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＜みなとみらいシリーズ<全９回> 開演１４：００＞ 
会場 ： 横浜みなとみらいホール大ホール（第 364 回まで） 

     相模女子大学グリーンホール（第 365 回） 

 鎌倉芸術館 大ホール（第 366 回） 
 

 

 

 

■第３５８回 ２０２０年４月１１日（土） 
指揮： 川瀬賢太郎 （神奈川フィル常任指揮者） 

別宮貞雄／管弦楽のための２つの祈り 

伊藤康英／管弦楽のための交響詩「ぐるりよざ」(管弦楽版) 

ストラヴィンスキー／バレエ音楽「春の祭典」 
 

■第３５９回 ２０２０年５月１６日（土）   

指揮： シーヨン・ソン （定期演奏会初登場） 

ヴァイオリン： 木嶋真優 

H.キム／NAMOK （2011 年度武満徹作曲賞ファイナル参加作品) 

ブルッフ／スコットランド幻想曲 Op.46 

ドヴォルザーク／交響曲第８番ト長調 Op.88 
 

■第３６０回 ２０２０年６月２７日（土） 

指揮：小泉和裕 （神奈川フィル特別客演指揮者） 

ベートーヴェン／交響曲第２番ニ長調 Op.36 

フランク／交響曲ニ短調 FWV48 
 

■第３６１回 ２０２０年７月１１日（土） 

指揮： 大植英次 （定期演奏会初登場） 

ベートーヴェン／交響曲第５番ハ短調 Op.67「運命」 

チャイコフスキー／交響曲第５番ホ短調 Op.64 
 

■第３６２回 ２０２０年８月２２日（土） 

指揮： ガブリエル・フェルツ（定期演奏会初登場） 

ピアノ： クレア・フアンチ（定期演奏会初登場） 

ベートーヴェン／「献堂式」序曲 Op.125 

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲ニ長調 Op.61a 
～作曲者本人によるヴァイオリン協奏曲からの編曲版～ 

ラフマニノフ／交響的舞曲 Op.45 
 

■第３６３回 ２０２０年９月５日（土） 

指揮： 沼尻竜典 

アルト・サクソフォーン： 上野耕平 （定期演奏会初登場） 

グラズノフ／アルト・サクソフォーンと弦楽のための協奏曲 

ショスタコーヴィチ／交響曲第８番ハ短調 Op.65 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

■第３６４回 ２０２０年１０月３１日（土） 

指揮： 小泉和裕 （神奈川フィル特別客演指揮者） 

ヴァイオリン： 三浦文彰 

ワーグナー／歌劇「リエンツィ」序曲 

ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲第１番ト短調 Op.26 

ブラームス／交響曲第２番ニ長調 Op.73 
 

■第３６５回 ２０２１年２月６日（土）＠相模原 

指揮： 川瀬賢太郎 （神奈川フィル常任指揮者） 

ヴァイオリン： 石田泰尚 （神奈川フィル首席ソロ・コンサートマスター） 

フルート： 上野星矢 

ウィントン.マルサリス／ヴァイオリン協奏曲  ★日本初演 

コリリアーノ／「ハーメルンの笛吹き」幻想曲 
 

■第３６６回 ２０２１年３月６日（土）＠鎌倉 

指揮： 飯森範親 

オーボエ： 吉井瑞穂 （定期演奏会初登場） 

 モーツァルト／歌劇「魔笛」K.620 より序曲 

 モーツァルト／交響曲第 1 番変ホ長調 K.16 

 R.シュトラウス／オーボエ協奏曲ニ長調 AV.144 

 モーツァルト／交響曲第４１番ハ長調 K.551 
                                                                   

 

＜県民ホール名曲シリーズ<全３回>＞開演１５：００ 

「オーケストラ・超名曲集」 
会場 ： 神奈川県民ホール 大ホール 

 

 

 

■第８回 ２０２０年４月２５日（土） 

指揮： 現田茂夫 （神奈川フィル名誉指揮者） 

ピアノ： 實川風#  ヴァイオリン：髙木凜々子♭ 

ラヴェル／左手のためのピアノ協奏曲 # 

サラサーテ／カルメン幻想曲 ♭ 

ラヴェル／ボレロ              ほか 
 

■第９回 ２０２０年１２月２０日（日） 

指揮： 原田慶太楼  

共演： OBSESSION （ピアノ：三舩優子×ドラム：堀越彰） # 

ガーシュウィン／ラプソディー・イン・ブルー # 

チャイコフスキー／バレエ組曲「くるみ割り人形」Op.71a より 

デューク・エリントン＆ストレイホーン編曲／「くるみ割り人形」より 

デューク・エリントン（大橋晃一編）／A 列車で行こう  ほか 
 

■第１０回 ２０２１年３月２０日（土） 

指揮： 川瀬賢太郎 （神奈川フィル常任指揮者） 

ソリスト：調整中 # 

ヴェルディ／歌劇 「運命の力」序曲 

音楽劇による「レ・ミゼラブル(ヴィクトル・ユゴー原作)」 

～若者たちの６０分のレ・ミゼ～ #   ほか 
 

神神奈奈川川フフィィルルハハーーモモニニーー管管弦弦楽楽団団  

22002200--22002211 シシーーズズンン定定期期演演奏奏会会  

KKaannaaggaawwaa  PPhhiillhhaarrmmoonniicc  OOrrcchheessttrraa  
22002200--22002211  SSuubbssccrriippttiioonn  CCoonncceerrttss  

神奈川フィルの “いまを聴く” コンサートシリーズ。 

指揮者川瀬賢太郎、小泉和裕を中心に、クラシック 

音楽の真髄を伝える感動の演奏をお約束します。 

テーマに沿った企画で名曲を楽しむコンサ―トシリー

ズ。開演前にはプレコンサートを行います。 
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特別客演指揮者：小泉和裕 
 

＜音楽堂シリーズ <全３回>＞ 開演１５：００ 

「モーツァルト＋（プラス）」 
会場 ： 神奈川県立音楽堂 

 

 

 

 
 

■第１７回 ２０２０年７月４日（土） 

指揮：田中祐子 （定期演奏会初登場） 

ピアノ：小林愛実 

モーツァルト／交響曲第３１番ニ長調 K.297「パリ」 

モーツァルト／ピアノ協奏曲第１５番変ロ長調 K.450 

サン＝サーンス／交響曲第２番イ短調 Op.55 
  

■第１８回 ２０２１年１月２３日（土） 
指揮： 川瀬賢太郎 （神奈川フィル常任指揮者） 

モーツァルト・シンガーズ・ジャパン （MSJ） 

タミーノ：望月哲也 パミーナ：文屋小百合 

夜の女王：針生美智子 パパゲーナ：鵜木絵里  

パパゲーノ・構成：宮本益光 

イベール／モーツァルトへのオマージュ 

チャイコフスキー／組曲第４番ト長調 Op.61 

               「モーツァルティアーナ」 

モーツァルト／歌劇「魔笛」K.620 （MSJ 特別版） 
 

■第１９回 ２０２１年２月２０日（土） 

指揮：阪哲朗（定期演奏会初登場） 

ベリオ／Divertimento per Mozart 

モーツァルト／ディヴェルティメント ニ長調 K.136 

シュニトケ／Moz Art a la Haydn 

モーツァルト／交響曲第３６番ハ長調 K.425「リンツ」 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

名誉指揮者：現田茂夫   
 

＜特別演奏会＞ 

■楽団創立 50 周年記念公演 「千人の交響曲」 

２０２０年１１月２１日（土）  

会場：横浜みなとみらいホール 大ホール 
 

 

 

 

 

 
 

指揮： 川瀬賢太郎 （神奈川フィル常任指揮者） 

ソリスト： 調整中 

合唱：神奈川ﾌｨﾙ合唱団、慶應義塾ﾜｸﾞﾈﾙ･ｿｻｴﾃｨ男声合唱団ほか 

マーラー／交響曲第８番変ホ長調 「千人の交響曲」 
 

■「ベートーヴェン／第９交響曲」 <全３回> 

２０２０年１２月２４日（木） 開演１９：００ 
会場：横浜みなとみらいホール 大ホ―ル 

２０２０年１２月２６日（土） 開演１４：００ 
会場：ミューザ川崎シンフォニーホール 

２０２０年１２月２７日（日） 開演１４：００ 

会場：藤沢市民会館 大ホール 
 

 

 
 

指揮： 鈴木秀美 

ソプラノ： 中江早希  アルト： 布施奈緒子 

テノール： 中嶋克彦  バリトン： 氷見健一郎 

合唱：神奈川フィル合唱団 （音楽監督：大久保光哉） 

ベートーヴェン／交響曲第９番ニ短調 Op.124「合唱付」 

 

 

 

 

 

 

 

 みなとみらいシリーズ、県民ホール名曲シリーズ、音楽堂シリーズの 

新規定期会員は２０１９年１１月２６日（火）より受付開始となります 

 

各シリーズの定期会員制度について、各公演チケット発売日等については 

神奈川フィル・チケットサービスまでお問い合わせください 
 

☎045-226-5107 （平日 10:00～18:00） 
 

― ホームページでも随時最新情報を発信しています ― 
 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団ホームページ  https://www.kanaphil.or.jp 

神神奈奈川川フフィィルルハハーーモモニニーー管管弦弦楽楽団団  

22002200--22002211 シシーーズズンン定定期期演演奏奏会会  

KKaannaaggaawwaa  PPhhiillhhaarrmmoonniicc  
OOrrcchheessttrraaaa   

22002200--22002211  SSuubbssccrriippttiioonn  CCoonncceerrttss  

※やむを得ない事情により、内容が変更となる場合があります。予めご了承願います 

「天才モーツァルトの楽曲を中心にした音楽のフルコ

ース」を味わっていただくコンサートシリーズ。開演前

には、舞台上でシェフ（指揮者）みずからが聴きどこ

ろを語る、プレトークをお楽しみください。 

あの時果たせなかった「歓喜」を、もう一度。 

鈴木秀美氏が、第九公演に再び登場します！ 

創立５０周年の節目の年に、主催公演として初めて

「千人の交響曲」を演奏します。合唱団の中核には、

神奈川県内で活動をする合唱団を迎え、加えて、合

唱メンバーの一般公募を行います（詳細後日発表）。

感謝を込めた祝祭の場を共に分かち合いましょう。 


