
第4代音楽監督 沼尻竜典と共に始まる”2022-2023シーズン”の定期会員制度は以下のとおりでござ
います。工事中の横浜みなとみらいホールのリニューアル予定は2022年11月のため、引き続き代替会
場での公演となります。

◆セレクト／セレクトユース （25歳以下）  【3公演以上】
聴きたい公演を3公演以上同時にお申込みいただくことでチケットを定価よりもお得な特別料金で
購入できる会員制度です。公演ごとに席種・購入枚数を自由に選択し組み合わせることができます。
お選びいただいた公演数により割引が変動します。
対象： 定期演奏会9公演／県⺠名曲シリーズ3公演／⾳楽堂シリーズ3公演  の15公演

◆音楽堂シリーズ「モーツァルト＋」  【3公演】
シリーズ全公演を同じ座席で聴くことができます。
チケットを定価よりもお得な特別料⾦で購⼊できる会員制度です。

【会員特典】
◎主催演奏会チケットの割引購⼊ ※⼀部対象外公演あり
◎定期会員証の発⾏
◎オリジナルグッズ進呈
◎公演プログラム 「そのりて」 ご芳名掲載

1970年に発足。地域に密着した音楽文化の創造をミッションとして、神
奈川県全域をはじめ、全国各地で幅広い活動を続けている。1978年
に一般財団法人、2014年には公益財団法人として認定されている。
横浜を中心とする定期演奏会などの主催公演に加えて、県内各地で
地域との協力による特別演奏会を開催。音楽教育にも積極的で、小中
学校での音楽鑑賞教室を全国各地で開催し、0歳からのコンサートな

ど広い世代に音楽の魅力を伝え、神奈川フィルの支援者を増やす取り
組みを行い、2020年には創団50周年を迎えた。現在、指揮者陣には、
名誉指揮者に現田茂夫、特別客演指揮者に小泉和裕、常任指揮者に
川瀬賢太郎（～2022年3月）を擁し、2022年4月からは沼尻竜典が第
4代音楽監督として就任する。
実力、人気ともに、益々注目されているオーケストラである。

神奈川フィルハーモニー管弦楽団  2022 – 2023 シーズン　定期会員のご案内

詳細は下記宛まで資料をご請求いただくか、楽団ホームページをご覧ください。
2021年9⽉1⽇より公益財団法⼈神奈川フィルハーモニー管弦楽団は、株式会社ヴォートルとチケット販売の
業務提携契約を締結いたしました。資料の発送、定期会員の受付などは株式会社ヴォートルが⾏います。

お問合せ・資料請求先

神奈川フィル·チケットサービス
Tel. 045-226-5107  ［平⽇ 10：00～18：00］   mail. ticket@kanaphil .or.jp

株式会社ヴォートル 神奈川フィルハーモニー管弦楽団係
〒156-0043 東京都世⽥⾕区松原3-40-7 Pine Field Bldg.4F　Tel. 03-6379-3475［発信専⽤］
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神奈川フィルハーモニー管弦楽団
K a n a g a w a  Ph i l h a r m on i c  O r c h e s t r a



第380回
   2022   2022 /  /  1010/1515 （土） 

     一般発売日   2022.4//12（火）

   先行発売日   2022.4//5（火）

 ■ スラヴ、濃密なロマンティシズム
神奈川県民ホール 大ホール 

指揮：
ダニエル・ライスキン

©
M

arco Borggreve

スメタナ／
連作交響詩「わが祖国」より第2曲“モルダウ”

チャイコフスキー／幻想序曲「ロメオとジュリエット」
ドヴォルザーク／交響曲第8番 ト長調Op.88

第381回
   2022   2022 /  /  1111/1919 (土)   

     一般発売日   2022.5//17（火）

   先行発売日   2022.5//10（火）

 ■ 名匠に訊く、待ちわびた響き
横浜みなとみらいホール 大ホール 

指揮：
小泉和裕 [特別客演指揮者］

©
 Ivan M

alý

オネゲル／交響曲第3番「典礼風」
ベートーヴェン／交響曲第3番変ホ長調Op.55「英雄」

第382回
   2023   2023 /   /   11/2121 (土)    

     一般発売日   2022.6//21（火）

   先行発売日   2022.6//14（火）

 ■ 名手の躍動。パイプ４６２３本の管の鳴動
横浜みなとみらいホール 大ホール 

指揮：
沼尻竜典 
[音楽監督]

ヴァイオリン：
神尾真由子♭♭

パイプオルガン：
近藤岳♯♯

©
 青

柳
聡

©
 M

akoto Kam
iya

ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調Op.61♭♭
サン＝サーンス／

交響曲第3番 ハ短調Op.78「オルガン付き」♯♯

第383回
   2023   2023 /   /   22/1111 (土)    

     一般発売日   2022.6//21（火）

   先行発売日   2022.6//14（火）

 ■ 様式美の極み、邦人作品の格
横浜みなとみらいホール 大ホール 

ピアノ：
野田清隆

指揮：
下野竜也

©
 Leonardo Bravo

©
 N

aoya Yam
aguchi

尾高惇忠／ピアノ協奏曲
ブルックナー／交響曲第6番イ長調WAB.106（原典版）

第384回
   2023   2023 /   /   33/44 (土)     

     一般発売日   2022.9//13（火）

   先行発売日   2022.9//6（火）

 ■ 待ちわびる春、空に舞う管楽の聲
横浜みなとみらいホール 大ホール 

指揮：
小泉和裕 [特別客演指揮者］

©
 Ivan M

alý

シューマン／交響曲第1番 変ロ長調Op.38「春」
レスピーギ／交響詩「ローマの噴水」
レスピーギ／交響詩「ローマの松」

第24回
 2022 2022/   /   77/99 （土）  

     一般発売日   2022.2//15（火）

   先行発売日   2022.2//8（火）  

 ■ 鬼才グルダ × モーツァルト！
神奈川県立音楽堂 

チェロ：
上村文乃

指揮：
沼尻竜典
 [音楽監督]

グルダ／チェロと管楽オーケストラのための協奏曲
W.A.モーツァルト／ディヴェルティメント K.138
W.A.モーツァルト／
交響曲第38番 ニ長調K.504「プラハ」

第25回
 2023 2023/   /   11/77 （土）  

     一般発売日   2022.6//21（火）

   先行発売日   2022.6//14（火） 

 ■ 親子３代！ 究極のモーツァルト＋
神奈川県立音楽堂 

オーボエ：三宮正満♯♯
クラリネット：満江菜穂子♯♯
ファゴット：村上由紀子♯♯
ホルン：福川伸陽♯♯

フォルテピアノ・弾き振り：川口成彦♭♭

©
 Fum

itaka Saito
F.X.モーツァルト／
ドン·ジョヴァンニのメヌエットの主題による
変奏曲（フォルテピアノ独奏）♭♭ 
【使用楽器】1814年製のJ.ブロードウッド＆サンズのスクエア
ピアノ（オリジナル楽器）。ピッチ415Hz

W.A.モーツァルト／
ピアノと管楽のための五重奏曲変ホ長調 K.452♭♯♭♯
【使用楽器】1795年（頃）製のA.ヴァルター（復元楽器）。
管楽器はピリオド楽器を使用。ピッチ432Hz

L.モーツァルト／
ディヴェルティメント第3番 ニ長調（弦楽合奏）
ピッチ440Hz

W.A.モーツァルト（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.467♭♭
【使用楽器】スタインウェイ製のモダンピアノ。ピッチ440Hz

第376回
   2022   2022 /   /   44/2323 （土） 

     一般発売日   2021.12//14（火）

   先行発売日   2021.12//7（火）

 ■ 第４代音楽監督就任披露公演
神奈川県民ホール 大ホール

ピアノ：
児玉麻里

指揮：
沼尻竜典
 [音楽監督]

©
 Sergio Veranes

ヘンツェ／ピアノ協奏曲第１番
ブラームス／交響曲第1番 ハ短調Op.68

第377回
   2022   2022 /   /   55/1414 （土） 

     一般発売日   2021.12//14（火）

   先行発売日   2021.12//7（火）

 ■ 純真無垢、ハ調の誘い
神奈川県民ホール 大ホール 

ピアノ：
クレア・
フアンチ

指揮：
阪哲朗

©
H

itom
i Im

age

©
Florian H

am
m

erich

酒井健治／Jupiter Hallucination「ジュピターの幻影」
モーツァルト／ピアノ協奏曲第25番 ハ長調K.503
シューベルト／交響曲第8番ハ長調D 944「グレイト」

第378回
   2022   2022 /   /   66/2626 （日）  

     一般発売日   2022.2//15（火）

   先行発売日   2022.2//8（火）

 ■ 美しく、荒々しいロシアの響き
神奈川県民ホール 大ホール 

ヴァイオリン：
マルク・
ブシュコフ

指揮：
三ツ橋敬子

©
 N

ikolaj Lund

©
 Earl Ross

ムソルグスキー／交響詩「はげ山の一夜」（原典版）
チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調Op.35
ボロディン／交響曲第2番 ロ短調

第379回
   2022   2022 /   /   77/1616 （土）    

     一般発売日   2022.2//15（火）

   先行発売日   2022.2//8（火）

 ■ 新音楽監督、十八番のショスタコーヴィチ
神奈川県民ホール 大ホール 

指揮：
沼尻竜典 [音楽監督]

©
 RYO

ICH
I A

RATA
N

I

ショスタコーヴィチ／交響曲8番 ハ短調Op.65

定期演奏会  9公演

神奈川県を拠点にするプロのオーケストラ
として、神奈川からクラシック音楽の最前線
の姿と音楽芸術の真髄を伝えるシリーズ。
“音楽監督：沼尻竜典”“特別客演指揮者：
小泉和裕”との演奏会を中心に、ゲスト指揮
者・ソリストとともに、アジアから世界へとクラ
シック音楽の潮流を発信する神奈川フィル
の“いまを聴く”コンサートシリーズです。

音楽堂シリーズ 3公演 

モーツァルト ＋ （プラス）

「オーケストラ・超名曲集！」と題して、公演ご
とに設けたテーマに沿った曲目を楽しむコン
サートシリーズ。名前を見ればメロディーが
浮かぶ曲、あの日どこかで聴いたことのある
曲を選曲し、皆様の耳を楽しませます。オー
ケストラの生演奏に初めて触れる方、一度は
生で聴きたい定番の名曲を求める方にお勧
めのコンサートシリーズです。

シリーズのテーマを基に、マエストロが考え
た音楽のフルコースを味わっていただくシ
リーズ。開演前には舞台上で指揮者が、企
画の狙いと聴きどころをお伝えします。他の
シリーズでは出会うことのできない斬新な
企画が魅力で、あえて指揮者を置かないア
ンサンブルや、古典から近現代の曲が１回
のコンサートで楽しめるなど、芸術が持つ多
様性に触れたい方、オーケストラ音楽の可
能性を感じたい方にお勧めのコンサートシ
リーズです。

県民名曲シリーズ  3公演 

オーケストラ・超名曲集

神奈川フィルハーモニー管弦楽団  2022 – 2023 コンサートスケジュール 神奈川フィルハーモニー管弦楽団  2022 – 2023 コンサートスケジュール

第14回
 2022 2022/   /   99/1717 （土）  

     一般発売日   2022.4//12（火）

   先行発売日   2022.4//5（火）

 ■ オペラ解体新書 カルッツかわさき ホール 

 

指揮：
現田茂夫 [名誉指揮者]

©
 三

浦
興

一

ソプラノ：
鈴木玲奈

ソプラノ：
柳澤涼子

一口に「ソプラノ」と言っても、オペラでは役柄によって“ドラマ
ティック·ソプラノ”“コロラトゥーラ”など、求められる声の種類
が変わってきます。この公演ではオペラ指揮者、現田茂夫が
声質を解説し、実演でその違いを楽しんでいただけます！

第15回
 2022 2022/   /   1111/2323 （水・祝） 

     一般発売日   2022.5//17（火）

   先行発売日   2022.5//10（火） 

 ■ 音楽劇  「ノートルダム・ド・パリ」
　～叶わぬ運命（さだめ）の愛の物語～　

神奈川県民ホール 大ホール 

指揮：
川瀬賢太郎

カジモド：
宮本益光

エスメラルダ：
青木エマ

©
Yoshinori Kurosaw

a

フィーバス：
村上公太

フロロー：
三戸大久

構成・演出：
田尾下哲

ほか

フランスの作家“ヴィクトル・ユゴー”の書いた「ノートルダム・
ド・パリ」の物語を、歌手達の語り、歌唱による音楽劇で上演
します。音楽は登場人物の心象を表す楽曲を様 な々オペラや
ミュージカルより抜粋し構成をします。４人の登場人物が織り
なす“叶わぬ運命(さだめ)”はどのような結末を迎えるのか…

第16回
 2023 2023/   /   33/1111 （土）    

     一般発売日   調整中

   先行発売日   調整中

神奈川県民ホール 大ホール 

シークレットゲスト

内容調整中のため後日詳細を発表いたします。

指揮：
和田一樹

©
 RIN

ZO

第23回
 2022 2022/   /   55/2121 （土）  

     一般発売日   2021.12//14（火）

   先行発売日   2021.12//7（火）

 ■ ミチヨシと出会う、友情の「偽作」
神奈川県立音楽堂 

ソプラノ：
小林沙羅♭♭

指揮：
井上道義

©
N

IPPO
N

 CO
LU

M
BIA

©
 高

木
ゆ

り
こ

W.A.モーツァルト（偽作）／
交響曲第37番 ト長調K.Anh.A53(K.444)
＊ミヒャエル・ハイドンが作曲した「交響曲第25番」に
W.A.モーツァルトが序奏のみ書き加えた

W.A.モーツァルト（偽作）／
子守歌「眠れ良い子よ」K.Anh.C8.48(K.350)♭♭
＊ベルンハルト・フリースの作

W.A.モーツァルト／コンサート·アリア K.582
「誰が知るでしょう、いとしい人の苦しみを」♭♭

W.A.モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」より
“とうとう嬉しい時が来た”♭♭

W.A.モーツァルト／
交響曲第36番 ハ長調K.425「リンツ」

※ 出演者・内容は都合により変更する場合があります。
※ 未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※ 先行発売は神奈川フィル定期会員、ブルーダル・フューチャー 
 寄付者が対象

 〈9公演共通〉   14:00 開演  13:15 開場
S席 6,000円　A席 4,500円　B席 3,000円

 〈3公演共通〉   14:00 開演  13:15 開場
S席 6,000円　A席 4,500円　B席 3,000円

 〈 3公演共通〉   15:00 開演  14:15 開場
S席 4,500円　A席 3,500円

※横浜みなとみらいホールは2022年10月まで休館中

神奈川県民ホール
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町３-１
みなとみらい線「日本大通り」駅3番出口より徒歩約8分
JR根岸線・市営地下鉄「関内」駅より徒歩約15分

会場

カルッツかわさき
〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-4
京浜急行本線「京急川崎」駅より徒歩15分、またはバスで
「教育文化会館前」下車／JR京浜東北線「川崎」駅より
徒歩15分、またはバスで「教育文化会館前」下車

横浜みなとみらいホール
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-6
みなとみらい線「みなとみらい」駅下車
クイーンズスクエア横浜連絡口より徒歩約3分
JR根岸線・市営地下鉄「桜木町」駅より徒歩約12分

神奈川県立音楽堂
〒220-0044 神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘9-2
JR根岸線、市営地下鉄「桜木町」駅より徒歩10分
京浜急行「日ノ出町」駅より徒歩13分
みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩20分

チケット予約 ：神奈川フィル・チケットサービス
（平日 10:00～18:00）  045-226-5107

お問合せ ： 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
（平日 11：00～16：00） 045-226-5045

神奈川フィル        検索

ほか


