ちますが、
その間にも若手団員が増え、部員
は25名！勢いを感じます。5月末に
東響さんと交流試合を行いまし
た。ちなみに香月は張り切りすぎ
て5三振、写す価値なしなので写
真にはいません。#東京シティフィル

アイスの天ぷら
1個サービス

◎年会費3,000円

ます︒どちらも入場無料ですのでぜひお立ち

サマーミューザ公式サイト

Instagram : @muzakawasaki

川崎アゼリア

パートナーショップ特典

受付）
まで

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

Facebook : @kawasaki.sym.hall

銀座ハゲ天（天ぷら）
▶リスト P.18 掲載

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

Twitter : @summer̲muza

香月圭佑の休日

（東京シティ・フィル／チェロ・フォアシュピーラー）

