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ミューザ開館 15 周年！

音楽的に充実したフィナーレ！
【8/12（月休）東京交響楽団フィナーレ
コンサート】

連日の猛暑の中で続けられて
来た2019年の「フェスタサマー
ミューザ」
もいよいよフィナーレを
迎えた。
「フェスタ」
に登場するの
は2015年以来となる名匠・尾高
忠明と、2018年の
「浜松国際ピア
ノコンクール」で第１位を獲得し
たジャン・チャクムル（1997年生
まれ）
という、
とても興味深い組み
合わせのコンサートとなった。
前半には、
そのチャクムルをソ
ロに迎えたシューマンの
「ピアノ協
奏曲」
が演奏された。長身で眼鏡
をかけ、モジャモジャ・ヘアーの

来場者の声
さすがフィナーレ！！満席で大いに盛り上
がってとても良かったです。
横須賀から各
演奏会に通った甲斐がありました！
（80代・
Happy-go-Lucky）
／尾高さんの革命、
実
に名演でした。透明で凄みのある音楽が
迫ってきました。
本当に聴けて、
こんな演奏
に出会えて良かったです（
。無記名）
／本当
に楽しそうにピアノを弾くチャクムル君に魅
了されました。
音楽とはまさに音を楽しむ、
ということを体で示してくれました。
今後が
ますます楽しみです（
。50代・月のうさぎ）
／
チャクムル氏のリラックスして本当に楽しそ
うに奏でる姿には自然体を感じた。
生は最

チャクムル。協奏曲の冒頭から粒
立ちの良いタッチで、シューマン
の世界を描いて行く。木管楽器の
アンサンブルをじっくりと身体に
染み込ませるように彼は聴いてい
た。
その後も常にオーケストラとの
アンサンブルに注意を払いなが
ら、演奏して行く。
とても室内楽的
な温かさの広がる演奏だった。
も
ちろん、独奏の部分では彼なりの
ロマンティックな音色、
フレージン
グを聴かせてくれた。熱烈な拍手
に応えてのアンコールでは、
同じト
ルコ出身の先輩ピアニストである
ファジル・サイの作品「ブラック・
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後半はショスタコーヴィチの

＼ミューザ公式インスタもフォローしてね／

「交響曲第５番」。気迫を込めて
奏でられた冒頭のチェロの音から
最終楽章のクライマックスまで、
すべての音符に注意が払われた

旅するミュートン♪

演奏。ハープのニュアンスまで丁
寧に考えられた演奏には滅多に
出会うことがない。耳が洗われる
ような感覚で、作曲家の意図が伝
わって来る。聴衆も一体となって
緊張感を作り出したコンサート
で、
とても音楽的に充実したフィ
ナーレとなった。
（片桐卓也／音楽ライター）

アース」
を披露した。
高！
（50代・さなず）
／尾高さん、
東響の皆

元気な姿をみて自分もパワーをもらいまし

さん、
ピアノのチャクムルさん、全てのパ

た。
また来年楽しみにしています（
。50代・テ

フォーマンスが最高でした！コンマスのニキ

バ）／チャクムルさんが聴けて本当に良

ティンさんもブラボー！サマーミューザ最高

かった、
素晴らしかった！尾高さん＆東響の

です！
（50代・ぼわっとちゃん）
／今年はフィ

熱演も！チャクムルさんミューザでリサイタ

ナーレしか来れず残念でしたが、
リハーサ

ルしてください。
（無記名）
／チャクムルくん

ルから気合を入れじっくり聞けて本当にパ

の特にアンコール曲にやられました！彼の

ワー注入していただきました。
来年も楽しみ

存在そのもの、
といった感じでまるで宝石の

にしています（
。50代・オレンジP）
／大きくて

ようなひとときでした。
（60代・マノン）
／最

きれいなホールで演奏を聞けて楽しかった

後に尾高先生のお話にあったように、
私も

です。
はくりょくのある心の1ページにのこる

ミューザの客席の雰囲気が大好きです。
音

すばらしい演奏でした。
来年もぜったい行

響の良いホールに、
とても音楽が好き、
とい

きたいです（
。10代・えりぽん）
／圧巻のフィ

う雰囲気の客席。
今年もありがとうございま

ナーレ。
これでサマーミューザも終わりかと

した。
（川崎のYoko）
／圧巻！フィナーレコ

少し寂しい気もしますが、
マエストロ尾高の

ンサートにふさわしい演奏でした。
素晴らし

サマーミューザ この夏は色んな
ところを旅したミュートン、
ミュー
ザに帰ってきました。
リハーサルに
来ていたチャクムルさんのモフモ
フヘアの上で一休み。
「やっぱり家
は落ち着くトン〜。
でもたくさんお
友 達もできて楽しかったトン！」
ミュートン、
お疲れ様でした！
#旅するミュートン #ミューザ開館15周
年 #日本のオケを旅してます #ジャン
チャクムル #浜松国際ピアノコンクール
#番外編Norikoとの世界旅はまだ続く

いサマーミューザでした。
川崎在住としてお
誉めいただいたこととても嬉しく思います。
（70代・たくもえ）
／誇らしい！サマーミュー
ザの公演を聴き終わって沸き起こった感情
です。
ここまで立派に成長したホール！ご尽
力くださった方々に心から感謝します。
（多
幸ちゃん）
／とても熱い演奏が聴けて大満
足です。
いつも綺麗にお掃除してくれていた
方達、
スタッフの皆さんに感謝！！
（無記名）

１５回目のサマーミューザが終

休館の影響でギュッと濃縮された

わりました ︒今 年 はリニューアル

１７日 間でしたが︑完 売 公 演も 多

﹁ほぼ日刊サマーミューザ﹂
もこれが最終号で

く例年以上に盛り上がった夏になりました︒

す︒多くの方のご協力でできるこの新聞︑今年は

が各オーケストラで自由に遊んでもらう
﹁旅する

﹁音楽のまち・かわさき﹂
のマスコット・ミュートン

が開 幕 前から各オケの皆さんが面 白がって大い

ミュートン﹂という写 真 連 載がありました︒
これ

ミュートン祭に発 展 ︑会 場では老 若 男 女が嬉々

に遊んでくださったおかげで︑ＳＮＳではプチ・

ミュートングッズが度々完 売するという予 想 外

と し て ミュ ー トンの 写 真 を 撮 り ︑ショッ プの

今年特に感じたのは︑
サマーミューザという祭

の嬉しい現象も起きました︒

には聴き手も作り手も皆︑楽しんでいこう！乗っ

力﹂
ができているんだな︑
ということで︑
これこそ

かっていこう！という﹁ 面 白がる力＝わっしょい

化なんじゃないかと思います︒皆さんの
﹁わっしょ

サマーミューザ公式サイト

Twitter : @summer̲muza

Facebook : @kawasaki.sym.hall

Instagram : @muzakawasaki

完売 5 公演、過去最高タイ！
総来場者数は延べ 3 万 2 千人でした。ご来場ありがとうございました！

大盛況の17日間!

がこの１５年で培ってきたサマーミュー ザの文

い﹂ ︵ 無 限 大 ︶が︑
この祭を何 倍にも熱くして

今年も公演レビューにご協力いただいた各執

くれているわけです︒

筆 者の皆 様 ︑カメラマンの皆 様に心からの感 謝

を ︒スタッフ＆アルバイトさんもお 疲 れ 様でし

#サマーミューザで投稿してください！

ます︒
では皆様︑
すてきな夏をお過ごしください︒

た！期間限定編集長も明日から普通の人に戻り

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

8月13日（火）発行

Number.17-2019

（左上から）
7/27東響オープニングファンファーレ・ノットの背中にFESTA IS GO!の文字｜7/28イッツアピアノワールド・小川典子｜7/28新日本フィル・上岡敏之｜7/29都響・A.ギルバート｜7/30神奈川フィル・渡辺香津美＆川瀬賢太郎のアランフェス｜7/31読響・井上道義、
渾身の
ブルックナー｜8/4仙台フィル・アンコール
「悲愴」
でWシンバル｜8/6東京シティフィル・情熱のG.ソッリマ｜8/1洗足学園音大｜8/3N響・反田恭平＆原田慶太楼｜8/7日本フィル・藤田真央＆笑顔の小林研一郎｜8/9昭和音大・齊藤一郎＆古川展生｜8/10真夏のバッハIV・いたずらっぽ
く微笑むルッツ、
左隣は背筋を正して聴き入る伊藤正晃くん｜8/11東京フィル・高木綾子＆D.エッティンガー｜8/8サマーナイトジャズ・大西順子トリオ＆ゲストミュージシャン｜8/12東響フィナーレ・チャクムル＆尾高忠明｜ ©青柳聡

