指揮： 広上淳一 Junichi Hirokami, Conductor

1984年、26歳で第1回キリル・コンドラシン国際青年指揮者コンクールに優勝。以来、フランス国
立管、ベルリン放送響、コンセルトヘボウ管、モントリオール響、イスラエル・フィル、ロンドン響、
ウィーン響などメジャー・オーケストラへ客演し、ノールショピング響、リンブルク響、ロイヤル・
リヴァプール・フィル、コロンバス響のポストを歴任。国内ではサイトウ・キネン・オーケストラ、
水戸室内管弦楽団等にもたびたび招かれ絶賛を博している。オペラでもシドニー歌劇場デビューにお

Festa Summer MUZA Kawasaki 2020

■出演者プロフィール

サマーミューザは全公演ラ
イブ配信を実施しております。
客席内と舞台上に映像収録
カメラが入りますので、予め
ご了承ください。

NHK 交響楽団

けるヴェルディ「仮面舞踏会」
「リゴレット」を皮切りに、グルック、モーツァルトからプッチーニ、
さらにオスバルト・ゴリホフ「アイナダマール」の日本初演まで数々のプロダクションを成功させた。
2008年より京都市交響楽団常任指揮者を経て2014年より常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザ

©Masaaki Tomitori

NHK Symphony Orchestra, Tokyo

ー。2017年からは札幌交響楽団友情客演指揮者も務める。2020年4月、京都市交響楽団第13代常任
指揮者兼芸術顧問に就任、京都コンサートホール館長も務める。東京音楽大学指揮科教授。2016年
第36回有馬賞受賞。

■オーケストラ・プロフィール

NHK 交響楽団
【創

15:20〜15:35

1926年に新交響楽団として発足。日本交響楽団の名称を経て、
戦後の1951年に日本放送協会の支援を受けることとなり、NHK 交響楽団となる。

【指揮者】

土

● 室内楽コンサート

NHK Symphony Orchestra, Tokyo

設】

7/25

ベートーヴェン生誕250年

パーヴォ・ヤルヴィ（首席指揮者）、シャルル・デュトワ（名誉音楽監督）、
ヘルベルト・ブロムシュテット
（桂冠名誉指揮者）
、ウラディーミル・アシュケナージ
（桂冠指揮者）
、
外山雄三、尾高忠明（以上、正指揮者）

【楽団員数】

114名

【ホーム・コンサート・ホール】

NHK ホール、サントリーホール

【楽団ウェブサイト】

https://www.nhkso.or.jp/

北欧の巨人とベートーヴェン

曲目

グリーグ：組曲「ホルベアの時代より」作品40

〔22分〕

Grieg: Fra Holbergs Tid (Holberg suite), Op. 40
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.

前奏曲
サラバンド
ガヴォットとミュゼット
アリア

Ⅴ . リゴドン

● 開演

16：00

● 終演予定

17：00

( 途中休憩はありません）

室内楽コンサート

弦楽四重奏
【出演】

ヴァイオリン：森田昌弘、白井篤
チェロ：宮坂拡志
コントラバス：西山真二

【曲目】

ベートーヴェン：交響曲第8番 ヘ長調 作品93

〔28分〕

Beethoven: Symphony No. 8 in F major, Op. 93
第1楽章
第2楽章
第3楽章
第4楽章

アレグロ・ヴィヴァーチェ・エ・コン・ブリオ
アレグレット・スケルツァンド
テンポ・ディ・メヌエット
アレグロ・ヴィヴァーチェ
※演奏時間は目安です。

出演
指揮： 広上淳一
コンサートマスター： 篠崎史紀
（第1コンサートマスター）
※出演者・公演内容につきましては変更が生じる場合がございます。

ロッシーニ：
弦楽のためのソナタ第1番 ト長調

室内楽コンサートについて
室内楽コンサート中の入退場はご遠慮ください。本公演と同じお席でお楽しみください。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、ご協力をお願いいたします。
【お客様へのお願い】

●感動をもう一度！アーカイブ配信で
本日の演奏をお楽しみいただけます。 1公演 1,000円
配信期間：公演翌日12：00〜8/31（月）23：59
https://tiget.net/tours/summermuza2020/

ミューザ川崎シンフォニーホール ホールスポンサー
法人

【特別賛助会員】
NTT アドバンステクノロジ株式会社
川崎幸病院
川崎信用金庫
川崎フロンターレ
キヤノン株式会社
サントリーホールディングス株式会社
大本山川崎大師平間寺
三井不動産グループ
株式会社ヨドバシカメラ
【賛助会員】
税理士法人あおぞら会計
味の素株式会社 川崎事業所
アルファクス株式会社
株式会社イープラス
ENEOS 株式会社

有限会社エムシーエス・デザインズ
神奈川臨海鉄道株式会社
川崎アゼリア株式会社
公益社団法人川崎市医師会
川崎市信用保証協会
公益社団法人川崎市病院協会
一般社団法人川崎市薬剤師会
川崎鶴見臨港バス株式会社
川崎日航ホテル
かわさきファズ株式会社
川崎臨港倉庫埠頭株式会社
株式会社きんでん
株式会社ケイエスピー
ケイジーケイ株式会社
京浜楽器株式会社
株式会社さいか屋 川崎店
公益財団法人 JFE21世紀財団
株式会社シグマコミュニケーションズ

※マスク着用、手指消毒にご協力ください。
※終演後は、スタッフが扉を開けるまでお待ちいただ
き、空いている扉から混雑を避けてお帰り下さい。
※出演者への面会はできません。出演者への花束・
プレゼントもご遠慮ください。
※万一、クラスター
（感染集団）
の発生が明らかになっ
た際、保健所に入場者の情報を提供する場合がご
ざいます。

●アンコール曲 ●ほぼ日刊サマーミューザ ONLINE !
●アンケート ●パートナーショップ特典
はこちらの特設サイトより

ミューザ川崎シンフォニーホールの公演事業は、ホールスポンサーの皆様によって支えられています。

他1法人

個人

阿部 孝夫
磯野 和久
市橋信一郎
井上 敏昭
遠藤 智和
大木志乃生
大越麻美子
大塚 具幸
小笠原 将
岡野
功
小野 洋彰
金山 直樹
喜多 紘一
久住 映子
小菅みつほ
後藤
実
小林 知子

斉藤 隆徳
佐藤
亨
佐藤 晴茂
鈴木
徹
関口 浩・三代子
高橋 美子
竹内 啓介
都築
豊
中村紀美子
西山 英昭
橋本ゑみ子
長谷川喜代江
林
直人
平野 信子
廣瀨 治昇
前田
泉
松本 武巳
山内 利夫

※クローク、
ドリンクコーナー、ショップの営業はございま
せん。
※冷水器の使用は停止しております。
※換気のため、通常よりも空調を強めにしております。また、
隣席を空けているため、普段よりも寒く感じる場合がご
ざいます。
（ブランケットの貸し出しは中止しております）
※アンコール曲は公演後、当ホールホームページに掲載
いたします。

ご登録お願いします
神奈川県

LINEコロナお知らせシステム

会場内に掲示しているQRコードを読み取ってください。
新型コロナに感染された方が発生した際、保健所の調査
上必要と判断された場合にLINEメッセージが届きます。
※来場日ごとに、QRコードの読み取りをお願いします。

ホール内は小さな音でもよく響きますので、ご協力をお願いいたします

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

セレサ川崎農業協同組合
髙橋昌也税理士・FP 事務所
株式会社デイ・シイ
東亜石油株式会社
株式会社 東芝
東洋ロザイ株式会社
日本窯炉株式会社
ぴあ株式会社
富士電機株式会社
ホテルメトロポリタン 川崎
株式会社ムーブエイト
ヤマハサウンドシステム株式会社
＊
大宮町町内会
共奏・ドリームフィルハーモニーオーケストラ
遊園電子工房

【館内設備について】

山下 啓史
山田 昌克
N. A
他匿名6名

演奏中の入退場はご遠慮ください。
全席指定の公演です。ご自分のお席でお聴きください。
ホール内客席では携帯電話、スマートフォンなど全ての電子機器の電源
をお切りください。タブレット端末など光を発する機器も、周囲の方の
鑑賞の妨げとなりますので、ご使用にならないようお願いいたします。
時計のアラーム・時報などは設定の解除をお願いいたします。
許可のない写真撮影、録音、録画は固くお断りいたします。

敬称略五十音順
（2020年7月1日現在）

鈴のついたアクセサリー、お手荷物などは演奏中に音が出ないよう、
十 分ご注 意くだ さい。また、アメの 包 み 紙を 開 ける音にもご注 意
ください。
ホール内での飲食はご遠慮ください。
※曲が終わったとき、音が消えゆく余韻を十分に味わってから、拍手をお送り
ください。
【補聴器をお使いの皆さまへ】
補聴器が正しく装着されていることをご確認いただきますよう、お願いいた
します。

主催：川崎市、ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）
後援：川崎市教育委員会、公益社団法人 日本オーケストラ連盟、
、
助成：
文化庁文化芸術振興費補助金
（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
｜独立行政法人日本芸術文化振興会
映像・音響制作：YouClassics
協力：株式会社東京 MDE、エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社

文＝片桐卓也

ベートーヴェンの斬新な試みに満ちた交響曲と︑
ノルウェーの大自然を感じさせる名作

2020年に生誕250周年を迎えた大作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

交響曲第8番は全部で4つの楽章から構成されている。第1楽章は序奏もなく、

（1770〜1827）と、北欧を代表する作曲家でロマン派時代に活躍したエドヴァルド・

いきなり第1主題が歌われる。第2主題は軽快なワルツを思わせる。第1主題のテ

グリーグ（1843〜1907）
。このふたりにはあまり関連性がないように思われる。し

ーマでこの楽章の最後を終わらせるというのも新しい試みだった。第2楽章はアレ

かし、ともにピアノの名手であったという共通点もある。グリーグは自作のピアノ用

グレット・スケルツァンドで、いわゆる活気あるスケルツォではないけれど、ユ

の小品を〈ピアノ・ロール〉の録音に残しており、それは現在でも様々な形で聴くこ

ーモアを感じさせる軽快な音楽が展開される。これもベートーヴェンとしては例

とが出来るが、そのきらびやかなテクニックはピアニストとして高い評価を得ていた

外的な試みだった。第3楽章はベートーヴェンが交響曲で唯一使ったメヌエット楽

と言われている事実を裏付けてくれる。ベートーヴェンは残念ながら？録音は残って

章。第4楽章もロンドながらソナタ形式とも取れる楽章で、ティンパニが1オクタ

いないが、そのピアノのテクニックは弟子のツェルニーなどを通して、現代にまで受

ーブに調律されているなど、とても斬新な試みが隠されている。NHK 交響楽団と

け継がれている。そういう点で、ふたりは現代にも “ 生きている ” 作曲家なのだ。こ

広上のコラボレーションが、ベートーヴェンの新しい世界を感じさせてくれるだ

こでは、その代表的作品を聴く事が出来る。

ろう。

交響曲第８番のベートーヴェンによる自筆譜
写真提供：TPG Images / PPS 通信社

● バロック時代の音楽をベースに書かれた組曲
グリーグ：組曲「ホルベアの時代より」

まずはグリーグの組曲「ホルベアの時代より」
。ホルベア（1684〜1754）とは文
学者の名前で、グリーグと同じノルウェーのベルゲン生まれである。ホルベアが活躍
した17〜18世紀、ノルウェーはデンマークの統治下にあったので、ホルベアは「デン
マーク文学の父」という評価を得ている。そのホルベアの生誕200年となる1884年
にホルベア記念祭がベルゲンで開催され、その時にグ

■ 転機の年のラブレターと交響曲

リーグはピアノ曲集「ホルベアの時代より」と無伴奏
男声合唱曲（カンタータ）を書いている。そして、その

『交響曲第8番』が作曲された1812年。

翌年に「ホルベアの時代より」の弦楽合奏版を作った。

41歳のベートーヴェンは、恋人との逢瀬のために馬車を走らせていました。

その音楽のスタイルはホルベアが活躍した17世紀、

特別企 画！

Vol. 2

つまりバロック時代のフランスの作曲家たちの作品を
参考にして書かれているので、非常に懐かしく、かつ

実はかなり惚れっぽく、若い頃には「遊びの恋」もそれなりにあったベートーヴェン。しかし、1812年

活発なものとなっている。全5曲で、
「前奏曲」〜「サ

に旅先のテプリッツで書かれた宛先不明のラブレターは、相手を「不滅の恋人」と呼ぶほどの本気の恋心に

ラバンド」〜「ガヴォットとミュゼット」〜「アリア」
〜「リゴドン」と続く。

「ホルベアの時代より」はグリーグと
同郷の文学者ルズヴィ・ホルベアの生
誕200年を記念して作曲された

● 斬新な試みをたくさん盛り込んだ隠れた名作
ベートーヴェン：交響曲第8番

ベートーヴェンは交響曲を9曲残したが、面白いことに第5番「運命」と第6番「田
園」をほぼ同時期に作曲しており、交響曲第7番とこの交響曲第8番も並行して作曲
が進められた。そして1814年に、第7番など他の作品とあわせて、第8番の交響曲が
初演された。その時は第7番のほうに人気が集まったのだが、ベートーヴェンはそれ
に不満だったらしい。この第8番の中にも新たな工夫がたくさん盛り込まれており、
ベートーヴェンにとっては自信作だったのだ。

あふれていました。いったいお相手の女性はだれ……？これまで何人ものシンデレラ候補の名前が挙がりま
したが、まだ確定には至っていません。
その有名な恋愛劇の直後に書き始められたのが、この交響曲。もちろん、近い時期に書かれたからといっ
て、この交響曲と恋愛感情を安易に結びつけるわけにはいかないでしょう。けれど、ちょうどアラフォーを
迎えた「お年頃」の彼が、人生の大転換を目論んで、パートナーになってくれるかもしれない女性との恋と、
新しい交響曲の作曲に没頭したのはごく自然な成り行きといえるでしょう。1812年。それは最強とうたわ
れたナポレオン軍が劣勢に追い込まれ、世の中全体がダイナミックに変化した年でもありました。
残念ながら、ベートーヴェンの恋は実らずに終わりました。しかし『交響曲第8番』は完成し、ナポレオ
ン戦争が終わる直前の1814年2月にぶじ初演を迎えたのでした。
（かげはら史帆／ライター）

