ジョナサン・ノットが
初めて振る﹁６番﹂

│ 大いなる神・自然への崇敬
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ジョナサン･ノット

指揮：

（音楽監督）

小菅 優
管弦楽：東京交響楽団
ピアノ：

（川崎市フランチャイズオーケストラ）

矢代秋雄：ピアノ協奏曲

© Marco Borggreve

ブルックナー：交響曲 第6番（ノヴァーク版）
Akio Yashiro: Piano Concerto
Bruckner: Symphony No.6 in A major (ed. L. Nowak)

© N. Ikegami

Conductor: Jonathan Nott
Piano: Yu Kosuge

© K. Miura

Tokyo Symphony Orchestra

※ 政府による新型コロナウイルス感染症に

The Masterpiece Classics 2020-2021
2020年

11月14 日(土 )14:00開演

係る入国制限により、指揮者、および公演

内容が変更となる場合がございます。

なお、それに伴う払い戻しはお受けいた

しません。何卒、予めご了承いただきます
ようお願いいたします。

(13:00開場)

Sat. 14th November, 2020 2:00p.m. MUZA Kawasaki Symphony Hall

（JR川崎駅中央西口に直結）

※感染症対策のため、当初予定の開場時間が変更になりました。開場前に、手指の消毒･検温等をいたしますので、余裕を持ってご来場ください。

政府より、9月19日から11月末日までのイベント等の収容率及び人数上限の制限緩和方針が発表されたことに伴い、この公演は1席空けなしで実施いたします。

料金 全席指定･税込

[ ] カッコ内はミューザ友の会･東響会員料金

S ¥7,000 [¥6,300] A¥6,000 [¥5,400]
B¥4,000 [¥3,600] C¥3,000 [¥2,700]

当日学生券 ¥1,000
25歳以下の学生（詳細は裏面）

チケットの
お問合せ

ミューザ川崎シンフォニーホール TEL: 044-520-0200（10 : 00 -18 : 00）
TOKYO SYMPHONYチケットセンター TEL: 044-520-1511（火･金曜日 11: 00-15: 00）

主催：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） 公益財団法人 東京交響楽団
後援：在日スイス大使館 ブリティッシュ･カウンシル

ともいえる作品、矢代秋雄「ピアノ協奏曲」を、
過去に名演を聴かせた小菅優の演奏でお楽しみください。

ミューザ川崎シンフォニーホール&
東京交響楽団

名曲 161
2020-2021
No.

11 14

2020年

全集

故･中村紘子が初演し、日本人作曲家によるピアノ協奏曲の金字塔

ジョナサン ノ･ットが
初めて振る﹁６番﹂

ノット＆東響の最強タッグでお贈りいたします。

大いなる神 自･然への崇敬
―

ノット自身も初めて指揮をするブルックナー「交響曲第 6番」。

月
日(土)
(13:00開場)
:
14 00 開演

© N. Ikegami

東京交響楽団

川崎市フランチャイズオーケストラ
Tokyo Symphony Orchestra
Resident Orchestra for City of Kawasaki

1946年、東宝交響楽団として創立。1951年に東京交響

楽団に改称し、現在に至る。2004年7月より、川崎市

のフランチャイズオーケストラとしてミューザ川崎シ

© K. Miura

ジョナサン･ノット（指揮）

小菅 優（ピアノ）

© Marco Borggreve

Jonathan Nott, Conductor

Yu Kosuge, Piano

イギリス生まれ。フランクフルトとヴィースバーデンの

高度なテクニックと美しい音色、若々しい感性と深い楽曲
理解で最も注目を浴びている若手ピアニスト。9歳より演
奏活動を開始し、05年カーネギー･ホールで、翌06年に
は、ザルツブルク音楽祭でそれぞれリサイタル･デビュー。
ドミトリエフ、デュトワ、小澤、大植、ノリントン、
オラモ等の指揮でベルリン響、フランクフルト放送響、
シュトゥットガルト放送響、ハノーファー北ドイツ放送
フィル、サンクトペテルブルク響、フィンランド放送響
等と共演。10年より15年3月まで、東京、大阪でベー
トーヴェンのピアノ･ソナタ全曲演奏会（全8回）を行っ
た。さらに現在はソロだけでなく室内楽や歌曲伴奏を含
むベートーヴェンのすべてのピアノ付き作品を徐々に取
り上げる新企画｢ベートーヴェン詣｣に取り組んでいる。
録音はソニーから発売している ｢ベートーヴェン：ピアノ･
ソナタ集第5巻『極限』を含む15枚のCDをはじめ数多い。
第13回新日鉄音楽賞、04年アメリカ･ワシントン賞、
第8回ホテルオークラ音楽賞、第17回出光音楽賞を受
賞。14年、第64回芸術選奨音楽部門 文部科学大臣新人賞
受賞。16年秋、ベートーヴェンのピアノ･ソナタ全集完結
記念ボックスセットをリリース、2017年秋から4 つの元素
｢水･火･風･大地｣をテーマにした新リサイタル･シリーズ
『Four Elements』が今秋で最終回を迎える。

歌劇場で指揮者としてのキャリアをスタートし、ルツェ

ルン交響楽団首席指揮者兼ルツェルン劇場音楽監督、

アンサンブル ･アンテルコンタンポラン音楽監督、ドイ

ツ･バンベルク交響楽団首席指揮者を経て、2017年より
スイス･ロマンド管弦楽団の音楽監督を務める。その抜群

のプログラミング･センスに加え、古典から現代曲まで幅

広いレパートリーを誇り、ベルリン･フィル、ウィーン･

フィル、コンセルトヘボウ管、シカゴ響等のオーケストラ、
ザルツブルク音楽祭、ルツェルン音楽祭、BBCプロムス
等の音楽祭へ客演している。東京交響楽団へは2011年10
月定期演奏会でデビューし、翌2012年10月には次期音楽

監督の就任を発表。2014年度より東京交響楽団第3代音

楽監督を務める。2020年には、第32回「ミュージック･
ペンクラブ音楽賞（オペラ･オーケストラ部門）
」を、東京

交響楽団とともに受賞。レコーディング活動においても

多彩な才能を発揮しており、ウィーン･フィルやベルリン･

フィルとの録音のほか、東京交響楽団とは8 つのCDを

リリースし、高い評価を得ている。

料金（全席指定･税込）

S
B ¥4,000〔¥3,600〕 C ¥3,000〔¥2,700〕

ンフォニーホールを拠点に定期演奏会や特別演奏会を

開催するほか、市内での音楽鑑賞教室や巡回公演、川
崎フロンターレへの応援曲の提供など多岐にわたる活

動を行う。これらが高く評価され、2013年に第42回川

崎市文化賞を受賞。また、文部大臣賞、京都音楽賞大

賞、毎日芸術賞、サントリー音楽賞など日本の主要な
音楽賞の殆どを受賞している。

ITへの取り組みも積極的で、｢VR オーケストラ｣や

｢LINEチケット」の導入、日本のオーケストラとして初
の音 楽･動 画 配 信 サービ ス『 T S O MUSIC & V IDE O
SUBSCRIPTION』をスタートし、注目を集める。

新国立劇場では1997年の開館時からレギュラーオー

ケストラとして毎年オペラ･バレエ公演を担当。教育

面でも「こども定期演奏会」
「0歳からのオーケスト

ラ」が注目されている。海外公演も多く、ウィーン楽

友協会での公演や日中平和友好条約締結40周年記念

公演などこれまでに58都市78公演を行っている。

2014年度シーズンより、ジョナサン･ノットが第3代音

楽監督に就任。ミューザ川崎シンフォニーホール開館

15周年記念公演《グレの歌》や音楽監督と共に3年が

かりで取り組んだ「モーツァルト演奏会形式オペラシ

リーズ」はいずれも高い評価を得た。

公式サイト：http://tokyosymphony.jp/

チケットのお申込み

¥7,000〔¥6,300〕 A ¥6,000〔¥5,400〕 ミューザ川崎シンフォニーホール

〔

〕カッコ内はミューザ友の会･東響会員料金

当日学生券1,000円（25歳以下の学生）

当日券販売窓口にて、ご本人様に限りホール･楽団指定の座席を限定枚数

販売します。お電話またはHPにて発売情報をご確認の上、必ず学生証と

年齢確認のできるものをご提示ください。
（事前の電話予約はできません）

車椅子席･要予約：数に限りがありますので、事前にお問合せください。
ミューザ川崎シンフォニーホール 044-520-0200（10:00〜18:00）
※未就学のお子さまの入場はご遠慮ください。

※ミューザ友の会会員の割引販売は 友 印にて受付

友
友
友

044 -520- 0200（10:00-18:00）
4 階チケットカウンター（10:00-19:00）
ミューザ Webチケット http://muza.pia.jp

（24時間、火･水2:30〜5:30を除く）

TOKYO SYMPHONY チケットセンター
044-520-1511（ 火･ 金曜日 11: 00 -15: 00）

TOKYO SYMPHONY オンラインチケット
http://tokyosymphony.jp （1回券のみ）

※東響会員の割引販売を受け付けます。
※東響会員：サポート会員、定期会員、TOKYO SYMPHONY VISAカード会員

好評発売中！
！
チケットのご予約にあたってご一読ください。
・ご来館の際は、マスク着用をお願いします。

・体調不良が認められる際は、入場をお断りする場合があります。予め、ご了承ください。
・当館が感染経路となった可能性が生じた場合には、保健所等関係機関にお客様の情
報を開示することがあります。個人情報の取扱いについては、川崎市文化財団グ
ループで定めた個人情報保護方針に基づき、適切に取り扱うことといたします。
・今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、公演内容や実施方法を変
更、または公演を中止する可能性があります。
・公演詳細･館内設備･サービス等についての最新情報は、公式サイトでご確認ください。

※公演内容については変更が生じる場合がございますのでご了承
ください。

〒212-8557 川崎市幸区大宮町1310 TEL：044-520-0100
（代）FAX：044-520-0103
URL: https://www.kawasaki-sym-hall.jp

※最新の開催情報は、公式サイトでご確認ください。

※演奏中の入退場、写真撮影、録音等は固くお断りいたします。
※出演者への花束･プレゼントのお預かりはいたしません。

※公演中止の場合を除き、ご予約･ご購入いただきましたチケッ
トのキャンセル･変更はお受けできません。
※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
すので、ご了承ください。
※営利を目的としたチケットの転売は固くお断りいたします

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ご協力をお願いします。

ご来館の前に、
「ミューザ川崎シンフォニーホール
の取り組みとお願い」を必ずご覧ください。

