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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

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。

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。

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。

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。

※ 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。

ホール内での飲食はご遠慮ください。

（2020年7月1日現在）
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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】
※ 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。

【館内設備について】
※ 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。

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。

● 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。 
配信期間：公演翌日12：00～8/31（月）23：59

1公演 1,000円
●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

https://tiget.net/tours/summermuza2020/ https://www.kawasaki-sym-hall.jp/festa/

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

             

ミューザ川崎シンフォニーホール ホールスポンサー 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。

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

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

 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

山下　啓史
山田　昌克
N. A

他匿名6名

敬称略五十音順

読売日本交響楽団
芸術が花開いた街・パリの旅

※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。

Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

7/29 水

● プレトーク

18：20～18:40
話＝下野竜也
※ 本公演と同じお席で 
お楽しみください。

 
● 開演

19：00
 

● 終演予定

21：00

曲目  
モーツァルト：交響曲第32番 ト長調 K. 318 〔10分〕
Mozart: Symphony No. 32 in G major, K. 318
第1楽章　アレグロ・スピリトーソ
第2楽章　アンダンテ
第3楽章　プリモ・テンポ

プーランク：2台ピアノのための協奏曲 ニ短調 FP. 61* 〔20分〕
Poulenc: Concerto for 2 Pianos in d minor, FP. 61
第1楽章　アレグロ・マ・ノン・トロッポ
第2楽章　ラルゲット
第3楽章　フィナーレ：アレグロ・モルト

―休憩〔20分〕―
サン＝サーンス：動物の謝肉祭* 〔20分〕
Saint-Saëns: Carnival of the Animals
1. 序奏とライオンの王の行進 4. かめ 7. 水族館 10. 鳥かご 13. 白鳥
2. めんどりとおんどり 5. ぞう 8. 耳の長い登場人物 11. ピアニスト 14. 終曲
3. ラバ 6. カンガルー 9. 森の奥のカッコウ 12. 化石

モーツァルト：交響曲第31番 ニ長調 K. 297 （300a）「パリ」 〔20分〕
Mozart: Symphony No. 31 in D major, K. 297  (300a) "Paris"
第1楽章　アレグロ・アッサイ
第2楽章　アンダンテ
第3楽章　アレグロ

※演奏時間は目安です。
出演  
指揮： 下野竜也
ピアノ： 反田恭平*、務川慧悟*
コンサートマスター： 日下紗矢子（特別客演コンサートマスター）

■出演者プロフィール

©読売日本交響楽団

指揮： 下野竜也  Tatsuya Shimono, Conductor

古典から現代まで意欲的なプログラムで聴衆を刺激する俊英。1969年鹿児島生まれ。鹿児島大学教
育学部音楽科、桐朋学園大学音楽学部附属指揮教室、イタリア・シエナのキジアーナ音楽院を経て大
阪フィルの指揮研究員となり、朝比奈隆らの薫陶を受けた。文化庁派遣芸術家在外研究員としてウィ
ーン国立演劇音楽大学に留学中、東京国際音楽コンクールとブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。
チェコ・フィル、シュトゥットガルト放送響、バルセロナ響などと共演。齋藤秀雄メモリアル基金賞、
芸術選奨文部科学大臣賞など受賞多数。2006年から読響正指揮者、2013～17年首席客演指揮者。
2014年にはカレル・フサの「この地球を神と崇める」を日本初演し、読響をミュージック・ペンク
ラブ音楽賞受賞に導いた。広島響音楽総監督、広島ウインドオーケストラ音楽監督。

写真提供：日本コロムビア

ピアノ： 反田恭平  Kyohei Sorita, Piano

クラシック音楽界に革命をもたらすカリスマ。1994年北海道生まれ。モスクワ音楽院を経て、現在
はショパン音楽大学で学ぶ。第81回日本音楽コンクール優勝。2015年ロシア国際音楽祭でマリイン
スキー劇場デビューを果たす。これまでにN響、都響、日本フィルなど国内の主要楽団のほか、ベル
リン・ドイツ響、マリインスキー歌劇場管、ロシア・ナショナル管、ワルシャワ国立フィル、RAI国
立響と共演。2018年に同年代の若手演奏家を集めたMLMナショナル管を創設して全国ツアーを開催
したほか、新レーベル「NOVA Record」を設立。第27回出光音楽賞受賞。読響とは2018年に初共演。

©M.Yamashiro

ピアノ： 務川慧悟  Keigo Mukawa, Piano

2019年11月、ロン＝ティボー国際コンクール第2位に輝き、注目を浴びている新鋭。1993年愛知県
生まれ。3歳からピアノを始め、現在パリ国立高等音楽院に在学中。第81回日本音楽コンクール優勝、
第10回浜松国際ピアノコンクール入賞など多くの受賞歴を誇る。これまでにロレーヌ国立管、東フィ
ル、東響、神奈川フィルなど国内外の楽団と共演。2017年にはシャネル・ピグマリオン・デイズの
アーティストに選出された。スイス、中国、イタリアなどでリサイタルを開催しており、今年1月に
は反田恭平とパリで演奏会を実施。2015年、16年度ローム ミュージック ファンデーション奨学生。
読響とは今回が初共演。

■オーケストラ・プロフィール

読売日本交響楽団  Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

【創　設】 1962年、日本のオーケストラ音楽の振興と普及のために
読売新聞社、日本テレビ放送網、読売テレビのグループ3社を母体に設立。

【指揮者】 セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）、山田和樹（首席客演指揮者）、
鈴木優人（指揮者／クリエイティヴ・パートナー）、シルヴァン・カンブルラン（桂冠指揮者）、
ユーリ・テミルカーノフ（名誉指揮者）、尾高忠明（名誉客演指揮者）、小林研一郎（特別客演指揮者）

【楽団員数】 100名
【ホーム・コンサート・ホール】 サントリーホール、東京芸術劇場、横浜みなとみらいホール
【楽団ウェブサイト】 https://yomikyo.or.jp/
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●序曲のように晴れやかな交響曲
モーツァルト：交響曲第32番
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト（1756～91）による、コンサートの
幕開けにふさわしい華やかで短い交響曲である。全体がソナタ形式のように構成され
た3つの楽章は切れ目なく続けられ、9分ほどで終わる。あまりにコンパクトなので、
モーツァルトが当時手がけていた舞台のための音楽（劇音楽「エジプト王ターモス」
や未完のオペラ「ツァイーデ」など）と関連づけて、何かの「序曲」として作られた
のではないかという説も唱えられてきた。どの説も確証に至ってはいないが、いずれ
にせよ、ト長調の明るく堂々とした響き、4本のホルンを要する当時としては大きな
編成、メリハリの効いた急-緩-急の構成は、煌めきに満ちたエネルギーを放っている。
1779年4月にザルツブルクで作曲されているが、モーツァルトはその年の始めに
約1年半に及ぶマンハイム・パリ旅行から戻ったばかり。両都市で耳にした優れた楽
団の演奏が、この輝かしい交響曲の創作に影響を与えたことは間違いない。

●オーケストラと2台ピアノが織りなす祝祭的な響き
プーランク：2台ピアノのための協奏曲
19世紀末のパリに生まれたフランシス・プーランク（1899～1963）が理想とし
た音楽芸術とは、ユーモアやアイロニーに満ち、軽妙洒脱な芳しいフランスの伝統で
あった。1932年に作曲された「2台ピアノのための協奏曲」は、洗練された過去へ
の眼差しとエスプリの効いた和声法により、垢抜けしたニュアンスに富む。作品を委
嘱したのは、社交界の花形エドモン・ド・ポリニャック夫人。彼女はラヴェル、フォ
ーレ、ストラヴィンスキーなどと交流のあったパトロンとして知られた女性である。
作品は3つの楽章で構成されている。第1楽章はオーケストラの強打と眩惑的なピ
アノのパッセージで開始するソナタ形式。ゆったりとした展開部では妖艶な曲想とな
る。第2楽章はモーツァルトを思わせるピュアなメロディーと伴奏形で開始するが、
オーケストラが陰影のあるハーモニーを重ねてゆく。第3楽章は明るくリズミカルな
フィナーレ。2台ピアノの打楽器的な響きと、流麗なメロディーとが激しく行き交う。

サン＝サーンス：動物の謝肉祭
カミーユ・サン＝サーンス（1835～1921）もまたフランスの作曲家である。「動
物の謝肉祭」は、あるプライベートな夜会のために書かれた14曲からなる室内楽用
の組曲である。作曲は1886年で、彼の代表作である交響曲第3番「オルガン付き」
と同時期の作品ということになる。サン＝サーンスは第13曲「白鳥」をのぞき、作
品全体の公開演奏や出版をなぜか禁じていた。よって全曲の公開初演はサン＝サーン
スが他界した翌年（1922年）となったが、その際にオーケストラによって演奏され
たことから管弦楽として広く親しまれている。
ちなみに「謝肉祭」とは、カトリック教国で肉食の禁じられた四旬節に入る前、人々
がたらふく肉を食べ、酒を飲み、仮面劇などを上演して華やかに過ごすカーニバルで、
しばしばクラシック音楽の作品の主題となっている。この作品には「動物学の大幻想
曲」という副題が付いている。動物たちのユーモラスなパレードをイメージしながら
お楽しみいただきたい。

1. 序奏とライオンの王の行進／2. めんどりとおんどり／3. ラバ（運動能力の高い「アジアノウマ」と言われる）
／4. かめ（オッフェンバックのオペレッタ「天国と地獄」のフレーズがゆっくり登場）／5. ぞう（ベルリオーズ
の「ファウストの劫罰」やメンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」の引用）／6. カンガルー／7. 水族館／8. 耳の長
い登場人物（一体どんな動物かは不明。ロバを想定していたとか、サン＝サーンスが嫌っていた音楽評論家への
皮肉などと言われている）／9. 森の奥のカッコウ（舞台袖のクラリネットが鳴き声を模倣）／10. 鳥かご／11. 
ピアニスト（わざと下手に演奏される練習曲）／12. 化石（サン＝サーンス自身の「死の舞踏」やロッシーニの
オペラ「セビリアの理髪師」のアリア、フランス民謡などの引用）／13. 白鳥／14. 終曲

●モーツァルトによるフランス趣味の音楽
モーツァルト：交響曲第31番 「パリ」
「パリ」という愛称のとおり、モーツァルトが1778年のパリ滞在中に作曲した交響曲である。かつて7歳のモーツァ
ルトがフランスを訪れた際、ヴェルサイユ宮殿では国王ルイ15世に謁見し、パリでは楽譜の出版がなされ、“神童”
はもてはやされた。しかし22歳になった彼に対しパリの人々は冷淡だった。当時のパリでは「コンセール・スピリ
チュエル」という演奏会シリーズが音楽文化の中心的な役割を担っていたのだが、その音楽監督J.ルグロはモーツァ
ルトに対して友好的とは言えない態度を取ったのだ。だが紆余曲折を経て、モーツァルトはこの3つの楽章からなる
交響曲をコンセール・スピリチュエル用に完成させ、初演は大成功を収めるに至った。フランス趣味を取り入れた力
強いユニゾンで開始し、「ウケるパッセージ」を仕込んだことで、フランスの聴衆から拍手喝采を得られたことを、
モーツァルトは父への手紙で報告している。なお、パリを訪れる前に滞在していたマンハイムで知った新しい楽器ク
ラリネットを使用し、管楽器の豊かな表情を盛りこんだことも、協奏交響曲的な音楽を好むパリの人々の耳を喜ばせ
たのである。
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■マエストロからのメッセージ
コロナ禍の影響で一部プログラムを変更させて頂きました。僕の好きなサンドイッチ方式。モーツァルト
の交響曲で、フランスのエスプリに富んだ2台ピアノが大活躍する作品を挟みました。
人気ピアニストのお二人の演奏するプーランクではお洒落な響きとメロディーを楽しんで頂けると思いま

す。第2楽章などは、絶対、スルメと日本酒という世界観は感じないと思います。許されるなら、とても美
味しいカフェを召し上がりながら聴いて頂きたいですが、コンサートホールでは、無理ですね。
この曲を初めて指揮したのは鹿児島大学4年生の時。フランスどころか海外にも行ったことすら無かった
のですが、勝手にパリにいる自分を妄想したものです。貧しい想像力だったと思いますが、スコアから溢れ
出る響きにパリへの思いを重ねていました。
結構な皮肉屋さんだったらしいモーツァルトに匹敵すると言われたほどの神童・天才サン=サーンスによ

る動物の謝肉祭のユーモアと読響メンバーの妙技を楽しんで頂ければと思います。僕は、かめが好きです。
モーツァルトにとって母の死にも直面したりとパリには良き思い出ばかりではなかったようですが、この
天才をしても世の中に認めてもらおうとパリで奮闘していたことを見るに当時の音楽家の苦労が見て取れま

す。彼の手紙にあるように演奏中に聴衆が喝采したという31番「パリ」
と序曲としても使用されたと言われる32番の短いけれど、エネルギー漲
る音楽をご堪能ください。
この数カ月、僕自身笑うことを忘れそうになりました。まだまだ解決し
ていない状況ですが、どうぞ、読響と元正指揮者の紡ぐ音で、ほんの一瞬
でも皆さんのお顔がほころんでくださることを願っています。 （下野竜也）


