
コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 35
Ｒ.シュトラウス：歌劇「ばらの騎士」組曲 op. 59, TrV 227

ラヴェル：ラ･ヴァルス

Lio Kuokman, Conductor

Mayumi Kanagawa, Violin

Tokyo Symphony Orchestra

2023年3月25日(土)  14:00開演 (13:15開場)
Sat. 25th Mar 2023, 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¥6,000 [¥5,400]  A¥5,000 [¥4,500]  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：リオ･クオクマン
ヴァイオリン：金川真弓
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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Korngold: Violin Concerto in D major, op. 35
R.Strauss: Der Rosenkavalier Suite, op. 59, TrV 227

Ravel: La Valse

[    ] 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

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
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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

© N. Ikegami

© Kaupo Kikkas



東響初登場のリオ･クオクマンは、フィラデルフィア管でヤニック･ネゼ=セガンの
副指揮者を任され、フィラデルフィア･インクワイアラー紙に

「驚くべき指揮の才能」と絶賛された若き俊英。
同じく東響初登場の金川真弓がコルンゴルトの人気のヴァイオリン協奏曲を披露。
そして、「ばらの騎士」に続いて、ウィンナ･ワルツに触発された「ラ･ヴァルス」との

カップリングでお楽しみください！

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

2023年3月25日(土)
14:00開演 (13:15開場)

Tokyo Symphony Orchestra 
Resident Orchestra for City of Kawasaki

© N. Ikegami

2019年チャイコフスキー国際コンクール第4位、2018年ロン＝
ティボー国際音楽コンクール第2位入賞＆最優秀協奏曲賞を受
賞。
これまでに、プラハ放送響、マリインスキー劇場管、ドイツ･
カンマーフィル、フィンランド放送響、ベルギー国立管、フラ
ンス国立ロワール管、モスクワ･フィル、日本ではN響をはじ
め全国のオーケストラと、H.リントゥ、S.ヴァイグレ、P. ロ
フェ、A. シェリー、尾高忠明、秋山和慶、小泉和裕、井上道
義、広上淳一等の指揮者と共演。トランス=シベリア芸術祭や
ヴェルビエ音楽祭にも出演している。2022年はベルリン・コ
ンツェルトハウス管やロイヤル・フィルと共演する。
ドイツ生まれ。4歳から日本でヴァイオリンを始め、ニュー
ヨークとロサンゼルスを経て、現在ベルリンを拠点に活動。
ハンス･アイスラー音大でコリヤ･ブラッハーに師事。
使用楽器は、ドイツ演奏家財団のドイツ国家楽器基金から貸
与されたペトラス･グァルネリウス（17世紀後半）。

Mayumi Kanagawa, Violin
ヴァイオリン：金川真弓
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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
  （ミューザ友の会会員の割引販売は　 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）

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 
https://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

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：206-997
　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)  

マカオ生まれ。2014年のスヴェトラーノフ国際指揮者コンクール
で最高位を受賞。2016年までフィラデルフィア管でネゼ=セガン
の副指揮を任され、現地の新聞に「驚くべき指揮の才能」と称え
られた。
ウィーン響、フランス放送フィル、トゥールーズ･キャピトル国立
管、ロシア･ナショナル管、デトロイト響、上海フィル、ソウル･
フィル、N響、都響、京都市響といった世界の主要楽団に客演を
重ね、フレイレ、ケフェレック、アンゲリッシュ、R. カプソンら
の名ソリストと共演している。
オペラにも積極的で、《トゥーランドット》《カルメン》などの主
要レパートリーを次々と振り、ゲルギエフに招かれたマリインス
キー劇場ではリムスキー=コルサコフ《プスコフの娘》を指揮し
た。
2020年にマカオ国際音楽祭のプログラミング･ディレクターと、
香港フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者に就任。芸術文化
の発展への貢献が評価され、香港とマカオの両政府から賞や勲
章を授与されている。

指揮：リオ･クオクマン
Lio Kuokman, Conductor

料金（全席指定/税込）

S ¥6,000〔¥5,400〕 A ¥5,000〔¥4,500〕　
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 ! !
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