主催・共催ラインアップ

2022-2023

Kanagawa Prefectural Music Hall

神奈川県立音楽堂は、ル・コルビュジエ
に師事した建築家 前川國男が、ガラスや

コンクリートをふんだんに使い創り上げた
「戦後モダニズム建築の傑作」といわれる
名建築です。日本の音響設計の出発点と
なった石井聖光の音響設計により、日本
初の公立音楽専用ホールとして1954年に
誕生し、2021年、神奈川県重要文化財に
指定されました。68年目を迎える今も変
わらず、世界中のアーティストに出会い、
芸術を体験する場として、多くの人々に愛
されつづけていくことを目指しています。

音楽堂ヘリテージ・コンサート

9.17
:

（土）15

00

スティーヴン・イッサーリス

11.22
:

チェロ・リサイタル

（火）19

Steven Isserlis Cello Recital

00

ヴィクトリア・ムローヴァ
ヴァイオリン・リサイタル
Viktoria Mullova Violin Recital

©Satoshi Aoyagi

スティーヴン・イッサーリス

©Benjamin Ealovega

コニー・シー

ヴィクトリア・ムローヴァ

ロシアに源流を持つイッサーリスが聴かせる、

©Kaupo Kikkas

アラスデア・ビートソン

古楽とモダン〜2台の銘器と奏法を一度に味わう、
プレミアムなリサイタル

近代ロシアの作曲家によるチェロ名曲の精髄

ヴィクトリア・ムローヴァ
（ヴァイオリン）

スティーヴン・イッサーリス
（チェロ） コニー・シー（ピアノ）

アラスデア・ビートソン
（ピアノ／フォルテピアノ）

ショスタコーヴィチ : チェロ・ソナタ 二短調 op.40

＊ガダニーニ
（ガット弦）
＆フォルテピアノ

未来へ継承する人類の至宝 ︱ ヘリテージ

名演奏を響きのヘリテージ︑音楽堂で！

プロコフィエフ : チェロ・ソナタ ハ長調 op.119

ベートーヴェン : ヴァイオリン・ソナタ 第4番 イ短調 op.23

ラフマニノフ : チェロ・ソナタト短調 op.19

＊ストラディヴァリウス「ジュールズ・フォーク」& ピアノ

ユリウス・イッセルリス（イッサーリス）: チェロとピアノのためのバラード イ短調

: ヴァイオリン・ソナタ 第7番 ハ短調 op.30-2

武満徹 : 妖精の距離 ペルト : フラトレス

全席指定（税込） S席 ¥ 6,000 A席 ¥ 5,500 シルバーS席 ¥ 5,500

シューベルト : ヴァイオリンとピアノのためのロンド ロ短調 D895

U24 ¥ 3,000 高校生以下無料 一般発売 6.25（土）

全席指定（税込） S席 ¥ 7,800 A席 ¥ 6,800 シルバーS席 ¥ 7,300

U24 ¥ 3,500 高校生以下無料 一般発売 6.25（土）
主催 = 株式会社パシフィック・コンサート・マネジメント 03 - 3552 - 3831

関連企画

イッサーリス公開マスタークラス & 曲目解題コンサート

9.16（金）18 : 30

横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

公開マスタークラス 受講生 : 北村陽、笹沼樹
曲目解題コンサート 出演 : スティーヴン・イッサーリス（チェロ） コニー・シー（ピアノ）
司会 : 長谷部一郎（東京都交響楽団チェリスト）

3.11
:

2023.

（土）15

00

レ・ヴァン・フランセ
Les Vents Français

ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ 二短調 op.40
全席指定（税込）一般

¥ 3,000

高校生以下

¥ 1,000

主催 = 横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール

イッサーリス2公演セット券 5月発売予定 !
9.16（金）の一般券と17（土）のS席を同時購入すると ¥ 9,000が ¥ 8,100に !
※チケットかながわ または かなっくホール チケットデスク 045 - 440 - 1219 での同時購入に限ります。

Heritage Concert

10.1
:

（土）17

00 予定

クロノス・クァルテット
テリー・ライリー《サン・リングズ》日本初演
Kronos Quartet Terry Riley "Sun Rings" Japan Premiere
©Warner Classics

レ・ヴァン・フランセ

全員が世界のトップソリストとして活躍するスーパースター！
フランスのエスプリ薫る木管アンサンブルのドリームチーム！
「驚くべき流麗さとまばゆいばかりの豊かな色彩」̶ 英『ガーディアン』紙

エマニュエル・パユ（フルート） フランソワ・ルルー（オーボエ）
ポール・メイエ（クラリネット） ラドヴァン・ヴラトコヴィチ（ホルン）
（ピアノ）
ジルベール・オダン
（バソン） エリック・ル・サージュ
曲目調整中
全席指定（税込） S席 ¥ 7,000 A席 ¥ 6,500 シルバーS席 ¥ 6,500

U24 ¥ 3,500 高校生以下無料 一般発売 12月予定

©Wojciech Wandzel

クロノス・クァルテット

【クロノス・クァルテット結成50周年記念】

巨匠テリー・ライリーによる弦楽四重奏と合唱、宇宙から採取された音と映像が
織りなす地球讃歌、
ついに日本初演！

クロノス・クァルテット

お得な音楽堂ヘリテージ・コンサートセット券
5月発売予定 !
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・¥ 26,800
● 年間セット券
（全4公演のS席同時購入）

●リサイタルセット券
（9.17と11.22

● アンサンブルセット券
（10.1と3.11

デイヴィッド・ハリントン
（ヴァイオリン） ジョン・シャーバ（ヴァイオリン）
（チェロ）
ハンク・ダット
（ヴィオラ） サニー・ヤン
合唱団やえ山組（合唱）
全席指定（税込） S席 ¥ 6,000 A席 ¥ 5,500 シルバーS席 ¥ 5,500

U24 ¥ 3,000 高校生以下無料 一般発売 6.25（土）

→ ¥ 24,120

・・・¥ 13,800 → ¥ 12,420
S席同時購入）

詳細は5月中旬発表!

・・・¥ 13,000 → ¥ 11,700
S席同時購入）

音楽堂ヘリテージ・コンサート
特設サイトをご覧ください !

音楽堂室内オペラ・プロジェクト 第

（土）

30

（日）

ファビオ・ビオンディ指揮 エウローパ・ガランテ

ヘンデル『シッラ』全3幕 日本初演
イタリア語上演・日本語字幕付
Fabio Biondi & Europa Galante

George Friedrich Haendel, Opera Silla HWV 10 Japan Premiere

世界最高峰の音楽家と日本オペラ界を担うクリエイターが再集結! ヘンデルの

エウローパ・ガランテ

最も美しく謎に満ちた幻のバロック・オペラ、
2020年春の夢がついに実現！
演出

彌勒忠史

出演

ソニア・プリナ（コントラルト : ローマの執政官 シッラ）
ヒラリー・サマーズ（コントラルト : ローマの騎士 クラウディオ）
スンヘ・イム（ソプラノ : シッラの妻 メテッラ）
ヴィヴィカ・ジュノー（メゾ・ソプラノ : ローマの護民官 レピド）

©Claire Newman
Williams

（ソプラノ : レピドの妻 フラヴィア）
ロベルタ・インヴェルニッツィ

ソニア・プリナ

©Ribalta Luce Studio

ヒラリー・サマーズ スンヘ・イム

ヴィヴィカ・ジュノー

（ソプラノ : シッラの副官の娘 チェリア）
フランチェスカ・ロンバルディ・マッズーリ

ミヒャエル・ボルス（バリトン : 神）

5

彌勒忠とファビオ・ビオンディによるプレトークを予定

弾

時代︑国籍︑
スタイルを超え︑室内楽の楽しさを極限まで味わい尽 く す！

10.29

一般発売

6.25（土）予定
発売情報詳細は5月中旬発表予定 !

©Ribalta Luce Studio ©Giaocomo Miglierina

音楽堂室内オペラ・プロジェクト特設サイトをご覧ください !

ファビオ・ビオンディ

ロベルタ・
フランチェスカ・
インヴェルニッツィ ロンバルディ・
マッズーリ

ミヒャエル・ボルス

Chamber Opera Project
〈紅葉坂プロジェクト Vol.1〉Momijizaka Project Vol.1

一般公募により選ばれた気鋭のクリエイターたちがアイデアを実現する成長プロジェクト。
ワーク・イン・プログレスを経てブラッシュアップされた企画をフルスペックで ! !
♯1 ささきしおり :ドローイング サウンド パフォーマンス／描線の音楽

♯2 kasane（佐原洸／河村絢音）: 呼応する弦楽器と電子音響

（滝千春／中野翔太） 響き を通して知る音楽の根源 そして新たな 響き の探求
♯3「音 + 音」

全席自由（税込）一般 ¥ 2,500 シルバー ¥ 2,000 U24 ¥ 1,250 高校生以下無料 一般発売

7.10

（日）15 : 00

4.24（日）

ダブルポートレイト・フォー・マリンバ・アンド・ザ・フューチャー
Double Portrait for Marimba and the Future

マリンバ音楽を愛する東西の巨匠を迎えて、
トーク、
エレクトロニクス、室内楽で深掘りするマリンバ・ワールド !
出演

小森邦彦（マリンバ） 橋本岳人（フルート）
ブルックス 信雄 トーン（クラリネット） 岡本麻子（ピアノ）

N Percussion Group 他
一柳慧 : アクアスケープ
アレハンドロ・ヴィニャオ : Final de Frase（世界初演） 他

©Koh Okabe

全席指定（税込）一般 ¥ 3,500 シルバー ¥ 3,000

アレハンドロ・ヴィニャオ

一柳慧

小森邦彦

U24 ¥ 1,750 高校生以下無料 一般発売 4.24（日）

New Perspective

（土）15 : 00

シリーズ
﹁新しい視点﹂

7.2

8.6

（土）

子どもと大人の音楽堂
〈子ども編〉
夏休みに子どもたちが大人と一緒に音楽
とふれあえるスペシャル企画 !
詳細は決まり次第音楽堂ウェブサイトにて！

3.4

2023.

（土）

子どもと大人の音楽堂
〈大人編〉
「音楽堂のピクニック」第2弾！
大人向けのワンデイ・フェス！
詳細は決まり次第音楽堂ウェブサイトにて！

12.11

（日）14 : 30

第55回 クリスマス音楽会

ヘンデル「メサイア」全曲
The 55th Ongakudo Christmas Concert
Haendel Oratorio“Messiah”

11.3

（木・祝）

4

（金）

落合陽一 演出 ヒューマン・コード・アンサンブル

Re-membering the Past, Re-imagining the Future

〜再編成される過去と再投影される未来〜
古楽器×メディアアート×身体パフォーマンスが織り成す 人間性 の 協演 !
人間拡張によって惹起される新たな感覚を体感せよ。
出演

©Satoshi Aoyagi

大塚直哉（指揮）

落合陽一（メディアアーティスト） 小川加恵（チェンバロ／フォルテピアノ）

神奈川フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）

ステラーク（パフォーマンスアーティスト）

藤井冴（ソプラノ） 上杉清仁（カウンターテナー）
櫻田亮（テノール） 加耒徹（バリトン）

ロワイエ、
モーツァルト、ベートーヴェン、
藤倉大（委嘱作品世界初演） 他
全席指定（税込）一般 ¥ 7,000 学生席 ¥ 3,500（24歳以下） 一般発売

9月発売予定

6.10（金）

詳細は決まり次第音楽堂ウェブサイトにて！

主催 = ヒューマン・コード・アンサンブル実行委員会

https://human-code-ensemble.com

©蜷川実花

落合陽一

©Shigeto Imura

小川加恵

©Peter Chen

ステラーク

©Yuko Moriyama otocoto

藤倉大

共催公演
全日程 15 : 00開演

全日程 13 : 30開演

2022 - 2023シーズン

2022前期

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
音楽堂シリーズ「モーツァルト＋（プラス）」

音楽堂アフタヌーンコンサート

第23回｜

5.21（土）

井上道義（指揮） 小林沙羅（ソプラノ）
モーツァルト
（偽作）: 子守歌「眠れよい子よ」

©武藤章

より
「とうとう嬉しい時がきた」
モーツァルト : 歌劇「フィガロの結婚」

上岡敏之

: 交響曲 第36番ハ長調K.425「リンツ」 他

発売中

©高木ゆりこ

井上道義

第24回｜

4.14（木）

7.9（土）

藤原真理 チェロ・リサイタル《チェロ・名曲の調べ》

6.22（水）

グルダ : チェロと管楽オーケストラのための協奏曲
モーツァルト : ディヴェルティメント K.138

: 交響曲第38番ニ長調K.504「プラハ」

1.7（土）

辻彩奈 & 阪田知樹 デュオ・リサイタル《ロマン派の系譜》

全席指定（税込）¥ 5,000
発売中

第25回｜2023.

川口成彦（フォルテピ アノ・弾き振り） 三宮正満（オーボエ）
満江菜穂子（クラリネット） 村上由紀子（ファゴット） 福川伸陽（ホルン）
一般発売 6.21（火）

©Fumitaka Saito

22（日）

第38回 かながわ音楽コンクール ヴァイオリン部門 本選

11（土 ）12（日）
25（土 ）26（日）

第65回 神奈川県合唱祭

19（日）

ダンスカナガワフェスティバル（神奈川県芸術舞踊祭 No.113）

8

20（土 ）21（日）

第65回 神奈川県合唱コンクール

9

25（日）

第31回 神奈川オペラフェスティバル 22《第1夜》オペラ・ガラコンサート

10

4（火）−6（木）

第61回「音楽堂・おかあさんコーラス」

11

12（土）

第31回 神奈川オペラフェスティバル 22《第2夜》
オペラ
『ルサルカ』

13（日）

2022 かながわの太鼓

17（木）−20（日）

第36回 ヨコハマコンペティション（神奈川県芸術舞踊祭No.114）

27（日）

第56回 神奈川県名流三曲祭

1

9（月・祝）

（神奈川フィルハーモニー管弦楽団）
第17回 フレッシュ・コンサート

2

5（日）

第45回 神奈川県合唱フェスティバル

6

S席 ¥ 4,500 A席 ¥ 3,500 ユース（25歳以下）当日 ¥ 1,000 シニア（70歳以上）各席種10％引き
神奈川フィル・チケットサービス 045 - 226 - 5107（平日10:00 -18:00）
主催 = 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

要予約

◎JR桜木町駅から音楽堂まで「かなフィルバス」を運行。神奈川フィル・チケットサービスで要予約。

協力 = bridge

2021年8月に県指定重要文化財となった音楽堂の魅力をお伝え

する「建築見学ツアー」。モノとヒトに橋を架ける をモットーに活

動するボランティアグループ bridge によるガイドで、歴史や建物

参加費

¥ 500

をご案内します。

資料代
保険料含む

日程・申込方法 : 決まり次第ウェブサイトにて発表します

ツ

2023.

チケットのご予約・ご購入について

このマークのある公演は

京急日ノ出駅

無料シャトルバスがあります

JR桜木町駅から神奈川県立音楽堂まで

野毛坂

チケットかながわ

開場開演時間に合わせ無料シャトルバスを運行。

バス停 戸部1丁目

電話

窓口

0570-015-415

無印 = 予約不要／ 要予約 = 各主催者にて要事前申込

紅葉坂

音楽通り

（10 : 00 〜18 : 00）

神奈川県立
音楽堂

音楽堂ウェブサイトより
予約可能です

神奈川県立音楽堂（13 : 00 〜17 : 00／月曜休）
神奈川県民ホール・KAAT神奈川芸術劇場（10 : 00 〜18 : 00）

市営地下鉄桜木町駅

国道16号線

JR桜木町駅

←関内

みなとみらい 横浜→
ランドマーク
プラザ

電車

＊一部の公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください。

●

・市営地下鉄桜木町駅
JR桜木町駅・JR（南改札西口、北改札西口）

（南 1 番出口）から徒歩 10 分

●

京浜急行日ノ出町駅から徒歩 13 分

● みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩

＊チケットご購入後のキャンセル、変更はできません。
●

バス

かながわメンバーズ KAme

スマホ・パソコンで24時間チケット予約が可能な無料の
会員制度「かながわメンバーズ」通称KAme
（カメ）

会員特典 = チケットの先行予約 メルマガ配信等

託児サービスがあります
（土日祝日をのぞく10:00〜12:00／13:00〜17:00）

バス停 紅葉坂
紅葉坂

＊一部取扱いのない公演があります。
また、各プレイガイドで取扱いがある場合もあります。
各種割引があります（要事前予約・枚数限定）該当公演・詳細はウェブサイト等でご確認ください。

このマークのある公演には
イベント託児マザーズ Tel.0120-788-222

＊お引取り方法は、
セブンイレブン、郵送、窓口をお選びいただけます。
＊音楽堂主催公演では、車椅子席の付添の方は、お一人様まで無料、U24（24歳以下）、
シルバー（65歳以上）、高校生以下等

要予約

第38回 かながわ音楽コンクール ユースピアノ部門 本選

川口成彦

全席指定（税込）

主催 = 神奈川芸術協会 045 - 453 - 5080
（平日10 : 00 - 18 : 00 土曜10 : 00 - 15 : 00 日曜・祝日休）

1（日）

5

（カデンツァ作F.X.モーツァルト）: ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.427 他
モーツァルト

前川建築見学ツアー in 音楽堂

ウェールズ弦楽四重奏団《実力派カルテットへの誘い》

7.15（金）

上村文乃

©Ayustet

辻彩奈 & 阪田知樹

上岡敏之 ピアノ・リサイタル《上岡敏之 plays Piano》

5.12（木）
沼尻竜典

©Satoshi Oono

ウェールズ弦楽四重奏団

©NIPPON COLUMBIA

小林沙羅

沼尻竜典（音楽監督・指揮） 上村文乃（チェロ）

発売中

©Atsuya Iwashita

藤原真理

公演1週間前までに要事前予約

お子さま１人あたり ¥ 2,000

＊掲載の内容は2022年3月現在の予定です。感染症

拡大の影響や、やむを得ぬ事情により内容を変更・
中止する可能性があります。
ご来場前に必ず最新情
報をご確認ください。

神奈川県立音楽堂

20分

横浜駅東口バスターミナルから横浜市営バス乗車・市営8、26、

＠Kana_Ongakudo

58、89、105、京急バス110、神奈中バス横43系統 紅葉坂下車

徒歩7分

●

横浜市営バス103系統

戸部1丁目下車徒歩5分

〒220 - 0044 横浜市西区紅葉ケ丘9 - 2
Tel.045 - 263 - 2567／Fax.045 - 243 - 6216

デザイン : 秋澤一彰 イラスト : 木原未沙紀

