
ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
デュサパン：オルガンとオーケストラのための二重奏曲「WAVES」 

ブラームス：交響曲 第3番 ヘ長調 op. 90

Jonathan Nott, Conductor

Mari Ohki, Organ

Tokyo Symphony Orchestra

2022年5月15日(日)  14:00開演 (13:15開場)
Sun. 15th May 2022, 2:00p.m.    MUZA Kawasaki Symphony Hall

（JR川崎駅中央西口に直結）

料金 全席指定/税込
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 要問合せ（詳細は裏面）

※公演の最新情報は公式サイトでご確認ください。 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用等の感染症対策にご協力をお願いいたします。

指揮：ジョナサン･ノット（東京交響楽団 音楽監督）

オルガン：大木麻理
管弦楽：東京交響楽団
　　　　　  （川崎市フランチャイズオーケストラ）
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Debussy: Prélude à l'après - midi d'un faune
Dusapin: “Waves” Duo for organ & orchestra (Japan Premiere)

Brahms: Symphony No. 3 in F major, op. 90

後援：在日スイス大使館　ブリティッシュ･カウンシル

（ミューザ川崎シンフォニーホール ･
　ホール オルガニスト）

（日本初演）

[    ] カッコ内はミューザ友の会･東響会員料金/税込

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

©Takashi Fujimoto

© N. Ikegami

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 （当面の間、平日11:00～16:00／土日祝休み）チケットのお問合せ
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MUZA Kawasaki Symphony Hall & Tokyo Symphony Orchestra



ジョナサン･ノットが東響の音楽監督に就任して9シーズン目。
年々音楽的な成果をあげているこのコンビで、ブラームスの交響曲第3番を直球勝負！

前半はフランスの現代音楽作曲家パスカル・デュサパンが2019年に作曲した
オルガンとオーケストラのための二重奏曲「WAVES」（日本初演）に
ミューザのホールオルガニスト・大木麻理が挑みます。

東京交響楽団
川崎市フランチャイズオーケストラ

2022年5月15日(日)
14:00開演 (13:15開場)

Tokyo Symphony Orchestra 
Resident Orchestra for City of Kawasaki

© N. Ikegami

イギリス生まれ。フランクフルトとヴィースバーデンの歌劇場で
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、バンベルク交響楽団首席指揮者を経て、
2014年度より東京交響楽団第3代音楽監督。2017年よりスイス･
ロマンド管弦楽団の音楽監督も務めている。抜群のプログラミン
グ･センスと古典から現代曲まで幅広いレパートリーで、世界の
主要オーケストラ･音楽祭に客演している。2010年、バンベルク
響とのCDが、世界で権威あるフランスのMidem音楽賞最優秀交
響曲・管弦楽作品部門賞受賞。2009年バイエルン文化賞受賞。
2016年バンベルク大聖堂にて、大司教より功労勲章を授与。
2020年第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。ウィーン･フィルやベルリン
フィルとの録音のほか、東京交響楽団とはオクタヴィアレコード
より8つのCDをリリースしている。

指揮：ジョナサン･ノット
（東京交響楽団 音楽監督）

東京藝術大学、同大学院修士課程修了。DAAD、ポセール財団
の奨学金を得てリューベック国立音楽大学、デトモルト音楽大
学に留学し、満場一致の最優等で国家演奏家資格を得て卒業。
第3回ブクステフーデ国際オルガンコンクール日本人初優勝、
第65回「プラハの春」国際音楽コンクールオルガン部門第3位、
チェコ音楽財団特別賞ほか国内外で多数受賞。
CDアルバム「エリンネルング」「51鍵のラビリンス」がレコード
芸術特選盤に選出されたほか、オルガンで参加した「Live  
from MUZA」は、第58回レコード･アカデミー賞の録音部門を受
賞した。ソロのみならず国内外のオーケストラ、アンサンブルと
多数共演、ラジオやTV出演などオルガン音楽の普及に努める。
個々のオルガンの可能性を活かした音色作りと高いテクニック
は、多くのファンを魅了している。
神戸女学院大学及び東洋英和女学院大学非常勤講師、ミューザ
川崎シンフォニーホール･ホールオルガニスト。
公式サイト：http://mariohki.jp/

Mari Ohki 
(MUZA Kawasaki Symphony Hall Organist), Organ

オルガン：大木麻理
（ミューザ川崎シンフォニーホール ･ホール オルガニスト）

Jonathan Nott 
(Tokyo Symphony Orchestra Music Director), Conductor
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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。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。
日本のオーケストラとして初の音楽･動画配信サービス
『TSO MUSIC&VIDEO SUBSCRIPTION』をスタートしたほ
か、｢VR オーケストラ｣や電子チケットの導入、2020年3月
にニコニコ生放送でライブ配信した無観客演奏会は約20万
人が視聴するなどITへの取組みも音楽界をリードしている。
同年6月には｢マッチングギフトコンサート｣が川崎市の支援
のもと開催され、自治体とオーケストラによる前例のない
取組が注目を集めた。
新国立劇場では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。
音楽監督にジョナサン･ノット、桂冠指揮者に秋山和慶、
ユベール･スダーン、正指揮者に原田慶太楼、名誉客演指揮
者に大友直人、特別客演指揮者に飯森範親を擁する。
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/

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。

〒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

チケットのお申込み料金（全席指定/税込）

S ¥7,000〔¥6,300〕 A ¥6,000〔¥5,400〕　
B ¥4,000〔¥3,600〕 C ¥3,000〔¥2,700〕
〔　〕カッコ内はミューザ友の会･東響会員料金/税込

ミューザ川崎シンフォニーホール&
東京交響楽団
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　   ＜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 TEL：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。
※点字プログラムをご入用の場合は、公演日の1か月前までにお申し出くだ
　さい。（ミューザ川崎シンフォニーホール TEL: 044-520-0200 10:00～18:00）

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）

●当ホールにて感染者が発生した場合、必要に応じて、お客様の情報を
保健所等の関係機関へ提供させていただく場合があります。
●出演者･曲目等の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。

●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。
●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。
●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。

チケットご購入の前にご確認ください

■ 前期セット券（5公演）・前期1回券  チケット発売日
■ 年間セット券（10公演） 好評発売中!!

※年間･前期セット券は、2022年3月27日(日)までの限定販売。
　(販売最終日はミューザチケットカウンター直接購入のみ)
※名曲全集の各セット券は、毎年新たにご購入ください。

・ミューザ友の会&東響会員先行発売 2022年1月25日(火)
・ミューザWEB先行発売 2022年1月27日(木)
・一般発売 2022年2月1日(火)

ミューザ川崎シンフォニーホール
※ミューザ友の会先行発売初日は電話予約とWebのみ受付。
  （ミューザ友の会会員の先行予約・割引販売は　 にて受付）

　 044-520-0200（10:00～18:00）
　 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時間対応、火･水2:30～5:30を除く）発売初日は10:00～販売。

TOKYO  SYMPHONY チケットセンター
044-520-1511（当面の間、平日11:00～16:00/土日祝休み）
TOKYO  SYMPHONY オンラインチケット 
http://tokyosymphony.jp（1回券のみ）
東響会員の先行発売・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

友

友

友

友

□ミューザ川崎イープラス   http://eplus.jp/kawasaki/

プレイガイド（1回券のみ）
□チケットぴあ　Pコード：206-989
　インターネット受付対応    https://t.pia.jp/
　 24時間対応。(火･水 2:30～5:30を除く)  発売初日は10:00～販売。


