
フォーレ：パヴァーヌ op. 50（合唱付き）
フォーレ：レクイエム op. 48（1893年版/ラター校訂）
ラヴェル：組曲「マ･メール･ロワ」

ラヴェル：ボレロ

Sachio Fujioka, Conductor

Ryoko Sunakawa, Soprano

Kei Yonashiro, Baritone

Tokyo Symphony Chorus 
Hiroyuki Tsuji, Chorusmaster

Tokyo Symphony Orchestra

2022年12月3日(土)  14:00開演 (13:15開場)
Sat. 3rd Dec 2022, 2:00 p.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]

※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：藤岡幸夫
ソプラノ：砂川涼子
バリトン：与那城 敬
合唱：東響コーラス　
合唱指揮：辻 博之
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）

藤岡幸夫の
オール･フレンチ･プログラム

全集
名曲 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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© Shin Yamagishi

© 青柳 聡

Fauré: Pavane, op. 50 (version for chorus and orchestra)
Fauré: Requiem, op. 48(1893 version, ed. John Rutter)

Ravel: Ma Mère l'Oye Suite
Ravel: Boléro

[    ] 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

© Yoshinobu Fukaya
© Hiromi NAGATOMO

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 （平日10:00～18:00／土日祝休み）チケットのお問合せ

The Masterpiece Classics
2022-2023 No. 182

MUZA Kawasaki Symphony Hall & Tokyo Symphony Orchestra

助成：　　　　　 文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業） │独立行政法人日本芸術文化振興会

当日学生券 要問合せ
（詳細は裏面）



「三大レクイエム」の一つとして名高いフォーレの「レクイエム」。
そして同時期に作曲され、

もの憂いメロディーが印象的な「パヴァーヌ」を合唱付きでお届けします。
後半はフォーレに学んだラヴェルの名曲を。
最後は、「ボレロ」で盛大に締めくくります。

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/

東京交響楽団
川崎市フランチャイズオーケストラ

2022年12月3日(土)
14:00開演 (13:15開場)

Tokyo Symphony Orchestra 
Resident Orchestra for City of Kawasaki

© N. Ikegami
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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

●当ホールにて感染者が発生した場合、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

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（平日10:00～18:00/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：206-994
　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。

© ShinYamagishi

© Yoshinobu Fukaya © Kei UESUGI

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

　   ＜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）

好評発売中 ! !

英国王立ノーザン音大指揮科卒業。最も才能あるEU加盟国の若手指揮者に贈られ
る｢サー･チャールズ･グローヴス記念奨学賞｣を特例で受賞。1994年｢プロムス｣に
BBCフィルを指揮してデビュー以降、多くの海外オーケストラに客演。首席指揮者
を務める関西フィルとは2022年が23年目のシーズン、2019年から東京シティ･フィ
ル首席客演指揮者も務める。放送出演も多く、番組立ち上げに参画し指揮･司会と
して関西フィルと共に出演中のBSテレ東『エンター･ザ･ミュージック』（毎週土曜朝
8:30）は2021年10月で8年目に突入、放送350回を越える人気番組。2002年渡邉曉
雄音楽基金音楽賞受賞。
公式ファンサイト：http://www.fujioka-sachio.com/

指揮：藤岡幸夫

可憐な舞台姿と聴くものの心を震わせ
る歌声で高い人気を誇るソプラノ歌
手。日伊声楽コンコルソ優勝、日本音
楽コンクール第1位等、数々の受賞歴
を誇る。武蔵野音楽大学卒業、同大学
大学院修了。その後イタリアでも研鑽
を積む。2000年新国立劇場「オルフェ
オとエウリディーチェ」エウリディー

チェで本格的オペラデビューを果たす。その後、数々のオペラ公
演に出演を続け、その実力に裏打ちされた歌唱は常に高い評価を
得ている。また、活動の場はオペラにとどまらず、オーケストラ
公演、リサイタルでも全国各地から招かれている。テレビ、ラジ
オへの出演も数多く、NHKニューイヤーオペラコンサートにも出
演を重ねる。藤原歌劇団団員。沖縄県宮古島出身。

Ryoko Sunakawa, Soprano
ソプラノ：砂川涼子

桐朋学園大学ピアノ専攻卒業後
に声楽へ転向、同大学研究科修
了。二期会および新国立劇場オ
ペラ研修所修了。文化庁在外研
修員として渡伊。二期会『蝶々夫
人』シャープレス、『金閣寺』溝
口、香港オペラ『ラ･ボエーム』マ
ルチェッロ、日生劇場『コジ･ファ

ン･トゥッテ』アルフォンソ、グランドオペラ共同制作『カル
メン』エスカミーリョ等数多く出演。22年は2月二期会『フィ
ガロの結婚』伯爵、3月新国立劇場『椿姫』ドビニー侯爵、4月
同『ばらの騎士』ファーニナルと立て続けに出演、好評を博
した。コンサートでも、メンデルスゾーン「エリア」、ドヴォ
ルザーク「スタバト･マーテル」、オルフ「カルミナ･ブラー
ナ」等で高い評価を得ている。二期会会員。

Kei Yonashiro, Baritone
バリトン：与那城 敬

Sachio Fujioka, Conductor

合唱：東響コーラス Tokyo Symphony Chorus

東京交響楽団専属のアマチュア混声合唱団として1987年に創立。「東京交響楽団と一
体の演奏をし、より質の高い合唱付きオーケストラ曲のコンサートを提供する」こと
を目的としている。演奏する楽曲の背景や歌詞に使用されている言語に精通した、
合唱指揮者･発声指導者･伴奏ピアニスト･言語指導者を招いた上、公演毎に出演者を
決定するオーディションを行うことで、常に演奏の質を高めている。2020年第32回
ミュージック･ペンクラブ音楽賞クラシック部門「室内楽･合唱部門」賞を受賞。


