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終演後、
サインとともに。
シュテファン・ヴラダー
（ピアノ）
＆高関健（指揮）

来場者の声

盛夏に濃厚な音楽を聴くのも
また格別！
【7/29 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団】

帝」。引き締まった総奏に続いて

逆走台風が西へ向かって猛暑

ヴラダーが決然とカデンツァを奏

が戻った休日の午後、
「 正統派ド
イツ音楽Ⅱ」
と題した王道プログ
ラムを聴く。
ノーマルな解釈で手
応えをもたらす高関健＆東京シ
ティ・フィルに、
ウィーンの名ピア
ニスト、シュテファン・ヴラダーが
加わった布陣も
「正統派」。夏にこ
うした本格的なコンサートを味わ
うのは、
フェスタサマーミューザで
こその喜びだ。
ウェーバーの
「魔弾の射手」序
曲の柔らかな響きが、会場にドイ
ツの空気を注入した後は、ベー
トーヴェンのピアノ協 奏 曲「 皇

で、出だしから一挙に引き込まれ
る。第１楽章はキビキビと進行。
ヴ
ラダーは、明瞭なタッチとストレー
トな表現の中に、玲瓏さや典雅さ
や温かさを湛えたソロで魅了す
る。第２楽章はモーツァルトの協
奏 曲を彷 彿させる天 上 的な名
奏、第３楽章は軽妙にして雄弁な
快奏で心を弾ませる。聴衆も拍手
喝采！ ヴラダーのアンコール、
リ
ストのコンソレーションも皆を酔
わせた。
後半のブラームスの交響曲第

© 青柳聡

念に表出しつつ重層的な音楽が
展開される。第１楽章後半の高
揚感、第３楽章の堂々たる力感、
第４楽章のテンションの保持もさ
ることながら、第２楽章のこまや
かな音の綾はまさに絶妙。
シティ・
フィルの木管陣の巧みさも光る。
アンコールはハンガリー舞曲第１
番の濃密な好演。会場は大いに
沸いた。
お昼にソーメンやざる蕎麦では
なく、
ご飯と肉と煮物を揃えた栄
養価満点の食事を頂いたかの如
き充実感。盛夏に濃厚な音楽を
聴くのもまた格別だ。

４番では、各楽器の絡み合いを丹

読売日本交響楽団

（柴田克彦・音楽評論家）

シティ・フィルのドイツプロ久しぶり
にはまりました。
高関さんと若いメン
バーの意気の合い方、
ピアニストの
アンコール曲の演奏
（リスト）
、
一生
忘れない。
（匿名・80代）
／リハーサ
ルはP席で迫力ある音を味わい、
本
番は4階LBブロックで全体が溶け
合った音をきくことができました。
そ
れにしても密度の濃い長時間のリ
ハーサルをこなした後、
本番の演奏
をそれ以上に仕上げるのはさすが
にプロだなあと改めて思いました。
（50代）
／初めての東京シティ・フィ
ルでしたが、
アンコールも含め全て
素晴らしく、
拍手しすぎて手が痛い
です。
これを機に東京シティ・フィル
も聴きに行こうと思 いました。
（Mimi・50代）
／心揺さぶられる演
奏で、
朝、
思い立って来て良かった
です。
公開リハーサルと本番で二度
楽しめ、
幸せな一日でした。
公開リ
ハでは、
普段見ることのできないオ
ケの皆さんのリラックスした姿を見
ることができ、本番とのギャップを
楽しめました。
またこのような企画
があると嬉しいです（
。あゆ・30代）

〜シネマ＆ポップス〜

8/1（水）15:00開演（14:00開場） ミューザ川崎シンフォニーホール
「ディズニー・ファンタジー」序曲

●
●

映画「ゴッド・ファーザー」
「スターウォーズ」
「E.T.」から

涙そうそう、家族写真、エターナリー、
私のお気に入り、虹の彼方に ほか
● ＜渡辺俊幸の世界＞ 森と大地への讃歌 ほか
●

＜森山良子の世界＞

【プレトーク】14:20〜14:40

次回の

指揮／渡辺俊幸

歌／森山良子

S,A,B席 計200枚程度
S席5,000円
A席4,000円
B席3,000円
：各席半額
U25（小学生〜25歳）

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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写真展「堀田正矩 追悼展 〜音楽へのまなざし〜 」
本日より開催！
写真家・堀田がファインダー越しに見た世界のアーティストたち。

2004年のミューザ川崎シン
フォニーホール開館以来、約10
年間に亘ってミューザ主催公演
の記録写真を撮り続けていただ
いた写真家の堀田正矩(まさのり)
さんが昨年8月25日に逝去されま
した。堀田さんを追悼し、現在、主
催公演の記録写真を撮影いただ
いている写真家・青柳聡さんの監
修の下、写真展「堀田正矩追悼
展〜音楽へのまなざし〜」
を4階
の企画展示室に於いて本日より
開催いたします
（入場無料）。
堀田さんが遺したミューザでの

アーティストの写真、数十点も併

記 録 写 真は数 万 点に及びます
が、その中から青柳さんは今回
65点を厳選しました。2004年7月

せて展示いたします。
その写真は
「音が聴こえるようだ」
と絶賛され
てきた芸術的作品です。

1日のこけら落としコンサートを始

堀田さんがファインダー越しに

め、
マリス・ヤンソンス、
サイモン・

見た世界のアーティスト達に是

ラトル、
リッカルド・ムーティ、ニコ

非、会いにいらしてください。

ラウス・アーノンクール、
ユベール・

（事業課

スダーン、マルタ・アルゲリッチ、
ヨーヨー・マ……とミューザのス
テージに立った巨匠達の貴重な
瞬間をご覧いただけます。
更に、
ミューザ開館前に堀田さ
んがライフワーク的に撮られた
ロックやポップスなどの世界的

K.K）

◆堀田正矩追悼展（入場無料）

［期間］7/31
（火）〜8/12（日）

※8/6（月）、7
（火）
は休室

［時間］各日11：00〜19：00

［会場］
ミューザ川崎 企画展示室

▶
（上）
マリス・ヤンソンス、
（下）
サイモン・ラトル © 堀田正矩

＼ミューザ公式インスタもフォローしてね／

ちょい飲み、
ランチは粋な立食い寿司で。

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

1ドリンクサービス
（ビール）

現・会員の方に プレゼント！

◎年会費3,000円

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

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

ベル】をプレゼント！DM同

#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企画

封の引換 券をお持ちくださ

い
（1枚につき1本お引換）

フェスタサマーミューザ２０１

フェスタとは ︑フェスティバル︒

８も中盤になりました︒

日本語で
﹁ 祭り ﹂
ですね︒私の故郷

長崎で祭りといえば昔から﹁おくんち﹂
で決まり

おどり ︶やコッコデショなど 踊 町 伝 統の華やか

です︒
１０月７・８・９日に行われ︑龍 踊り︵じゃ

出し物が終わり︑
お囃子の流れるなか退場し

な出し物が諏訪神社で毎年奉納されます︒

〜い﹂と 声がかかります︒その声に応えて︑再 度

ようとすると︑観客席のあちこちから﹁もってこ

山 車がもどり︑ちょっとだけアンコールをしま

す︒そうなのです︒もってこ〜い！とはアンコー

という訳で︑
コンサートではもってこ〜いとは

ル！のことなのです︒

言えませんが︑感 動の演 奏ののち指 揮 者のタク

トが下におりて︑音の余 韻が終わったところで

ぜひ大きな拍手をお願いします！︵★早す
……
ぎると 余 韻 が 消 えてし ま うのでご 注 意 下 さい

︵舞台たけ︶

フェスタサマーミューザはこれからも盛りだ

ね︒︶

Twitter : @summer̲muza

くさんです︒暑い日々が続きますが︑涼しいホー

#サマーミューザで投稿してください！

ルで素敵な時間をお過ごし下さいませ︒

サマーミューザ公式サイト

綱川淳美 何も予定を入れていな
い日は、心ゆくまで二度寝三度寝
を楽しみ、気の向くままにやりたい
ことをしてのんびり過ごします。そ
して、大好きな姪に会いに行きま
す！あまりのかわいさにおばちゃ
んメロメロ♡（笑）3歳になり、お
しゃべりも上手になってきた彼女
と女子会風の1枚です。

※1会計2000円
（税抜）以上ご飲食の方

受付）
まで

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

Instagram : @muzakawasaki

3F北側改札内

パートナーショップ特典

喜の広場特設カウンターもしくは5階

ゼント！

Iki 粋

アトレ川崎

・チケット割引

友の会に入会された方に、
【 サマー

Facebook : @kawasaki.sym.hall

築地すし好

（東京交響楽団／ティンパニ＆打楽器奏者）

▶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

綱川淳美の休日

ス！お寿司をつまみ、
ビールの喉越し
とともに、演奏会の余韻に浸りましょ
う。エキナカならソワレの後でもサ
クッと立ち寄れるのが嬉しいですね。
（魚卵大好きM）

川崎駅着いた、
お腹減った、
でも開
演まで時間がない！２楽章でお腹が
鳴ったらどうしよう！！そんな時はエ
キナカのお寿司屋さんへ。
目の前で板
前さんが握る本格的なお寿司です。
マグロも〆鯖も美味しいけれど、個
人的に好きなのは茎ワサビ巻。茎ワ
サビのシャキシャキ感と爽やかな風
味、
ツーンとした刺激がクセになりま
す。演奏会寝ちゃいそうって時の眠気
覚ましに、悲しくて涙を流した日の言
い訳にもおススメです。
（というより単
純に美味しいのです！）
気になる特典はビール１杯サービ

