
4月22日（日）
14:00開演

川崎市
教育文化会館

5月12日（土）
18:00開演

川崎市
教育文化会館

6月16日（土）
18:00開演

川崎市
教育文化会館

7月22日（日）
14:00開演

川崎市
教育文化会館

9月1日（土）
18:00開演

川崎市
教育文化会館

9月23日（日）
14:00開演

川崎市
教育文化会館

10月14日（日）
14:00開演

川崎市
教育文化会館

12月16日（日）
14:00開演

川崎市
教育文化会館

1月27日（日）
14:00開演

川崎市
教育文化会館

3月31日（日）
14:00開演

川崎市
教育文化会館

●第82回　【フランス音楽のエスプリ】
　◇指揮：飯森範親（東京交響楽団正指揮者）
　◇ヴァイオリン：大谷康子（東京交響楽団ソロ・コンサートマスター）
　◇合唱：東響コーラス
　◆サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番
　◆ラヴェル：バレエ音楽「ダフニスとクロエ」全曲

●第83回　【年末には歓喜の歌を】
　◇指揮：大友直人（東京交響楽団常任指揮者）
　◇ヴァイオリン：ミハイル・シモニアン（シベリア出身の期待の新星）
　◇独唱：小林沙羅、増田弥生、福井敬、須藤慎吾
　◇合唱：東響コーラス
　◆モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」
　◆ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱つき」

●第84回　【2010年ショパン・コンクール第2位、期待のヴンダー登場】
　◇指揮：秋山和慶
　　　（東京交響楽団桂冠指揮者／ミューザ川崎シンフォニーホール・チーフ・アドバイザー）
　◇ピアノ：インゴルフ・ヴンダー（2010年ショパン・コンクール第2位）
　◆ショパン：ピアノ協奏曲第1番
　◆ドヴォルザーク：交響曲第7番

●第85回　【女流指揮者シリーズ第3弾、三ツ橋敬子の魔術】
　◇指揮：三ツ橋敬子（2008年アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクール優勝）
　◇チェロ：西谷牧人（東京交響楽団首席チェロ奏者）
　◆ウェーバー：舞踏への勧誘
　◆サン＝サーンス：チェロ協奏曲第1番
　◆ベルリオーズ：幻想交響曲

平成24年度川崎市・ミューザ川崎シンフォニーホール主催公演（負担金事業）

●第79回　【巨匠スダーン、ゲーテを紡ぐ】
　◇指揮：ユベール・スダーン（東京交響楽団音楽監督）
　◇バリトン：ヴォルフガング・ホルツマイア（ドイツ・リートの名歌手）
　◇テノール：チャールズ・キム（ドルトムント歌劇場専属歌手）
　◇合唱：東響コーラス
　◆マーラー:歌曲集「さすらう若人の歌」（バリトン独唱）
　◆リスト：ファウスト交響曲

●第80回　【名手、岡崎慶輔のブラームス】
　◇指揮：エドウィン・アウトウォーター（元サンフランシスコ交響楽団常任指揮者）
　◇ヴァイオリン：岡崎慶輔（2005年ミュンヘン国際コンクール第1位）
　◆バーバー：管弦楽のためのエッセイ第2番
　◆ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
　◆ドヴォルザーク：交響曲第8番

●第81回　【女流指揮者シリーズ第2弾、“指揮者”ハンナ・チャン登場】
　◇指揮：ハンナ・チャン（チェロ奏者としてロストロポーヴィチ国際チェロ・コンクール優勝）
　◇ヴァイオリン：ヴァレリー・ソコロフ（2005年エネスコ国際コンクール優勝）
　～オール・チャイコフスキー・プログラム～
　◆幻想序曲「ロミオとジュリエット」
　◆ヴァイオリン協奏曲
　◆交響曲第5番

●第76回　【女流指揮者シリーズ第1弾】
　◇指揮：シャン･ジャン（ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ管弦楽団／首席指揮者）
　◇ピアノ：ニコライ・ホジャイノフ（2008年スクリャービン国際コンクール優勝）
　◆ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」
　◆リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲
　◆ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番

●第77回　【北欧の彗星たち】
　◇指揮：サンットゥ＝マティアス・ロウヴァリ（ロスアンゼルス・フィル／ドゥダメル・フェローシップ）
　◇ヴァイオリン：ヴィルデ・フラング（巨匠ヤンソンスも認めるノルウェー期待の若手）
　◆シベリウス：交響詩［フィンランディア」
　◆ニールセン：ヴァイオリン協奏曲
　◆シベリウス：交響曲 第1番

●第78回　【音楽のおとぎ話】
　◇指揮：ロッセン・ミラノフ（フィラデルフィア管弦楽団副指揮者）
　◇ピアノ：児玉麻里（ヨーロッパを中心に世界で活躍する若手）
　◆モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲
　◆ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番
　◆リムスキー＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」

◆ミューザ川崎シンフォニーホール＆東京交響楽団　名曲全集　（東響との共催公演）

   ミューザ川崎シンフォニーホール開館以来、フランチャイズ・オーケストラ東京交響楽団と共に企画しているホールの柱となるシリーズ。新年
度は全公演を川崎市教育文化会館で開催する。
　若手から巨匠まで、さまざまな世代の指揮者・ソリストが登場する本シリーズの魅力のなかでも、期待の新人アーティストの積極的な登用は
話題となっている。
　新年度は女流指揮者にもスポットライトをあてた意欲的なラインナップとなっている。
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5月２０日（日）
11:00開演

NEC玉川
ルネッサンスシティホー

ル

７月15日（日）
11:00開演

NEC玉川
ルネッサンスシティホー

ル

12月9日（日）
11:00開演

NEC玉川
ルネッサンスシティホー

ル

2月16日（土）
11:00開演

NEC玉川
ルネッサンスシティホー

ル

4月18日（水） プラザソル

5月29日（火） 高津市民館

6月14日（木） 多摩市民館

7月4日（水） 宮前市民館

8月22日（水） 多摩市民館

9月20日（木） プラザソル

10月3日（水） エポックなかはら

11月21日（水） エポックなかはら

12月5日（水） 多摩市民館

1月24日（木） エポックなかはら

2月22日（金） プラザソル

3月
日程調整中

会場調整中●東京交響楽団の弦楽器のメンバーによる「心に残る歌」（調整中）

●珠玉のスタンダード・ジャズ
　◇ブルース・スターク ピアノトリオ

●心躍るブラス・クインテット～東響のメンバーによる
　◇トランペット：澤田真人　大隅雅人　ホルン：ジョナサン・ハミル　ほか

●ピアノ＆パーカッション　～情熱のセッション
　◇ドス・オリエンタレス　～ウーゴ・ファトルーソ（ピアノ）、ヤヒロトモヒロ（パーカッション）

●深まる秋に聴く魅惑のタンゴ
　◇啼鵬(ていほう)率いる「A.R.C.(ア・エレ・セ)」

●癒しの響き～ハンドベルコンサート
　◇きりく･ハンドベルアンサンブル

●バロックの世界を訪ねて
　◇ポジティフオルガン：小島弥寧子　バロック・ヴァイオリン：天野寿彦

●SINSKE（マリンバ）＆藤原道山（尺八）

●ポジティフオルガン：永瀬真紀

　東京交響楽団と音楽監督ユベール・スダーンが奏でる、モーツァルトの名曲の数々。
　休日の朝はオーケストラを聴いて、午後は川崎のまちで優雅にランチタイムやショッピングを楽しんでいただこうというコンセプトで始めた企
画。いままでになかった音楽のある休日のライフスタイルを提唱する。
　新年度は会場をNECルネッサンスシティホール（向河原駅徒歩1分）に固定して開催。

　ユベール・スダーン指揮／東京交響楽団

●第9回
　◇独奏：東京交響楽団の管楽器奏者（調整中）
　◆管楽器のための協奏交響曲 K.297b
　◆交響曲第38番［プラハ」

●第10回
　◇フルート：高木綾子
　◇ハープ：吉野直子
　◆フルート協奏曲第1番
　◆フルートとハープのための協奏曲
　◆交響曲第31番「パリ」

●第11回
　◇クラリネット：橋本杏奈
　◆歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲
　◆クラリネット協奏曲
　◆セレナーデ第6番「セレナータ・ノットゥルナ」

●ジャズ・ライヴ　大人のためのクリスマスソング
　◇ボーカル：チャリート

●第12回
　◇ソプラノ：森麻季
　◆モーツァルトのアリアより
　◆セレナーデ第5番　　ほか

◆MUZAランチタイムコンサート／MUZAナイトコンサート　　（各回12:10/19:00開演）

●オルガンとソプラノの調べ
　◇ポジティフオルガン：小野なおみ　ソプラノ：高橋絵里

●歌い継がれる日本のうた・世界のうた
　◇二期会マイスタージンガー

◆モーツァルト・マチネ（全４回）



7月28日（土）
～8月12日（日）

教育文化会館
多摩市民館

テアトロ・ジーリオ
前田ホール

など市内各ホール

東京芸術劇場

東京芸術劇場

5月3日（木・祝）
14:00開演

テアトロ・ジーリオ
ショウワ

7月1日（日）
15:00開演

川崎市
教育文化会館

9月19日（水）
開演時間調整中

多摩市民館

12月31日（月）
昼公演

テアトロ・ジーリオ
ショウワ

1月14日（月･祝）
開演時間調整中

藤原洋記念ホール

2月13日（水）
開演時間調整中

多摩市民館

7月14日（土）
15日（日）

川崎市
教育文化会館

9月2日（日）
14:00

エポックなかはら

10月8日（月･祝） 川崎市
教育文化会館

●オーケストラで楽しむ映画音楽　をもう一度　リクエストに応えてパート3
　◇指揮：秋山和慶　　◇ピアノ：佐山雅弘
　◇ソプラノ：半田美和子　　◇テノール：高野二郎　　◇司会：中井美穂
●小椋佳　「歌談の会」

●東京交響楽団＆ジーリオ・オーケストラ　ジルベスターコンサート
　◇出演者調整中

●小川典子　モーツァルト・リサイタル（仮称）

◆音楽大学オーケストラ・フェスティバル　（ミューザ川崎シンフォニーホール／東京芸術劇場共同企画）

◆川崎市民コンサート

●川崎市民合唱祭2012

●川崎市民交響楽祭2012

●川崎市民吹奏楽祭2012

●東京交響楽団ニューイヤー・コンサート
　◇東京交響楽団室内合奏団

●東京交響楽団特別公演「三大交響曲」　　（アルテリッカ公演）
　◇指揮：飯森範親

●ホール公演（全13公演）
　◇東京交響楽団、読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京都交響楽団
　　 NHK交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　　 洗足学園音楽大学、日本フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団
　　 昭和音楽大学　（以上、出演順）

◆スペシャル・コンサート

●音楽大学単独オーケストラ
　11月24日（土）　昭和音楽大学・洗足学園音楽大学・武蔵野音楽大学
　12月5日（水）　東京音楽大学・桐朋学園大学
　12月8日（土）　東邦音楽大学・国立音楽大学

●音楽大学合同オーケストラ
　参加大学の選抜メンバーによって結成される合同オーケストラ
　2013年3月30日（土）　15:00

◆フェスタ サマーミューザ KAWASAKI 2012



7月22日（日）
～26日（木）

ミューザ川崎
シンフォニーホール

音楽工房

日程調整中
秋以降開催予定

ミューザ川崎
シンフォニーホール

市民交流室

11月
日程調整中

ミューザ川崎
シンフォニーホール

市民交流室

10月28日（日）
14:00開演

ミューザ川崎
シンフォニーホール

市民交流室

2月3日（日）
14:00開演

ミューザ川崎
シンフォニーホール

市民交流室

3月17日（日）
14:00開演

ミューザ川崎
シンフォニーホール

市民交流室

4月14日（土）
14:00開演 横浜

みなとみらいホール

6月10日（日）
19:00開演 横浜

みなとみらいホール

9月17日（月・祝）
14:00開演 横浜

みなとみらいホール

12月1日（土）
14:00開演 横浜

みなとみらいホール

2月26日（日）
14:00開演 横浜

みなとみらいホール

◆ポジティフオルガン・コンサート・シリーズ（松居アドバイザーとの共催企画）

◇ポジティフ・オルガン：松居直美
◇ヴァイオリン：桐山建志
◇ヴィオラ・ダ･ガンバ：福沢宏

◆レクチャー・コンサート「日本歌曲のいま（仮称）」　（團伊玖磨の音楽実行委員会との共催）

●こどもフェスタ

　・楽器体験
　・こどもポジティフオルガン講座
　・ワークショップ＆コンサート
　・東響メンバーによるコンサート
　・0歳からのミニ・コンサート　など

平成24年度ミューザ川崎シンフォニーホール主催公演（指定管理者事業）

◆MUZA音楽サロン

◇ポジティフ・オルガン：近藤岳、勝山雅世
◇クラリネット：横田揺子

◆フェスタ サマーミューザ KAWASAKI 2012

◇ポジティフ・オルガン：松居直美
◇ソプラノ：野々下由香里、鈴木美紀子
◇ヴィオラ・ダ･ガンバ：福沢宏

◇ソプラノ：堀江眞知子（予定）
◇講師：辻井喬（詩人）（予定）

●東京交響楽団のメンバーと多彩なゲストによるトークコンサートシリーズ

　東京交響楽団のコアなファンの創出を目指し、くつろいだ雰囲気のなかでゲストのトークと東響メン
バーの演奏を楽しむ企画。年間5回程度を予定＞

●第38回
　◇指揮：ユベール・スダーン
　◇ソプラノ：クリスティアーネ・エルツェ
　◆マーラー：歌曲集「子供の不思議な角笛」より　他

●第39回
　◇指揮：ユベール・スダーン
　◇コントラルト：ナタリー・シュトゥッツマン
　◆マーラー：歌曲集「亡き子をしのぶ歌」　他

【参考】　◆東京交響楽団　川崎定期演奏会  in 横浜みなとみらいホール　（東京交響楽団主催公演）
●第35回
　◇指揮：大友直人
　◇バリトン：トーマス・バウアー
　◆マーラー：歌曲集「子供の不思議な角笛」より　他

●第36回
　◇指揮＆ピアノ：ゾルタン・コチシュ
　◆バルトーク：管弦楽のための協奏曲　他

●第37回
　◇指揮：ヴァシリー・シナイスキー
　◇ピアノ：デシュ・ラーンキ
　◆ショスタコーヴィチ：交響曲第4番　他
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