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豪華な顔ぶれによる、三大 協奏曲！
© 藤本史昭

終演後、
サインとともに。
左から 南紫音
（ヴァイオリン）
、
渡邊一正
（指
揮）
、
山崎伸子
（チェロ）
、
小川典子
（ピアノ）

来場者の声
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も現役。
「ロココ風の主題による

【7/29
（日）神奈川フィル＠しんゆり！】

変奏曲」
を弾いた。主題に変奏が

台風一過で真夏に戻った川崎

続く練習曲のような構成の作品

の、７月最 後の日曜日。出 張サ

だが 、ちょっとした間に多 彩な

マーミューザ＠しんゆりの第１日

ニュアンスを盛り込むなど、
ベテラ

目が、新百合ケ丘の昭和音楽大

ンらしい安定した演奏を聴かす。

学テアトロ・ジーリオ・ショウワで

二番手は真っ赤なロングドレス

開催された。昨年に続く
「三大協
奏曲」。さらに豪華な顔ぶれで、
チャイコフスキーの３つの名曲が

敵なレディ。超 絶 技 巧の難 曲、

ンクール本選の３曲」
との謳い文

ヴァイオリン協奏曲を、
クールな

句がチラシに踊る。
最 初は山 崎 伸 子（チェロ）。
て上げ、今や名伯楽として名高い

ン）。高校生で国際コンクールに
入賞しデビューした彼女ももう素

聴けた。
「チャイコフスキー国際コ

次々と有望な若手チェリストを育

も鮮やかな南 紫 音（ヴァイオリ

音色で華麗に弾きこなす。猛暑の
中で、汗のひとつもかかないみた
いだ。

の生んだピアニスト、小川典子の
ピアノ協奏曲第１番。今年秋の浜
松コンクールの審査委員長を務
める彼女も、
もうベテランの域。
だ
が、前半ふたりの端正な演奏とは
対照的に、
スリリングでダイナミッ
ク。第３楽章に入ると、
スピードも
ヴォリュームもフルスロットル、満
員の聴衆を熱狂させた。
渡邊一正が指揮した神奈川
フィルも、﨑谷直人コンサートマ
スターのもと、
３人のソリストをそ
れぞれに盛り立てた。
（原口啓太・音楽ジャーナリスト）

休憩後の後半は、わが街川崎

彼女だが、
もちろん演奏家として

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

三美神降臨！チェロ、
ヴァイオリ
ン、
ピアノ。
この素晴らしきソリスト
で更に
「偉大な芸術家」
を聴けた
ら！渡邊指揮者、神奈フィルも盤
石のバック！ブラーヴィ、
ブラー
ヴォ！
（匿名）／とても贅沢な時間
でした。
ヴァイオリン、
ピアノ共素
晴らしかったです。涙を流して聴
きました。
（M.Y.・80代）／山崎先
生の優雅で円熟したチェロの調
べに王宮の風を感じ、その余韻
醒めやらぬ中、南さんのどこまで
も美しく伸びやかなヴァイオリン
に酔いしれ、
もうお腹一杯となる
ところ、小川さんの迫力あるピアノ
を堪能できるという、なんと贅沢
な１日‼オケのみなさんもすてき
な演奏をありがとうございました。
（ありさん・40代）／ソリスト、演目
ともにとても素晴らしく感動しまし
た。ぜひまた神奈フィルの演奏会
に行きます。
（19歳）
【明日の朝刊休みます】
明日
（8/2）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8/3です。

絶品フレンチⅡ〜天才サン＝サーンス〜

8/3（金）19:00開演（15:00開場） ミューザ川崎シンフォニーホール

サン＝サーンス：
歌劇「サムソンとデリラ」からバッカナール
● サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番
● サン＝サーンス：交響曲第3番
「オルガン付き」
●

【リハ】15:30〜最長17：30

次回の

指揮／

ヴァイオリン／

オルガン／

川瀬賢太郎 神尾真由子 大木麻理

完売御礼 !
＊当日券の販売はありません（8/1・第 2 版）
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［公演 Review］

誠実な演奏、弦楽セクションの美しさ。
ハイライトはソリストの磯部紗来（小5）！
【7/31（火）かわさきジュニアオーケス

た。後半のグリーグでは毎年司会

ルスゾーンの情熱を見事に描い

を務める山田 美 也 子のナレー

てみせた。将来に期待が高まると

トラ発表会】

今年で６回目を迎えるミューザ
での
「かわさきジュニアオーケスト
ラ発表会」を聴こうと、開場前か
ら歓喜の広場には三世代にわた
る家族連れが集まり賑わいをみ
せていた。
今年のハイライトは協奏曲でソ
リストを務めた磯部紗来であろ
う。大谷康子に師事する磯部は、
小学５年生という年齢に似つか
わしくないほどの安 定したテク
ニックで、狂おしく悩ましいメンデ

ションも加わり、物 語 絵 巻を堪

ころだが、終演後のインタビュー

能。
とりわけ
「朝」
における弦楽セ

では
「（将来の夢は）刑事さんにな

クションの美しさは忘れ難いもの

ること」
「ヴァイオリニストはちょっ

があった。

と」
と正直に語り、会場中から和

（小室敬幸・作曲/音楽学）

やかな笑いが沸き起こる。
もちろん、
オーケストラも負けて
いない。小２から大１までのメン
バーに講師やエキストラを加えた
大編成であっても、
ロッシーニや
ベートーヴェンを絶対に乱雑に
弾き飛ばすことなく誠実に向かい
合う姿勢には大きな感銘を受け

© 青柳 聡

＼ミューザ公式インスタもフォローしてね／

満足感抜群の定番メニュー

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！

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

#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

封の引換 券をお持ちくださ

い
（1枚につき1本お引換）

サマーミューザには︑実に様々

中でも︑
クラシックを始めジャズ・

な楽 器たちが登 場しますが︑その

ポップス・映画音楽まで︑
あらゆる

音楽シーンで活躍する楽器といえば︑ピアノをお

長い音 楽の歴 史から見れば︑ピアノは比 較 的

いて他にありません︒

新しい楽 器ですが︑今やＭＵＳ ＩＣを象 徴する

中心的楽器です︒
だからこそ︑
お気に入りのピア

感じる 名 演 奏など ︑どなたもピアノにまつわる

ニスト・想い出のピアノ曲・雷に打たれたように

そんなお客 様と ピアノとの出 逢いが︑今 年のサ

マイ・ストーリーをお持ちではないでしょうか︒

マーミューザでもっともっと 増えることを 願っ

そして印象深いピアノ演奏と巡り逢えた曉に

ております︒

ズたちをご高 覧 下さい︒きっと 心に残る ピアノ

は︑
ホール１Ｆのショップにて数あるピアノグッ

グッズにも出逢って戴けます︒
もちろんピアノの

Instagram : @muzakawasaki

渡辺俊幸 私は、
まとまった時間を
取れる時には、八ヶ岳にある山荘
で過ごします。美味しい物を食べ
るのも楽しみなので、清里の森に
あるフレンチのお店に行ったりし
ます。写真は、
そのレストラン
（イゾ
ルデ）のテラスで撮影したもので
す。
よく手入れされた庭園が広が
り美しい花たちに癒されます。

現・会員の方に プレゼント！

・先行予約

ほかオーケストラの全ての楽器もグッズがござ

Facebook : @kawasaki.sym.hall

1ドリンクサービス
（ウーロンハイ or 角ハイボール）

・チケット割引

います︒

Twitter : @summer̲muza

川崎駅西口

パートナーショップ特典

サマーミューザ公演にご来

﹁プレリュード﹂店長︶

#サマーミューザで投稿してください！

長城（中国料理）

◎年会費3,000円

︵シンフォニーホール１Ｆ

サマーミューザ公式サイト

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

（作曲家・編曲家・音楽プロデューサー）

▶リスト P.15 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

渡辺俊幸の休日

るおつまみが1人前の分量なので、
2-3人で頼むとテーブルいっぱいの
料理が並ぶ満足感いっぱいのセット
です。
（TJ）

ホールからほど近いこのお店。開
業が2004年なので、
ちょうどミュー
ザ川崎シンフォニーホールと同級生。
まちの中華料理屋さんとして、
われわ
れホールスタッフの胃袋を満たしてく
れています。
昼のオススメは西山味噌ラーメン
のセット。味噌ラーメンに半チャーハ
ンという
「炭水化物これでもか！」
と
いったメニューです。
また、夜になると
「中華晩酌セット」
が特にオススメです。飲み物1杯に２
種類のツマミが選べるのですが、
たと
えば餃子なら一皿丸ごとなど、
出てく

