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イベント情報ガイドイベント情報ガイド
イベントカレンダー

ピアノ合同発表会
第2回大人の音楽発表会
2月9日（日）　15：00開場　15：15開演 
会場／高津市民館 （ノクティホール）
問合せ／コンパル・ミュージック　☎044-755-6691

しんゆりジャズスクエアvol.42
1月24日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター
曲目／ルート66、素敵なあなた、ベサメムーチョ、ベイ
ジン・ストリートブルース、マシュケナダ、グレンミラー
メドレー
出演／ジャズコーラス：BREEZE、ピアノ：野口久和、
ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正、ドラム：吉岡大輔
料金／全席自由 2,500円、2枚セット券4,500円、
4枚セット券8,500円 
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

第140回あさお芸術のまちコンサート
ユリホールコンサート
2月16日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール

2020若きアーティストたちの響演
ジャズ・ポピュラーライブ
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月12日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席自由 1,500円、学生1,000円

＜オープニング公演＞
藤原歌劇団公演「カルメン」
G.ビゼー作曲　オペラ全4幕
＜字幕付き原語(フランス語)上演＞
4月25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）
13：00開場　14：00開演
※各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席12,800円～C席3,000円

Music Bar 本田バンド
4月26日（日）　17：00開場　18：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 テーブル席（1ドリンク付き）5,000 円 、
階段席（飲食不可）4,000 円

和太鼓 梵天コンサート2020
4月29日（水・祝）　15：00開場　15：30開演

フルートライヴ in ユリホール2020
工藤重典と仲間たち
4月29日（水・祝）　15：30開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール 
料金／全席指定 3,800円、学生2,000円

Music Bar
The Coconut Cups Live 2020
4月29日（水・祝）　17：00開場　18：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 テーブル席（1ドリンク付き）
4,000 円、階段席（飲食不可）3,000 円

トリオ・リベルタ　コンサート
5月2日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席5,000円～B席3,000円

藤原歌劇団 Quattro Aria
スプリングコンサート2020
5月2日（土）　16：30開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学　ユリホール
料金／全席指定　前売3,000円、当日3,500円

0歳からのコンサート
5月3日（日・祝）　①9：15開場　 10：00開演　
　　　　　　　　②11：25開場　12：10開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 大人1,500円、子ども500円
＊3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

「ゴジラ」シネマコンサート
5月4日（月・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：和田薫、演奏：テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席7,000円～学生3,000円

昭和音楽大学アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Ｖol.1
かのんぷ♪と歌おう!＠しんゆり
5月4日（月・祝）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール 
料金／全席自由 2,000円、学生1,000円、子ども
500円（小学生まで）
＊2歳以下ひざ上無料

小林朋子 ヴァイオリン リサイタル
2月8日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ファリャ：スペイン民謡組曲、ドビュッシー：ヴァイ
オリンソナタ、J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンパル
ティータ第2番 シャコンヌ、メシアン：主題と変奏 他
出演／ヴァイオリン：小林朋子、ピアノ：今井彩子
料金／全席自由 2,500円、学生（高校生以下）1,000円
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

新春うたごえカフェ in ポトス
1月19日（日）　15：00開場　15：30開演
会場／宿河原 diningポトス
出演／歌唱指導：ささいはるみ、ピアノ：田中慶、ギター：
増田義昭
料金／全席自由 2,000円（飲食一品付）
問合せ／健やかフィールドまきば会
☎080-3123-1979

川崎混声合唱団第54回定期演奏会
1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／世界のうた（夢路より、遠き山に日は落ちて、トロ
イカ、サンタルチア、ローレライ）、混声合唱のためのカン
タータ『土の歌』 他
出演／指揮：小笠原吉秀、ピアノ：遠藤有子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／事務局（粟飯原）　☎044-900-3211

うたごえサロン
1月17日（金）、2月28日（金）
13：30開場　14：00開演 
会場／多摩市民館 3階視聴覚室
出演／うたごえリーダー：くりたはる、ピアノ：水岡の
ぶゆき、音響・映像:小田克彦
料金／全席自由 1,000円＊参加費は当日受付にて
問合せ／森　☎090-1665-2790

多 摩 区

ソレイユほっとコンサート2020
1月26日（日）　12：50開場　13：30開演
曲目／「世界遺産とシネマ音楽」空中都市「マチュピチュ」
～隠された太陽神殿の謎、 富士山(Mont fuji）～北斎
の版画に触発されて～、「スター・ウォーズ」メインテー
マ、交響組曲「シネマ・トリロジー」、～スタジオジブリ・
コレクション～ 他
出演／指揮：竹内俊明
問合せ／事務局　☎080-7048-1015

第30回コーラルフェストかわさき
2月1日（土）　13：00開場　13：30開演
出演／市内で活動する合唱団：22団体、第30回コーラル
フェストかわさき特設合唱団、特別出演：川崎市立南生田
小学校合唱団
2月2日（日）　10：00開場　10：30開演 
出演／市内で活動する合唱団:39団体、ゲスト:Combinir 
di Corista
問合せ／川崎市合唱連盟事務局（中山）
☎070-4211-6457

川崎市消防音楽隊定期演奏会
2月22日（土）　13：00開場　14：00開演
申込／1月17日（消印有効）までに、往復はがきに住所、
氏名、電話番号、希望人数（2人まで）を記入し、
〒216-0011 川崎市消防音楽隊まで。
＊応募者多数の場合は抽選
問合せ／川崎市消防局総務部人事課音楽隊
☎044-975-0119

日中友好記念作品　舞劇Dance Drama「朱鷺」
3月3日（火）　18：00開場　18：30開演
料金／全席指定 S席7,600円、A席7,100円（税込）
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999

SHISHAMO ワンマンツアー2020 春
3月6日（金）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 5,500円（税込）
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888（平日12時～19時）

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

▲は：問合せ／カルッツかわさき
（川崎市スポーツ・文化総合センター）☎044-222-5223

吉田兄弟 20周年記念コンサート
- The Yoshida Brothers ‒
1月11日（土）　14：30開場　15：30開演
　　12日（日） 　13：30開場　14：30開演
料金／全席指定 7,000円（税込）
問合せ／キョードー東京　☎0570-550-799
（平日11：00～18：00／土日祝10：00～18：00）

東京アマデウス管弦楽団第91回演奏会
3月1日（日）　13：30開場　14：00開演 
曲目／プログラムブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 、
ブルックナー：交響曲第6番
出演／指揮：石川星太郎、ヴァイオリン：金川真弓
料金／全席自由 2,000円
問合せ／事務局　☎090-4226-8012

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア 第78回
3月2日（月）　12：15開演
会場／ミューザ川崎 １階ガレリア広場
出演／東京交響楽団メンバー

第13回幸区民音楽祭
「さいわいハナミズキコンサート」
2月29日（土）　12：45開場　13：15開演
出演／揚琴：張林、マリンバ：廣田裕佳、冨貴塚理恵、
吹奏楽：川崎市立御幸中学校吹奏楽部、フルート・ハープ：
StressFree、ソプラノ・ピアノ：三部恵梨・栗原里美、
ヴァイオリン・ピアノ：伊藤万桜・赤松美紀
申込方法／往復はがきに申込人数（2名まで）と代表者
の氏名・住所・電話番号、同伴者名、車いす利用の場合は
要記入。1月17日（消印有効）
〒212-8570 幸区役所地域振興課「ハナミズキコン
サート担当」まで。
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

2019-2020Winer 東京室内管弦楽団　
Luxury Classics マエストロセレクトVol.2
2月15日（土）　13：30開場  14：00開演
曲目／アルチュニアン：トランペット協奏曲 変イ長調、
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲
第5番 
出演／指揮：志村健一、ヴァイオリン：物集女純子、トラン
ペット：津守祥三、管弦楽：東京室内管弦楽団
料金／全席指定 S席4,800円、A席3,800円、B席：
2,800円
問合せ／東京室内管弦楽団　☎03-6459-0512

フィエスタ・デル・ニーニョ合奏団第8回定期公演
1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／アンゲラー：おもちゃの交響曲、オードウェイ：旅愁
（弦楽合奏版）、ショパン：ピアノ協奏曲第1番（弦楽合奏版）、
レスピーギ：「リュートのための古風な舞曲とアリア」
第3組曲 他
出演／指揮：山本雄、ピアノ：堀谷桜介
料金／全席自由
問合せ／芸術村あすなろ事務局　☎044-853-1649

★MUZA音楽サロン　アーティストを知る !
第2回「コラボレーションの妙味をあじわう」
2月19日（水）　13：30開場　14：00開演
曲目／バルトーク/イゾワール：ルーマニア民俗舞曲より、
ケルル：かっこうによるカプリッチョ 他
出演／プレゼンター：松居直美（ミューザ川崎シンフォニー
ホール・アドバイザー）、オルガン：青木早希、トークゲスト：
マンガノマシップ（マイムユニット）
第3回「“装い”で楽しむコンサート」
3月2日（月）　13：30開場　14：00開演 
出演／ヴァイオリン：福留史紘（東京交響楽団第2ヴァイ
オリン奏者・フォアシュピーラー）、トークゲスト：有田
一成（TAILOR&CUTTERデザイナー） 他
料金／各回全席自由 3,000円（お茶とお菓子付／
100席のみ）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室

ミューザ川崎シンフォニーホール
★は:問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200  ※未就学児入場不可

ブルーメン・フィルハーモニー
第50回記念定期演奏会
1月11日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ブリテン：シンプルシンフォニー、マーラー：交響曲
第9番
出演／指揮：寺岡清高
料金／全席自由 2,000円
問合せ／事務局　☎080-3666-8908

横浜シンフォニックアンサンブル
第27回定期演奏会
1月13日（月･祝）　13：20開場　14：00開演
曲目／ドビュッシー；牧神の午後への前奏曲、交響詩
「海」～管弦楽のための3つの交響的素描、バルトーク：
管弦楽のための協奏曲
出演／指揮：野村英利
料金／全席指定 1,500円
問合せ／事務局　☎080-4064-1200

オーケストラ・ゾルキー 2020年演奏会
1月19日（日）　18：30開場　19：00開演
曲目／チャイコフスキー：幻想曲「フランチェスカ・ダ・
リミニ」、マンフレッド交響曲
出演／指揮：長田雅人、オルガン：野田美香
料金／全席自由 1,000円
＊川崎市民または60歳以上の方は無料ご招待あり
問合せ／広報（嵯峨根）　☎090-3596-4639

早稲田大学交響楽団 第205回定期演奏会
2月10日（月）  18：00開場  19：00開演
曲目／ハイドン：交響曲 第101番 「時計」、メンデルス
ゾーン：劇付随音楽「真夏の夜の夢」より抜粋、マーラー：
交響曲 第1番「巨人」
出演／指揮：寺岡清高
料金／全席指定 S席3,500円、A席3,000円、B席
2,500円、学生A席2,500円、学生B席2,000円
問合せ／交響楽団事務所　☎03-3204-3585

神奈川県職場・一般吹奏楽連盟創立20周年記念
吹奏楽フェスティバル
2月2日（日）　12：50開場　13：30開演
出演／加盟団体有志によるフェスティバルバンド、横浜
創英中学・高等学校吹奏楽部、指揮：大井剛史
問合せ／小長井（こながい）　☎044-750-3119

公 開 講 座
川崎音楽愛好会
～クラシック音楽を聴き、語り合う音楽の広場
第244回例会＜リズムを楽しんで　リズムに気をつけて＞
1月19日（日）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：生島順一
第245回例会＜イギリス音楽復興に向けてーエルガー
と3人の作曲家たちー＞
2月28日（金）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：藤沢博
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

声のワークショップ
1月26日（日）　9：30開場　10：00開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／講師：境信博（二期会会員、洗足学園音楽大学
講師、川崎市民オペラ副代表）
問合せ／事務局(篠田)　☎090-9374-0316

Senzoku Digital Music & Arts
Project
1月20日（月）　17：30開場 　18：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス

高津クラシックコンサート
3月8日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ブルッフ：スコットランド幻想曲、フローレン・
シュミット：ディオニソスの祭り、プロコフィエフ：組曲
「ロミオとジュリエット」より 他
出演／ヴァイオリン：松本裕香、ピアノ：花田えり佳、
ハープ：中山京、音楽監督・指揮:箕輪響、演奏：管楽合
奏団アルスノバ
料金／全席自由 1,000円
＊1月21日（火）10時から高津市民館受付前（11階）で
販売開始。
問合せ／高津区生涯学習支援課
☎044-814-7603

みぞげきCLASSICS Vol.4
モーニング&アフタヌーン コンサート 
3月10日（火）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　②13：30開場　14：00開演
曲目／ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー、プー
ランク：ピアノとオーボエとバソンのための三重奏曲、
ピアソラ：リベルタンゴ
料金／500円（1ドリンクオーダー）
Premium concert
3月11日（水）　19：00開場　19：30開演
曲目／ピアソラ：リベルタンゴ、ガーシュイン：ラプ
ソディ・イン・ブルー、ベートーヴェン：エリーゼの為に、
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番 他
料金／5,000円(1ドリンク込)
出演／サクソフォン：山川寛子、野原シーサー朝宇、
ピアノ：田村瑞記
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

あなたの好きな曲に出会えるチャンス
「かるがもコンサート」
3月12日（木）　14：00開場　14：30開演
会場／生活文化会館（てくのかわさき）
出演／歌唱指導・歌:古渡智江、ピアノ：坂本紫
ソプラノデュエット：田中安基子、根岸智枝、クラシック
ベルミュージックベルアンサンブル：ラ・ベル・カンター
ビレ、ハーモニカ：デュオハニー 他
料金／1,000円（手づくり冊子・おやつ代含む） 
問合せ／実行委員会
☎044-811-7863

第5回 かわさきハーモニカの集い
2月23日（日・祝）　11：50開場　12：20開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
問合せ／川崎ハーモニカ協議会（浅井）　
☎044-711-6971

第16回 ふれあい歌声喫茶
2月18日（火）　13：20開場　14：00開演
会場／生活文化会館（てくのかわさき）
料金／全席自由 300円
問合せ／高津区社会福祉協議会地域課（武井）
☎044-812-5500

音楽喫茶 in なかはら
1月17日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：佐藤政代
2月21日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：市川素雅子
会場／Coffee Spot Life
料金／全席自由 1,800円（ケーキセット付）
＊要事前予約、当日受付で支払い
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎&FAX044-711-2316

麻 生 区
音楽交流サロン 奏
夢・雪・星
1月23日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「夢路より」「星影のワルツ」「北風
小僧の寒太郎」　
人・光・旅
2月27日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「サンタルチア」「遠くへ行きたい」
「365歩のマーチ」　
3月12日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「恋するフォーチュンクッキー」
「時の流れに身をまかせ」「いい日旅立ち」
出演／ヴァイオリン:石井百合、サックス:かみむら泰一、
ピアノ:三宅広輝、フルート:江口義実、ボーカル:渓
なつき、ソプラノ:渡辺麻衣、ピアノ:大川知子、フルート:
塚本満帆子、市民企画：らふう（1/23）、スィング・ロウ
（2/27）
料金／自家製お菓子＆飲み物（各種100円）
会場・問合せ／川崎授産学園　☎044-954-5011 未

中 原 区
ランチタイム・ロビーコンサート
第84回　1月16日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／ジブリ映画音楽、シチリアーノ、涙そうそう、
アベマリア、ナイチンゲール 他
出演／フルート・ハープ：メルフィーユ
第85回　2月18日（火）　12：00開場　12：10開演
曲目／にじいろ、なごり雪、赤いスイートピー、忘れないよ
～はじまりの場所～、川の流れのように 他
出演／ピアノ弾き語り:YOSHIE
会場／生涯学習プラザ
問合せ／川崎市生涯学習財団 ロビーコンサート担当
☎044-733-5811

小黒恵子童謡記念館ミニコンサート vol.32
「寄り道クラシック」
1月19日（日）　14：00開演
出演／ソプラノ：島田優花、ピアノ：佐々理子
料金／入館料 大人200円、小学生以上18歳以下
100円　＊未就学児無料
会場・問合せ／小黒恵子童謡記念館
☎044-767-9646 未

花コンサート
第215回　1月28日（火）　12：00開演
出演／オリエンタル オクシデント(オーボエ：志村樺奈、
笙：東田はる奈）
第216回　2月25日（火）　12：00開演
出演／チェロ：田中里奈、ピアノ：岩元理紗
会場／高津区役所 １階市民ホール（ロビー）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

あおい と このは
『SPECIAL 2マンSTAGE』
1月12日（日）　11：00開場　11：30開演
出演／二木蒼生、熊田このは
料金／全席自由 3,300円（1ドリンクオーダー）
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎ 044-850-0038(11時～20時)

In Unity2020
1月26日（日）　11：40開場　12：00開演
会場／中原区役所
出演／専修大学グリーンサウンズオーケストラ、橋本
聖子、GABU、和太鼓祇園、ブリリアントスターズ神奈川、
林竜也、大西学園高等学校吹奏楽部（ゲスト） 他
特別企画：ゴッパチ!!コーラス隊
問合せ／実行委員会事務局（中原区役所地域振興課）
☎044-744-3324 未

牛田智大ピアノ・リサイタル
2月27日（木）　18：30開場　19：00開演
会場／麻生市民館 
曲目／バッハ：イタリア協奏曲 へ長調、ショパン：ワルツ 
第4番、ピアノ・ソナタ 第2番、ポロネーズ 第6番「英雄」、
4つのマズルカ Op.24、幻想曲 へ短調、バラード 第
4番、舟歌 嬰ヘ長調  
料金／全席指定 3,500円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

川崎市内高等学校　連合音楽会
1月25日（土）　11：00開演
会場／麻生市民館
問合せ／川崎市立川崎高等学校　音楽科
☎044-244-4981

☆大学院研究・修了演奏会
1月17日（金）　13：00開場　13：30開演
　　20日（月）　10：30開場　11：00開演
　　21日（火）　 9：30開場　10：00開演    
　　22日（水）　 9：30開場　10：00開演
　　23日（木）　13：00開場　13：30開演
　　24日（金）　 9：30開場　10：00開演
　　25日（土）　 9：30開場　10：00開演
　　27日（月）　16：00開場　16：30開演
　　28日（火）　 9：30開場　10：00開演
　　31日（金）　 9：30開場　10：00開演

高 津 区
和太鼓グループ刻樂  第2回単独自主公演 『剋』
1月11日（土）　①13：00開場　13：30開演
　　　　　　　②17：00開場　17：30開演
料金／2,000円（1ドリンクオーダー）
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11：00～20：00）

みやまえロビーコンサート
第313回　1月21日（火）　12：05開演 
第314回　2月25日（火）　12：05開演
会場／宮前区役所 2階ロビー
問合せ／宮前区役所地域振興課
☎044-856-3134

宮 前 区

☆専攻科 修了演奏会
1月27日（月）　12：30開場　13：00開演

第16回子どもの音楽の祭典
1月26日（日）　12：30開場　13：00開演 
＊詳細は7ページに

リコーフィルハーモニーオーケストラ第67回
演奏会
2月23日（日・祝）　12：50開場　13：30開演
曲目／メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」、
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調、ムソルグスキー
（ラヴェル編）：組曲「展覧会の絵」
出演／指揮：井崎正浩、チェロ：江口心一
料金／全席指定 前売り1,000円、当日1,500円
問合せ／リコーフィルハーモニーオーケストラ
☎03-3777-8111

「スーパーヒーローズ」オーケストラコンサート
2月24日（月・振）　15：00開場　16：00開演

★ホールアドバイザー松居直美企画
　言葉は音楽、音楽は言葉
　「パイプオルガンとパントマイムが紡ぐ物語」
2月22日（土）　13：00開場　14：00開演 
　　　　　　　　＊13：20　プレトーク
曲目／ルイ・マルシャン： グラン・ディアローグ、バル
トーク/イゾワール：ルーマニア民俗舞曲から抜粋、メシ
アン：聖霊降臨祭のミサから 「鳥たちと泉」 他
出演／パイプオルガン：青木早希、マイム：マンガノマ
シップ
料金／全席指定 3,000円、U25（小学生～25歳）
1,000円 託

東芝グランドコンサート2020 
サントゥ＝マティアス・ロウヴァリ指揮
エーテボリ交響楽団
2月28日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／ステンハンマル：交響的序曲『エクセルシオール !
（天の高みに昇らん）』、ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン
協奏曲第1番、シベリウス：交響曲第2番
出演／ヴァイオリン：三浦文彰
料金／全席指定 S席13,000円、S席（プログラム付）
13,500円、S席（リハーサル鑑賞付）13,000円、A席
11,000円、B席9,000円、C席7,000円、D席5,000円、
学生席3,000円    
問合せ／クラシック事務局　☎0570-012-666

未

Harvest
vol.1 1月23日（木）　17：30開場　18：00開演
vol.2 1月24日（金）　17：30開場　18：00開演
vol.3 1月25日（土）　17：30開場　18：00開演
vol.4 1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス

未

第168回中原区役所コンサート
1月29日（水）　11：30開場　12：10開演
会場／中原市民館
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324

0歳から入場OK ! 　
ぼくとわたしのコンサートデビュー
シンフォニック編
2月15日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲、
三澤慶(編曲)：ディズニーファンタスティックメドレー～
リトルマーメイド・アラジン・塔の上のラプンツェル・
アナと雪の女王 より～ 他
出演／指揮：志村健一、お話とナレーション：中村備生、

★ミューザ川崎シンフォニーホール＆東京交響
　楽団 名曲全集 
第153回　1月19日（日） 13：30開場　14：00開演
曲目／グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第4番、チャイコフスキー：
交響曲 第5番
出演／指揮：ベン・グラスバーグ 、ピアノ：上原彩子
第154回　2月9日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ハイドン：チェロ協奏曲 第1番（弾き振り）、ズザ
ンネ・ツァガール＝スヴィリドフ：チェロ協奏曲（横坂源
による委嘱作品）、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲

一期一会 ～ピアノと語りの世界～ ⅷ
1月13日（月・祝）　17：00開場　17：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／ピアノ：岩崎能子、語り：森山太
料金／全席自由 大人前売 2,000円（当日2,800円）、
中学生以下前売 1,000円（当日1,500円）
問合せ／一期一会事務局　☎090-5790-7618 未

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第74回
2月1日（土）　14：00開演
曲目／リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲 、天野
正道：ウナ・オベルテューラ・エスパニョーラ・ファルサ
「エル・ハルディン・デ・ロス・レクエルドス」（管弦楽版
初演）、ロドリーゴ：アランフェス協奏曲、ファリャ：バレエ
「三角帽子」第2組曲
出演／指揮：ヘルムート・ライヒェル・シルヴァ、トラン
ペット：エリック・ミヤシロ、ギター：ラファエル・アギーレ
料金／全席指定 S席7,000円～P席2,500円　　　
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時～17時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可
☆は：会場／洗足学園  前田ホール

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」
5月5日（火・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席指定 大人2,500円、子ども（3歳～
中学生）1,000円、大人･子どもペア3,000円
＊2歳以下入場不可

奄美の黒うさぎコンサート
5月6日（水・振）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席自由 4,000円

＜フィナーレ公演＞
東京交響楽団
ドイツ“三大B”名曲コンサート

Jazz Festival
at Conservatory 2020
5月5日（火・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席自由 一般・大学生1,000円、中高生
500円、小学生以下無料

オーストリア音楽家交流コンサート
2月14日（金）　14：00開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
＊詳細は7ページに

★モーツァルト・マチネ
第39回　1月18日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／C.P.E.バッハ：シンフォニア 変ホ長調、トーマス
=リンリーJr.：ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調、モーツァルト：
交響曲 第26番、ヴァイオリン協奏曲 第1番
出演／ヴァイオリン（弾き振り）：佐藤俊介、管弦楽：東京
交響楽団
第40回　3月14日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／モーツァルト：フルート四重奏曲 第3番、交響曲 
第35番 「ハフナー」、ピアノ協奏曲 第13番
出演／指揮：原田慶太楼、ピアノ：金子三勇士、管弦楽：
東京交響楽団 〈フルート四重奏〉フルート：八木瑛子、
ヴァイオリン：水谷晃、ヴィオラ：武生直子、チェロ：伊藤
文嗣
料金／各回全席指定 3,500円、U25（小学生～25歳） 
1,000円 託

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート2020
「ベートーヴェンが描いたチェロ」
藤原真理 チェロ・リサイタル
3月7日（土）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：モーツァルト「魔笛」より 『恋を
知るほどの殿方には』の主題による7つの変奏曲、
『可愛い娘か女房がいれば』の主題による12の変奏曲、
ピアノとチェロのためのソナタ 第3番、 第5番
出演／チェロ：藤原真理、ピアノ：倉戸テル　 
料金／全席指定 4,000円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

ブランデンブルク協奏曲全曲 工藤重典 with 
フレンズ

★第6回 被災地復興支援チャリティ・コンサート
3月11日（水）　18：00開演　18：30開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付き」、新実徳英
（作詩：ナーズム・ヒクメット／訳詩：中本信幸）：交響組曲
〈生命のうた〉（新作委嘱・世界初演）
出演／指揮：秋山和慶、管弦楽：洗足学園音楽大学
ニューフィルハーモニック管弦楽団、ソプラノ：塩田美奈子、
アルト：藤井麻美、テノール：中鉢聡、バリトン：大山大輔、
合唱：被災地復興支援チャリティ合唱団
料金／全席指定 1,000円
＊チケット代は、被災地復興支援のために川崎市を通じて
　全額寄付 託

スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕
5月9日（土）、10日(日)　13：15開場　14：00開演
※各日13:40より総監督 小山久美によるプレ
トークあり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 SS席11,000円～B席4,000円
（子ども2,000円）
＊3歳以下入場不可

＜2月3日（月）チケット発売開始＞
＊公演詳細（料金・開演時間等）はＨＰでご確認
ください
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭2020実行委員会
事務局　☎044-952-5024（9：30～17：00）

★MUZAランチタイムコンサート＆
　MUZA　ワインBAR 　
　心が跳ねる! アイリッシュサウンド
2月20日（木）　①11：30開場　12：10開演
　　　　　　　 ②18：30開場　19：00開演
曲目／ロンドンデリーの歌（ダニー・ボーイ）、映画「タイ
タニック」から テーマ、ダンスチューン 他
出演／アイリッシュ・ミュージック・インストゥルメンタル・
バンド：O'Jizo<オジゾー>（アイリッシュ フルート・
ホイッスル：豊田耕三、ギター・バンジョー・マンドリン：
長尾晃司、アコーディオン、ブズーキ：中村大史）
料金／全席自由 ①500円、②3,500円（1ドリンク券
付き）、ペア割6,000円（2名分のドリンク付き） 託

南武線フォーク村
第22回 フリートークコンサート
2月16日（日）　12：00開演 
会場／中原市民館 音楽室
出演／柏木ダディ、モリさん、MJ、ラッキーキャッツ、

CHIVE、富塚保之助倶楽部、martin028ｋ
問合せ／村長（大塚）　☎044-533-6536

プラチナファッションショー in 麻生
2月29日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館
出演／65歳以上の市内在住の方
問合せ／「プラチナファッションショー2019実行委員会」
事務局（市民文化振興室）　☎044-200-2433

★MUZAスペシャルナイトコンサート
　MUZA JAZZ NIGHT！
Vol.1 渡辺香津美プレゼンツLIVE at MUZA
1月24日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／TOCHIKA、Minor Swing、遠州つばめ返し 他
出演／ギター：渡辺香津美、サックス：須川展也、トロン
ボーン：村田陽一、ベース：井上陽介
Vol.2 バレンタインスペシャル
2月14日（金）　18：30開場　19：00開演
出演／ピアノ：H ZETT M
料金／各回全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円 託

託

出演／指揮：齋藤友香理、チェロ：横坂源
第155回　3月8日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／リリ・ブーランジェ：春の朝に、ドビュッシー：牧神
の午後への前奏曲、ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調、サン＝
サーンス：交響曲 第3番「オルガン付き」
出演／指揮：大友直人、ピアノ：黒沼香恋、オルガン：大木
麻理
料金／各回全席指定 S席6,000円～C席3,000円

2nd Year Class Revue
2月1日（土）　①12：30開場　13：00開演
　　　　　　 ②17：30開場　18：00開演
　　2日（日）　③10：30開場　11：00開演
　　　　　　 ④15：30開場　16：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス
出演／ミュージカルコース2年生
＊要予約

☆大学院グランプリ特別演奏会
2月2日（日）　14：30開場　15：00開演

出演／ピアノ：ミハイル・カンディンスキー、バリトン：
竹内利樹、ソプラノ：高瀬結花子、ピアノ伴奏：大下沙織
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5370

未

パイプオルガン：大木麻理、管弦楽：東京室内管弦楽団
料金／全席指定 2,000円、こども(0歳～小学生)1,000円
＊2歳までは膝上鑑賞可(チケット不要)。ただし、保護
者1名につきお子様1名まで。3歳以上は要チケット。　
問合せ／東京室内管弦楽団　☎03-6459-0512

出演／FILM SCORE PHILHARMONIC ORCHESTRA、
指揮：奥村伸樹、コンサートマスター：金子昌憲、音楽監督：
戸田信子
料金／全席指定 2,000円　＊小学生から入場可
問合せ／事務局　☎050-5316-4350

3月14日（土）　17：00開場　17：30開演
出演／フルート：工藤重典、ヴァイオリン：加藤知子、
オーボエ：古部賢一、ファゴット：河村幹子、コルノダ
カッチャ：菊本和昭、ピッコロ・トランペット：ラインホルト・
フリードリッヒ、チェンバロ：中野振一郎
料金／全席指定 S席6,300円、S席シルバー(65歳以上)
5,800円、A席4,500円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

会場／麻生市民館
料金／全席指定 5,000円

5月6日（水・振）　15：30開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：大友直人、ヴァイオリン：松田理奈
料金／全席指定 S席5,500円～B席3,500円

未

歌声喫茶ともしび in ミューザ川崎
1月28日（火）　13：30開場　14：00開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席自由 2,000円
＊チケット要申込
問合せ／ともしび音楽企画
☎＆FAX03-6907-3801

夢こんさぁと
2月20日（木）　11：30開場　12：05開演
会場／日吉合同庁舎 タウンホールやまぶき
出演／マリンバ：ダブルシュガー
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

水曜ナイトライブ in LAZONA
1月29日（水）　18：00開演
出演／style-3!、YUKIKA、澪
2月26日（水）　18：00開演 
出演／RebellioN、立石純子、待良
会場／ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場
問合せ／カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636

＜プレイベント＞
2020若きアーティストたちの響演
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席自由 1,500円、学生1,000円

昭和音楽大学・ソウル市立大学校
日韓大学交流コンサート
4月12日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席自由 1,000円、学生500円

日程／4月18日(土)～5月10日(日)
会場／小田急線・新百合ヶ丘駅周辺各ホール 他

ジャズコースライブ
1月18日（土）、19日（日）　10：30開場　11：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス 未
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イベント情報ガイドイベント情報ガイド
イベントカレンダー

ピアノ合同発表会
第2回大人の音楽発表会
2月9日（日）　15：00開場　15：15開演 
会場／高津市民館 （ノクティホール）
問合せ／コンパル・ミュージック　☎044-755-6691

しんゆりジャズスクエアvol.42
1月24日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター
曲目／ルート66、素敵なあなた、ベサメムーチョ、ベイ
ジン・ストリートブルース、マシュケナダ、グレンミラー
メドレー
出演／ジャズコーラス：BREEZE、ピアノ：野口久和、
ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正、ドラム：吉岡大輔
料金／全席自由 2,500円、2枚セット券4,500円、
4枚セット券8,500円 
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

第140回あさお芸術のまちコンサート
ユリホールコンサート
2月16日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール

2020若きアーティストたちの響演
ジャズ・ポピュラーライブ
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月12日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席自由 1,500円、学生1,000円

＜オープニング公演＞
藤原歌劇団公演「カルメン」
G.ビゼー作曲　オペラ全4幕
＜字幕付き原語(フランス語)上演＞
4月25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）
13：00開場　14：00開演
※各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席12,800円～C席3,000円

Music Bar 本田バンド
4月26日（日）　17：00開場　18：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 テーブル席（1ドリンク付き）5,000 円 、
階段席（飲食不可）4,000 円

和太鼓 梵天コンサート2020
4月29日（水・祝）　15：00開場　15：30開演

フルートライヴ in ユリホール2020
工藤重典と仲間たち
4月29日（水・祝）　15：30開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール 
料金／全席指定 3,800円、学生2,000円

Music Bar
The Coconut Cups Live 2020
4月29日（水・祝）　17：00開場　18：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 テーブル席（1ドリンク付き）
4,000 円、階段席（飲食不可）3,000 円

トリオ・リベルタ　コンサート
5月2日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席5,000円～B席3,000円

藤原歌劇団 Quattro Aria
スプリングコンサート2020
5月2日（土）　16：30開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学　ユリホール
料金／全席指定　前売3,000円、当日3,500円

0歳からのコンサート
5月3日（日・祝）　①9：15開場　 10：00開演　
　　　　　　　　②11：25開場　12：10開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 大人1,500円、子ども500円
＊3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

「ゴジラ」シネマコンサート
5月4日（月・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：和田薫、演奏：テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席7,000円～学生3,000円

昭和音楽大学アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Ｖol.1
かのんぷ♪と歌おう!＠しんゆり
5月4日（月・祝）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール 
料金／全席自由 2,000円、学生1,000円、子ども
500円（小学生まで）
＊2歳以下ひざ上無料

小林朋子 ヴァイオリン リサイタル
2月8日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ファリャ：スペイン民謡組曲、ドビュッシー：ヴァイ
オリンソナタ、J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンパル
ティータ第2番 シャコンヌ、メシアン：主題と変奏 他
出演／ヴァイオリン：小林朋子、ピアノ：今井彩子
料金／全席自由 2,500円、学生（高校生以下）1,000円
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

新春うたごえカフェ in ポトス
1月19日（日）　15：00開場　15：30開演
会場／宿河原 diningポトス
出演／歌唱指導：ささいはるみ、ピアノ：田中慶、ギター：
増田義昭
料金／全席自由 2,000円（飲食一品付）
問合せ／健やかフィールドまきば会
☎080-3123-1979

川崎混声合唱団第54回定期演奏会
1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／世界のうた（夢路より、遠き山に日は落ちて、トロ
イカ、サンタルチア、ローレライ）、混声合唱のためのカン
タータ『土の歌』 他
出演／指揮：小笠原吉秀、ピアノ：遠藤有子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／事務局（粟飯原）　☎044-900-3211

うたごえサロン
1月17日（金）、2月28日（金）
13：30開場　14：00開演 
会場／多摩市民館 3階視聴覚室
出演／うたごえリーダー：くりたはる、ピアノ：水岡の
ぶゆき、音響・映像:小田克彦
料金／全席自由 1,000円＊参加費は当日受付にて
問合せ／森　☎090-1665-2790

多 摩 区

ソレイユほっとコンサート2020
1月26日（日）　12：50開場　13：30開演
曲目／「世界遺産とシネマ音楽」空中都市「マチュピチュ」
～隠された太陽神殿の謎、 富士山(Mont fuji）～北斎
の版画に触発されて～、「スター・ウォーズ」メインテー
マ、交響組曲「シネマ・トリロジー」、～スタジオジブリ・
コレクション～ 他
出演／指揮：竹内俊明
問合せ／事務局　☎080-7048-1015

第30回コーラルフェストかわさき
2月1日（土）　13：00開場　13：30開演
出演／市内で活動する合唱団：22団体、第30回コーラル
フェストかわさき特設合唱団、特別出演：川崎市立南生田
小学校合唱団
2月2日（日）　10：00開場　10：30開演 
出演／市内で活動する合唱団:39団体、ゲスト:Combinir 
di Corista
問合せ／川崎市合唱連盟事務局（中山）
☎070-4211-6457

川崎市消防音楽隊定期演奏会
2月22日（土）　13：00開場　14：00開演
申込／1月17日（消印有効）までに、往復はがきに住所、
氏名、電話番号、希望人数（2人まで）を記入し、
〒216-0011 川崎市消防音楽隊まで。
＊応募者多数の場合は抽選
問合せ／川崎市消防局総務部人事課音楽隊
☎044-975-0119

日中友好記念作品　舞劇Dance Drama「朱鷺」
3月3日（火）　18：00開場　18：30開演
料金／全席指定 S席7,600円、A席7,100円（税込）
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999

SHISHAMO ワンマンツアー2020 春
3月6日（金）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 5,500円（税込）
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888（平日12時～19時）

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

▲は：問合せ／カルッツかわさき
（川崎市スポーツ・文化総合センター）☎044-222-5223

吉田兄弟 20周年記念コンサート
- The Yoshida Brothers ‒
1月11日（土）　14：30開場　15：30開演
　　12日（日） 　13：30開場　14：30開演
料金／全席指定 7,000円（税込）
問合せ／キョードー東京　☎0570-550-799
（平日11：00～18：00／土日祝10：00～18：00）

東京アマデウス管弦楽団第91回演奏会
3月1日（日）　13：30開場　14：00開演 
曲目／プログラムブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 、
ブルックナー：交響曲第6番
出演／指揮：石川星太郎、ヴァイオリン：金川真弓
料金／全席自由 2,000円
問合せ／事務局　☎090-4226-8012

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア 第78回
3月2日（月）　12：15開演
会場／ミューザ川崎 １階ガレリア広場
出演／東京交響楽団メンバー

第13回幸区民音楽祭
「さいわいハナミズキコンサート」
2月29日（土）　12：45開場　13：15開演
出演／揚琴：張林、マリンバ：廣田裕佳、冨貴塚理恵、
吹奏楽：川崎市立御幸中学校吹奏楽部、フルート・ハープ：
StressFree、ソプラノ・ピアノ：三部恵梨・栗原里美、
ヴァイオリン・ピアノ：伊藤万桜・赤松美紀
申込方法／往復はがきに申込人数（2名まで）と代表者
の氏名・住所・電話番号、同伴者名、車いす利用の場合は
要記入。1月17日（消印有効）
〒212-8570 幸区役所地域振興課「ハナミズキコン
サート担当」まで。
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

2019-2020Winer 東京室内管弦楽団　
Luxury Classics マエストロセレクトVol.2
2月15日（土）　13：30開場  14：00開演
曲目／アルチュニアン：トランペット協奏曲 変イ長調、
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲
第5番 
出演／指揮：志村健一、ヴァイオリン：物集女純子、トラン
ペット：津守祥三、管弦楽：東京室内管弦楽団
料金／全席指定 S席4,800円、A席3,800円、B席：
2,800円
問合せ／東京室内管弦楽団　☎03-6459-0512

フィエスタ・デル・ニーニョ合奏団第8回定期公演
1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／アンゲラー：おもちゃの交響曲、オードウェイ：旅愁
（弦楽合奏版）、ショパン：ピアノ協奏曲第1番（弦楽合奏版）、
レスピーギ：「リュートのための古風な舞曲とアリア」
第3組曲 他
出演／指揮：山本雄、ピアノ：堀谷桜介
料金／全席自由
問合せ／芸術村あすなろ事務局　☎044-853-1649

★MUZA音楽サロン　アーティストを知る !
第2回「コラボレーションの妙味をあじわう」
2月19日（水）　13：30開場　14：00開演
曲目／バルトーク/イゾワール：ルーマニア民俗舞曲より、
ケルル：かっこうによるカプリッチョ 他
出演／プレゼンター：松居直美（ミューザ川崎シンフォニー
ホール・アドバイザー）、オルガン：青木早希、トークゲスト：
マンガノマシップ（マイムユニット）
第3回「“装い”で楽しむコンサート」
3月2日（月）　13：30開場　14：00開演 
出演／ヴァイオリン：福留史紘（東京交響楽団第2ヴァイ
オリン奏者・フォアシュピーラー）、トークゲスト：有田
一成（TAILOR&CUTTERデザイナー） 他
料金／各回全席自由 3,000円（お茶とお菓子付／
100席のみ）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室

ミューザ川崎シンフォニーホール
★は:問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200  ※未就学児入場不可

ブルーメン・フィルハーモニー
第50回記念定期演奏会
1月11日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ブリテン：シンプルシンフォニー、マーラー：交響曲
第9番
出演／指揮：寺岡清高
料金／全席自由 2,000円
問合せ／事務局　☎080-3666-8908

横浜シンフォニックアンサンブル
第27回定期演奏会
1月13日（月･祝）　13：20開場　14：00開演
曲目／ドビュッシー；牧神の午後への前奏曲、交響詩
「海」～管弦楽のための3つの交響的素描、バルトーク：
管弦楽のための協奏曲
出演／指揮：野村英利
料金／全席指定 1,500円
問合せ／事務局　☎080-4064-1200

オーケストラ・ゾルキー 2020年演奏会
1月19日（日）　18：30開場　19：00開演
曲目／チャイコフスキー：幻想曲「フランチェスカ・ダ・
リミニ」、マンフレッド交響曲
出演／指揮：長田雅人、オルガン：野田美香
料金／全席自由 1,000円
＊川崎市民または60歳以上の方は無料ご招待あり
問合せ／広報（嵯峨根）　☎090-3596-4639

早稲田大学交響楽団 第205回定期演奏会
2月10日（月）  18：00開場  19：00開演
曲目／ハイドン：交響曲 第101番 「時計」、メンデルス
ゾーン：劇付随音楽「真夏の夜の夢」より抜粋、マーラー：
交響曲 第1番「巨人」
出演／指揮：寺岡清高
料金／全席指定 S席3,500円、A席3,000円、B席
2,500円、学生A席2,500円、学生B席2,000円
問合せ／交響楽団事務所　☎03-3204-3585

神奈川県職場・一般吹奏楽連盟創立20周年記念
吹奏楽フェスティバル
2月2日（日）　12：50開場　13：30開演
出演／加盟団体有志によるフェスティバルバンド、横浜
創英中学・高等学校吹奏楽部、指揮：大井剛史
問合せ／小長井（こながい）　☎044-750-3119

公 開 講 座
川崎音楽愛好会
～クラシック音楽を聴き、語り合う音楽の広場
第244回例会＜リズムを楽しんで　リズムに気をつけて＞
1月19日（日）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：生島順一
第245回例会＜イギリス音楽復興に向けてーエルガー
と3人の作曲家たちー＞
2月28日（金）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：藤沢博
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

声のワークショップ
1月26日（日）　9：30開場　10：00開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／講師：境信博（二期会会員、洗足学園音楽大学
講師、川崎市民オペラ副代表）
問合せ／事務局(篠田)　☎090-9374-0316

Senzoku Digital Music & Arts
Project
1月20日（月）　17：30開場 　18：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス

高津クラシックコンサート
3月8日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ブルッフ：スコットランド幻想曲、フローレン・
シュミット：ディオニソスの祭り、プロコフィエフ：組曲
「ロミオとジュリエット」より 他
出演／ヴァイオリン：松本裕香、ピアノ：花田えり佳、
ハープ：中山京、音楽監督・指揮:箕輪響、演奏：管楽合
奏団アルスノバ
料金／全席自由 1,000円
＊1月21日（火）10時から高津市民館受付前（11階）で
販売開始。
問合せ／高津区生涯学習支援課
☎044-814-7603

みぞげきCLASSICS Vol.4
モーニング&アフタヌーン コンサート 
3月10日（火）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　②13：30開場　14：00開演
曲目／ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー、プー
ランク：ピアノとオーボエとバソンのための三重奏曲、
ピアソラ：リベルタンゴ
料金／500円（1ドリンクオーダー）
Premium concert
3月11日（水）　19：00開場　19：30開演
曲目／ピアソラ：リベルタンゴ、ガーシュイン：ラプ
ソディ・イン・ブルー、ベートーヴェン：エリーゼの為に、
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番 他
料金／5,000円(1ドリンク込)
出演／サクソフォン：山川寛子、野原シーサー朝宇、
ピアノ：田村瑞記
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

あなたの好きな曲に出会えるチャンス
「かるがもコンサート」
3月12日（木）　14：00開場　14：30開演
会場／生活文化会館（てくのかわさき）
出演／歌唱指導・歌:古渡智江、ピアノ：坂本紫
ソプラノデュエット：田中安基子、根岸智枝、クラシック
ベルミュージックベルアンサンブル：ラ・ベル・カンター
ビレ、ハーモニカ：デュオハニー 他
料金／1,000円（手づくり冊子・おやつ代含む） 
問合せ／実行委員会
☎044-811-7863

第5回 かわさきハーモニカの集い
2月23日（日・祝）　11：50開場　12：20開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
問合せ／川崎ハーモニカ協議会（浅井）　
☎044-711-6971

第16回 ふれあい歌声喫茶
2月18日（火）　13：20開場　14：00開演
会場／生活文化会館（てくのかわさき）
料金／全席自由 300円
問合せ／高津区社会福祉協議会地域課（武井）
☎044-812-5500

音楽喫茶 in なかはら
1月17日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：佐藤政代
2月21日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：市川素雅子
会場／Coffee Spot Life
料金／全席自由 1,800円（ケーキセット付）
＊要事前予約、当日受付で支払い
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎&FAX044-711-2316

麻 生 区
音楽交流サロン 奏
夢・雪・星
1月23日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「夢路より」「星影のワルツ」「北風
小僧の寒太郎」　
人・光・旅
2月27日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「サンタルチア」「遠くへ行きたい」
「365歩のマーチ」　
3月12日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「恋するフォーチュンクッキー」
「時の流れに身をまかせ」「いい日旅立ち」
出演／ヴァイオリン:石井百合、サックス:かみむら泰一、
ピアノ:三宅広輝、フルート:江口義実、ボーカル:渓
なつき、ソプラノ:渡辺麻衣、ピアノ:大川知子、フルート:
塚本満帆子、市民企画：らふう（1/23）、スィング・ロウ
（2/27）
料金／自家製お菓子＆飲み物（各種100円）
会場・問合せ／川崎授産学園　☎044-954-5011 未

中 原 区
ランチタイム・ロビーコンサート
第84回　1月16日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／ジブリ映画音楽、シチリアーノ、涙そうそう、
アベマリア、ナイチンゲール 他
出演／フルート・ハープ：メルフィーユ
第85回　2月18日（火）　12：00開場　12：10開演
曲目／にじいろ、なごり雪、赤いスイートピー、忘れないよ
～はじまりの場所～、川の流れのように 他
出演／ピアノ弾き語り:YOSHIE
会場／生涯学習プラザ
問合せ／川崎市生涯学習財団 ロビーコンサート担当
☎044-733-5811

小黒恵子童謡記念館ミニコンサート vol.32
「寄り道クラシック」
1月19日（日）　14：00開演
出演／ソプラノ：島田優花、ピアノ：佐々理子
料金／入館料 大人200円、小学生以上18歳以下
100円　＊未就学児無料
会場・問合せ／小黒恵子童謡記念館
☎044-767-9646 未

花コンサート
第215回　1月28日（火）　12：00開演
出演／オリエンタル オクシデント(オーボエ：志村樺奈、
笙：東田はる奈）
第216回　2月25日（火）　12：00開演
出演／チェロ：田中里奈、ピアノ：岩元理紗
会場／高津区役所 １階市民ホール（ロビー）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

あおい と このは
『SPECIAL 2マンSTAGE』
1月12日（日）　11：00開場　11：30開演
出演／二木蒼生、熊田このは
料金／全席自由 3,300円（1ドリンクオーダー）
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎ 044-850-0038(11時～20時)

In Unity2020
1月26日（日）　11：40開場　12：00開演
会場／中原区役所
出演／専修大学グリーンサウンズオーケストラ、橋本
聖子、GABU、和太鼓祇園、ブリリアントスターズ神奈川、
林竜也、大西学園高等学校吹奏楽部（ゲスト） 他
特別企画：ゴッパチ!!コーラス隊
問合せ／実行委員会事務局（中原区役所地域振興課）
☎044-744-3324 未

牛田智大ピアノ・リサイタル
2月27日（木）　18：30開場　19：00開演
会場／麻生市民館 
曲目／バッハ：イタリア協奏曲 へ長調、ショパン：ワルツ 
第4番、ピアノ・ソナタ 第2番、ポロネーズ 第6番「英雄」、
4つのマズルカ Op.24、幻想曲 へ短調、バラード 第
4番、舟歌 嬰ヘ長調  
料金／全席指定 3,500円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

川崎市内高等学校　連合音楽会
1月25日（土）　11：00開演
会場／麻生市民館
問合せ／川崎市立川崎高等学校　音楽科
☎044-244-4981

☆大学院研究・修了演奏会
1月17日（金）　13：00開場　13：30開演
　　20日（月）　10：30開場　11：00開演
　　21日（火）　 9：30開場　10：00開演    
　　22日（水）　 9：30開場　10：00開演
　　23日（木）　13：00開場　13：30開演
　　24日（金）　 9：30開場　10：00開演
　　25日（土）　 9：30開場　10：00開演
　　27日（月）　16：00開場　16：30開演
　　28日（火）　 9：30開場　10：00開演
　　31日（金）　 9：30開場　10：00開演

高 津 区
和太鼓グループ刻樂  第2回単独自主公演 『剋』
1月11日（土）　①13：00開場　13：30開演
　　　　　　　②17：00開場　17：30開演
料金／2,000円（1ドリンクオーダー）
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11：00～20：00）

みやまえロビーコンサート
第313回　1月21日（火）　12：05開演 
第314回　2月25日（火）　12：05開演
会場／宮前区役所 2階ロビー
問合せ／宮前区役所地域振興課
☎044-856-3134

宮 前 区

☆専攻科 修了演奏会
1月27日（月）　12：30開場　13：00開演

第16回子どもの音楽の祭典
1月26日（日）　12：30開場　13：00開演 
＊詳細は7ページに

リコーフィルハーモニーオーケストラ第67回
演奏会
2月23日（日・祝）　12：50開場　13：30開演
曲目／メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」、
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調、ムソルグスキー
（ラヴェル編）：組曲「展覧会の絵」
出演／指揮：井崎正浩、チェロ：江口心一
料金／全席指定 前売り1,000円、当日1,500円
問合せ／リコーフィルハーモニーオーケストラ
☎03-3777-8111

「スーパーヒーローズ」オーケストラコンサート
2月24日（月・振）　15：00開場　16：00開演

★ホールアドバイザー松居直美企画
　言葉は音楽、音楽は言葉
　「パイプオルガンとパントマイムが紡ぐ物語」
2月22日（土）　13：00開場　14：00開演 
　　　　　　　　＊13：20　プレトーク
曲目／ルイ・マルシャン： グラン・ディアローグ、バル
トーク/イゾワール：ルーマニア民俗舞曲から抜粋、メシ
アン：聖霊降臨祭のミサから 「鳥たちと泉」 他
出演／パイプオルガン：青木早希、マイム：マンガノマ
シップ
料金／全席指定 3,000円、U25（小学生～25歳）
1,000円 託

東芝グランドコンサート2020 
サントゥ＝マティアス・ロウヴァリ指揮
エーテボリ交響楽団
2月28日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／ステンハンマル：交響的序曲『エクセルシオール !
（天の高みに昇らん）』、ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン
協奏曲第1番、シベリウス：交響曲第2番
出演／ヴァイオリン：三浦文彰
料金／全席指定 S席13,000円、S席（プログラム付）
13,500円、S席（リハーサル鑑賞付）13,000円、A席
11,000円、B席9,000円、C席7,000円、D席5,000円、
学生席3,000円    
問合せ／クラシック事務局　☎0570-012-666

未

Harvest
vol.1 1月23日（木）　17：30開場　18：00開演
vol.2 1月24日（金）　17：30開場　18：00開演
vol.3 1月25日（土）　17：30開場　18：00開演
vol.4 1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス

未

第168回中原区役所コンサート
1月29日（水）　11：30開場　12：10開演
会場／中原市民館
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324

0歳から入場OK ! 　
ぼくとわたしのコンサートデビュー
シンフォニック編
2月15日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲、
三澤慶(編曲)：ディズニーファンタスティックメドレー～
リトルマーメイド・アラジン・塔の上のラプンツェル・
アナと雪の女王 より～ 他
出演／指揮：志村健一、お話とナレーション：中村備生、

★ミューザ川崎シンフォニーホール＆東京交響
　楽団 名曲全集 
第153回　1月19日（日） 13：30開場　14：00開演
曲目／グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第4番、チャイコフスキー：
交響曲 第5番
出演／指揮：ベン・グラスバーグ 、ピアノ：上原彩子
第154回　2月9日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ハイドン：チェロ協奏曲 第1番（弾き振り）、ズザ
ンネ・ツァガール＝スヴィリドフ：チェロ協奏曲（横坂源
による委嘱作品）、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲

一期一会 ～ピアノと語りの世界～ ⅷ
1月13日（月・祝）　17：00開場　17：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／ピアノ：岩崎能子、語り：森山太
料金／全席自由 大人前売 2,000円（当日2,800円）、
中学生以下前売 1,000円（当日1,500円）
問合せ／一期一会事務局　☎090-5790-7618 未

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第74回
2月1日（土）　14：00開演
曲目／リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲 、天野
正道：ウナ・オベルテューラ・エスパニョーラ・ファルサ
「エル・ハルディン・デ・ロス・レクエルドス」（管弦楽版
初演）、ロドリーゴ：アランフェス協奏曲、ファリャ：バレエ
「三角帽子」第2組曲
出演／指揮：ヘルムート・ライヒェル・シルヴァ、トラン
ペット：エリック・ミヤシロ、ギター：ラファエル・アギーレ
料金／全席指定 S席7,000円～P席2,500円　　　
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時～17時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可
☆は：会場／洗足学園  前田ホール

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」
5月5日（火・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席指定 大人2,500円、子ども（3歳～
中学生）1,000円、大人･子どもペア3,000円
＊2歳以下入場不可

奄美の黒うさぎコンサート
5月6日（水・振）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席自由 4,000円

＜フィナーレ公演＞
東京交響楽団
ドイツ“三大B”名曲コンサート

Jazz Festival
at Conservatory 2020
5月5日（火・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席自由 一般・大学生1,000円、中高生
500円、小学生以下無料

オーストリア音楽家交流コンサート
2月14日（金）　14：00開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
＊詳細は7ページに

★モーツァルト・マチネ
第39回　1月18日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／C.P.E.バッハ：シンフォニア 変ホ長調、トーマス
=リンリーJr.：ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調、モーツァルト：
交響曲 第26番、ヴァイオリン協奏曲 第1番
出演／ヴァイオリン（弾き振り）：佐藤俊介、管弦楽：東京
交響楽団
第40回　3月14日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／モーツァルト：フルート四重奏曲 第3番、交響曲 
第35番 「ハフナー」、ピアノ協奏曲 第13番
出演／指揮：原田慶太楼、ピアノ：金子三勇士、管弦楽：
東京交響楽団 〈フルート四重奏〉フルート：八木瑛子、
ヴァイオリン：水谷晃、ヴィオラ：武生直子、チェロ：伊藤
文嗣
料金／各回全席指定 3,500円、U25（小学生～25歳） 
1,000円 託

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート2020
「ベートーヴェンが描いたチェロ」
藤原真理 チェロ・リサイタル
3月7日（土）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：モーツァルト「魔笛」より 『恋を
知るほどの殿方には』の主題による7つの変奏曲、
『可愛い娘か女房がいれば』の主題による12の変奏曲、
ピアノとチェロのためのソナタ 第3番、 第5番
出演／チェロ：藤原真理、ピアノ：倉戸テル　 
料金／全席指定 4,000円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

ブランデンブルク協奏曲全曲 工藤重典 with 
フレンズ

★第6回 被災地復興支援チャリティ・コンサート
3月11日（水）　18：00開演　18：30開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付き」、新実徳英
（作詩：ナーズム・ヒクメット／訳詩：中本信幸）：交響組曲
〈生命のうた〉（新作委嘱・世界初演）
出演／指揮：秋山和慶、管弦楽：洗足学園音楽大学
ニューフィルハーモニック管弦楽団、ソプラノ：塩田美奈子、
アルト：藤井麻美、テノール：中鉢聡、バリトン：大山大輔、
合唱：被災地復興支援チャリティ合唱団
料金／全席指定 1,000円
＊チケット代は、被災地復興支援のために川崎市を通じて
　全額寄付 託

スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕
5月9日（土）、10日(日)　13：15開場　14：00開演
※各日13:40より総監督 小山久美によるプレ
トークあり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 SS席11,000円～B席4,000円
（子ども2,000円）
＊3歳以下入場不可

＜2月3日（月）チケット発売開始＞
＊公演詳細（料金・開演時間等）はＨＰでご確認
ください
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭2020実行委員会
事務局　☎044-952-5024（9：30～17：00）

★MUZAランチタイムコンサート＆
　MUZA　ワインBAR 　
　心が跳ねる! アイリッシュサウンド
2月20日（木）　①11：30開場　12：10開演
　　　　　　　 ②18：30開場　19：00開演
曲目／ロンドンデリーの歌（ダニー・ボーイ）、映画「タイ
タニック」から テーマ、ダンスチューン 他
出演／アイリッシュ・ミュージック・インストゥルメンタル・
バンド：O'Jizo<オジゾー>（アイリッシュ フルート・
ホイッスル：豊田耕三、ギター・バンジョー・マンドリン：
長尾晃司、アコーディオン、ブズーキ：中村大史）
料金／全席自由 ①500円、②3,500円（1ドリンク券
付き）、ペア割6,000円（2名分のドリンク付き） 託

南武線フォーク村
第22回 フリートークコンサート
2月16日（日）　12：00開演 
会場／中原市民館 音楽室
出演／柏木ダディ、モリさん、MJ、ラッキーキャッツ、

CHIVE、富塚保之助倶楽部、martin028ｋ
問合せ／村長（大塚）　☎044-533-6536

プラチナファッションショー in 麻生
2月29日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館
出演／65歳以上の市内在住の方
問合せ／「プラチナファッションショー2019実行委員会」
事務局（市民文化振興室）　☎044-200-2433

★MUZAスペシャルナイトコンサート
　MUZA JAZZ NIGHT！
Vol.1 渡辺香津美プレゼンツLIVE at MUZA
1月24日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／TOCHIKA、Minor Swing、遠州つばめ返し 他
出演／ギター：渡辺香津美、サックス：須川展也、トロン
ボーン：村田陽一、ベース：井上陽介
Vol.2 バレンタインスペシャル
2月14日（金）　18：30開場　19：00開演
出演／ピアノ：H ZETT M
料金／各回全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円 託

託

出演／指揮：齋藤友香理、チェロ：横坂源
第155回　3月8日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／リリ・ブーランジェ：春の朝に、ドビュッシー：牧神
の午後への前奏曲、ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調、サン＝
サーンス：交響曲 第3番「オルガン付き」
出演／指揮：大友直人、ピアノ：黒沼香恋、オルガン：大木
麻理
料金／各回全席指定 S席6,000円～C席3,000円

2nd Year Class Revue
2月1日（土）　①12：30開場　13：00開演
　　　　　　 ②17：30開場　18：00開演
　　2日（日）　③10：30開場　11：00開演
　　　　　　 ④15：30開場　16：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス
出演／ミュージカルコース2年生
＊要予約

☆大学院グランプリ特別演奏会
2月2日（日）　14：30開場　15：00開演

出演／ピアノ：ミハイル・カンディンスキー、バリトン：
竹内利樹、ソプラノ：高瀬結花子、ピアノ伴奏：大下沙織
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5370

未

パイプオルガン：大木麻理、管弦楽：東京室内管弦楽団
料金／全席指定 2,000円、こども(0歳～小学生)1,000円
＊2歳までは膝上鑑賞可(チケット不要)。ただし、保護
者1名につきお子様1名まで。3歳以上は要チケット。　
問合せ／東京室内管弦楽団　☎03-6459-0512

出演／FILM SCORE PHILHARMONIC ORCHESTRA、
指揮：奥村伸樹、コンサートマスター：金子昌憲、音楽監督：
戸田信子
料金／全席指定 2,000円　＊小学生から入場可
問合せ／事務局　☎050-5316-4350

3月14日（土）　17：00開場　17：30開演
出演／フルート：工藤重典、ヴァイオリン：加藤知子、
オーボエ：古部賢一、ファゴット：河村幹子、コルノダ
カッチャ：菊本和昭、ピッコロ・トランペット：ラインホルト・
フリードリッヒ、チェンバロ：中野振一郎
料金／全席指定 S席6,300円、S席シルバー(65歳以上)
5,800円、A席4,500円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

会場／麻生市民館
料金／全席指定 5,000円

5月6日（水・振）　15：30開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：大友直人、ヴァイオリン：松田理奈
料金／全席指定 S席5,500円～B席3,500円

未

歌声喫茶ともしび in ミューザ川崎
1月28日（火）　13：30開場　14：00開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席自由 2,000円
＊チケット要申込
問合せ／ともしび音楽企画
☎＆FAX03-6907-3801

夢こんさぁと
2月20日（木）　11：30開場　12：05開演
会場／日吉合同庁舎 タウンホールやまぶき
出演／マリンバ：ダブルシュガー
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

水曜ナイトライブ in LAZONA
1月29日（水）　18：00開演
出演／style-3!、YUKIKA、澪
2月26日（水）　18：00開演 
出演／RebellioN、立石純子、待良
会場／ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場
問合せ／カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636

＜プレイベント＞
2020若きアーティストたちの響演
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席自由 1,500円、学生1,000円

昭和音楽大学・ソウル市立大学校
日韓大学交流コンサート
4月12日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席自由 1,000円、学生500円

日程／4月18日(土)～5月10日(日)
会場／小田急線・新百合ヶ丘駅周辺各ホール 他

ジャズコースライブ
1月18日（土）、19日（日）　10：30開場　11：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス 未
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イベントカレンダー

ピアノ合同発表会
第2回大人の音楽発表会
2月9日（日）　15：00開場　15：15開演 
会場／高津市民館 （ノクティホール）
問合せ／コンパル・ミュージック　☎044-755-6691

しんゆりジャズスクエアvol.42
1月24日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター
曲目／ルート66、素敵なあなた、ベサメムーチョ、ベイ
ジン・ストリートブルース、マシュケナダ、グレンミラー
メドレー
出演／ジャズコーラス：BREEZE、ピアノ：野口久和、
ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正、ドラム：吉岡大輔
料金／全席自由 2,500円、2枚セット券4,500円、
4枚セット券8,500円 
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

第140回あさお芸術のまちコンサート
ユリホールコンサート
2月16日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール

2020若きアーティストたちの響演
ジャズ・ポピュラーライブ
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月12日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席自由 1,500円、学生1,000円

＜オープニング公演＞
藤原歌劇団公演「カルメン」
G.ビゼー作曲　オペラ全4幕
＜字幕付き原語(フランス語)上演＞
4月25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）
13：00開場　14：00開演
※各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席12,800円～C席3,000円

Music Bar 本田バンド
4月26日（日）　17：00開場　18：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 テーブル席（1ドリンク付き）5,000 円 、
階段席（飲食不可）4,000 円

和太鼓 梵天コンサート2020
4月29日（水・祝）　15：00開場　15：30開演

フルートライヴ in ユリホール2020
工藤重典と仲間たち
4月29日（水・祝）　15：30開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール 
料金／全席指定 3,800円、学生2,000円

Music Bar
The Coconut Cups Live 2020
4月29日（水・祝）　17：00開場　18：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 テーブル席（1ドリンク付き）
4,000 円、階段席（飲食不可）3,000 円

トリオ・リベルタ　コンサート
5月2日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席5,000円～B席3,000円

藤原歌劇団 Quattro Aria
スプリングコンサート2020
5月2日（土）　16：30開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学　ユリホール
料金／全席指定　前売3,000円、当日3,500円

0歳からのコンサート
5月3日（日・祝）　①9：15開場　 10：00開演　
　　　　　　　　②11：25開場　12：10開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 大人1,500円、子ども500円
＊3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

「ゴジラ」シネマコンサート
5月4日（月・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：和田薫、演奏：テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席7,000円～学生3,000円

昭和音楽大学アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Ｖol.1
かのんぷ♪と歌おう!＠しんゆり
5月4日（月・祝）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール 
料金／全席自由 2,000円、学生1,000円、子ども
500円（小学生まで）
＊2歳以下ひざ上無料

小林朋子 ヴァイオリン リサイタル
2月8日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ファリャ：スペイン民謡組曲、ドビュッシー：ヴァイ
オリンソナタ、J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンパル
ティータ第2番 シャコンヌ、メシアン：主題と変奏 他
出演／ヴァイオリン：小林朋子、ピアノ：今井彩子
料金／全席自由 2,500円、学生（高校生以下）1,000円
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

新春うたごえカフェ in ポトス
1月19日（日）　15：00開場　15：30開演
会場／宿河原 diningポトス
出演／歌唱指導：ささいはるみ、ピアノ：田中慶、ギター：
増田義昭
料金／全席自由 2,000円（飲食一品付）
問合せ／健やかフィールドまきば会
☎080-3123-1979

川崎混声合唱団第54回定期演奏会
1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／世界のうた（夢路より、遠き山に日は落ちて、トロ
イカ、サンタルチア、ローレライ）、混声合唱のためのカン
タータ『土の歌』 他
出演／指揮：小笠原吉秀、ピアノ：遠藤有子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／事務局（粟飯原）　☎044-900-3211

うたごえサロン
1月17日（金）、2月28日（金）
13：30開場　14：00開演 
会場／多摩市民館 3階視聴覚室
出演／うたごえリーダー：くりたはる、ピアノ：水岡の
ぶゆき、音響・映像:小田克彦
料金／全席自由 1,000円＊参加費は当日受付にて
問合せ／森　☎090-1665-2790

多 摩 区

ソレイユほっとコンサート2020
1月26日（日）　12：50開場　13：30開演
曲目／「世界遺産とシネマ音楽」空中都市「マチュピチュ」
～隠された太陽神殿の謎、 富士山(Mont fuji）～北斎
の版画に触発されて～、「スター・ウォーズ」メインテー
マ、交響組曲「シネマ・トリロジー」、～スタジオジブリ・
コレクション～ 他
出演／指揮：竹内俊明
問合せ／事務局　☎080-7048-1015

第30回コーラルフェストかわさき
2月1日（土）　13：00開場　13：30開演
出演／市内で活動する合唱団：22団体、第30回コーラル
フェストかわさき特設合唱団、特別出演：川崎市立南生田
小学校合唱団
2月2日（日）　10：00開場　10：30開演 
出演／市内で活動する合唱団:39団体、ゲスト:Combinir 
di Corista
問合せ／川崎市合唱連盟事務局（中山）
☎070-4211-6457

川崎市消防音楽隊定期演奏会
2月22日（土）　13：00開場　14：00開演
申込／1月17日（消印有効）までに、往復はがきに住所、
氏名、電話番号、希望人数（2人まで）を記入し、
〒216-0011 川崎市消防音楽隊まで。
＊応募者多数の場合は抽選
問合せ／川崎市消防局総務部人事課音楽隊
☎044-975-0119

日中友好記念作品　舞劇Dance Drama「朱鷺」
3月3日（火）　18：00開場　18：30開演
料金／全席指定 S席7,600円、A席7,100円（税込）
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999

SHISHAMO ワンマンツアー2020 春
3月6日（金）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 5,500円（税込）
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888（平日12時～19時）

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

▲は：問合せ／カルッツかわさき
（川崎市スポーツ・文化総合センター）☎044-222-5223

吉田兄弟 20周年記念コンサート
- The Yoshida Brothers ‒
1月11日（土）　14：30開場　15：30開演
　　12日（日） 　13：30開場　14：30開演
料金／全席指定 7,000円（税込）
問合せ／キョードー東京　☎0570-550-799
（平日11：00～18：00／土日祝10：00～18：00）

東京アマデウス管弦楽団第91回演奏会
3月1日（日）　13：30開場　14：00開演 
曲目／プログラムブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 、
ブルックナー：交響曲第6番
出演／指揮：石川星太郎、ヴァイオリン：金川真弓
料金／全席自由 2,000円
問合せ／事務局　☎090-4226-8012

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア 第78回
3月2日（月）　12：15開演
会場／ミューザ川崎 １階ガレリア広場
出演／東京交響楽団メンバー

第13回幸区民音楽祭
「さいわいハナミズキコンサート」
2月29日（土）　12：45開場　13：15開演
出演／揚琴：張林、マリンバ：廣田裕佳、冨貴塚理恵、
吹奏楽：川崎市立御幸中学校吹奏楽部、フルート・ハープ：
StressFree、ソプラノ・ピアノ：三部恵梨・栗原里美、
ヴァイオリン・ピアノ：伊藤万桜・赤松美紀
申込方法／往復はがきに申込人数（2名まで）と代表者
の氏名・住所・電話番号、同伴者名、車いす利用の場合は
要記入。1月17日（消印有効）
〒212-8570 幸区役所地域振興課「ハナミズキコン
サート担当」まで。
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

2019-2020Winer 東京室内管弦楽団　
Luxury Classics マエストロセレクトVol.2
2月15日（土）　13：30開場  14：00開演
曲目／アルチュニアン：トランペット協奏曲 変イ長調、
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲
第5番 
出演／指揮：志村健一、ヴァイオリン：物集女純子、トラン
ペット：津守祥三、管弦楽：東京室内管弦楽団
料金／全席指定 S席4,800円、A席3,800円、B席：
2,800円
問合せ／東京室内管弦楽団　☎03-6459-0512

フィエスタ・デル・ニーニョ合奏団第8回定期公演
1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／アンゲラー：おもちゃの交響曲、オードウェイ：旅愁
（弦楽合奏版）、ショパン：ピアノ協奏曲第1番（弦楽合奏版）、
レスピーギ：「リュートのための古風な舞曲とアリア」
第3組曲 他
出演／指揮：山本雄、ピアノ：堀谷桜介
料金／全席自由
問合せ／芸術村あすなろ事務局　☎044-853-1649

★MUZA音楽サロン　アーティストを知る !
第2回「コラボレーションの妙味をあじわう」
2月19日（水）　13：30開場　14：00開演
曲目／バルトーク/イゾワール：ルーマニア民俗舞曲より、
ケルル：かっこうによるカプリッチョ 他
出演／プレゼンター：松居直美（ミューザ川崎シンフォニー
ホール・アドバイザー）、オルガン：青木早希、トークゲスト：
マンガノマシップ（マイムユニット）
第3回「“装い”で楽しむコンサート」
3月2日（月）　13：30開場　14：00開演 
出演／ヴァイオリン：福留史紘（東京交響楽団第2ヴァイ
オリン奏者・フォアシュピーラー）、トークゲスト：有田
一成（TAILOR&CUTTERデザイナー） 他
料金／各回全席自由 3,000円（お茶とお菓子付／
100席のみ）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室

ミューザ川崎シンフォニーホール
★は:問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200  ※未就学児入場不可

ブルーメン・フィルハーモニー
第50回記念定期演奏会
1月11日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ブリテン：シンプルシンフォニー、マーラー：交響曲
第9番
出演／指揮：寺岡清高
料金／全席自由 2,000円
問合せ／事務局　☎080-3666-8908

横浜シンフォニックアンサンブル
第27回定期演奏会
1月13日（月･祝）　13：20開場　14：00開演
曲目／ドビュッシー；牧神の午後への前奏曲、交響詩
「海」～管弦楽のための3つの交響的素描、バルトーク：
管弦楽のための協奏曲
出演／指揮：野村英利
料金／全席指定 1,500円
問合せ／事務局　☎080-4064-1200

オーケストラ・ゾルキー 2020年演奏会
1月19日（日）　18：30開場　19：00開演
曲目／チャイコフスキー：幻想曲「フランチェスカ・ダ・
リミニ」、マンフレッド交響曲
出演／指揮：長田雅人、オルガン：野田美香
料金／全席自由 1,000円
＊川崎市民または60歳以上の方は無料ご招待あり
問合せ／広報（嵯峨根）　☎090-3596-4639

早稲田大学交響楽団 第205回定期演奏会
2月10日（月）  18：00開場  19：00開演
曲目／ハイドン：交響曲 第101番 「時計」、メンデルス
ゾーン：劇付随音楽「真夏の夜の夢」より抜粋、マーラー：
交響曲 第1番「巨人」
出演／指揮：寺岡清高
料金／全席指定 S席3,500円、A席3,000円、B席
2,500円、学生A席2,500円、学生B席2,000円
問合せ／交響楽団事務所　☎03-3204-3585

神奈川県職場・一般吹奏楽連盟創立20周年記念
吹奏楽フェスティバル
2月2日（日）　12：50開場　13：30開演
出演／加盟団体有志によるフェスティバルバンド、横浜
創英中学・高等学校吹奏楽部、指揮：大井剛史
問合せ／小長井（こながい）　☎044-750-3119

公 開 講 座
川崎音楽愛好会
～クラシック音楽を聴き、語り合う音楽の広場
第244回例会＜リズムを楽しんで　リズムに気をつけて＞
1月19日（日）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：生島順一
第245回例会＜イギリス音楽復興に向けてーエルガー
と3人の作曲家たちー＞
2月28日（金）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：藤沢博
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

声のワークショップ
1月26日（日）　9：30開場　10：00開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／講師：境信博（二期会会員、洗足学園音楽大学
講師、川崎市民オペラ副代表）
問合せ／事務局(篠田)　☎090-9374-0316

Senzoku Digital Music & Arts
Project
1月20日（月）　17：30開場 　18：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス

高津クラシックコンサート
3月8日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ブルッフ：スコットランド幻想曲、フローレン・
シュミット：ディオニソスの祭り、プロコフィエフ：組曲
「ロミオとジュリエット」より 他
出演／ヴァイオリン：松本裕香、ピアノ：花田えり佳、
ハープ：中山京、音楽監督・指揮:箕輪響、演奏：管楽合
奏団アルスノバ
料金／全席自由 1,000円
＊1月21日（火）10時から高津市民館受付前（11階）で
販売開始。
問合せ／高津区生涯学習支援課
☎044-814-7603

みぞげきCLASSICS Vol.4
モーニング&アフタヌーン コンサート 
3月10日（火）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　②13：30開場　14：00開演
曲目／ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー、プー
ランク：ピアノとオーボエとバソンのための三重奏曲、
ピアソラ：リベルタンゴ
料金／500円（1ドリンクオーダー）
Premium concert
3月11日（水）　19：00開場　19：30開演
曲目／ピアソラ：リベルタンゴ、ガーシュイン：ラプ
ソディ・イン・ブルー、ベートーヴェン：エリーゼの為に、
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番 他
料金／5,000円(1ドリンク込)
出演／サクソフォン：山川寛子、野原シーサー朝宇、
ピアノ：田村瑞記
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

あなたの好きな曲に出会えるチャンス
「かるがもコンサート」
3月12日（木）　14：00開場　14：30開演
会場／生活文化会館（てくのかわさき）
出演／歌唱指導・歌:古渡智江、ピアノ：坂本紫
ソプラノデュエット：田中安基子、根岸智枝、クラシック
ベルミュージックベルアンサンブル：ラ・ベル・カンター
ビレ、ハーモニカ：デュオハニー 他
料金／1,000円（手づくり冊子・おやつ代含む） 
問合せ／実行委員会
☎044-811-7863

第5回 かわさきハーモニカの集い
2月23日（日・祝）　11：50開場　12：20開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
問合せ／川崎ハーモニカ協議会（浅井）　
☎044-711-6971

第16回 ふれあい歌声喫茶
2月18日（火）　13：20開場　14：00開演
会場／生活文化会館（てくのかわさき）
料金／全席自由 300円
問合せ／高津区社会福祉協議会地域課（武井）
☎044-812-5500

音楽喫茶 in なかはら
1月17日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：佐藤政代
2月21日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：市川素雅子
会場／Coffee Spot Life
料金／全席自由 1,800円（ケーキセット付）
＊要事前予約、当日受付で支払い
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎&FAX044-711-2316

麻 生 区
音楽交流サロン 奏
夢・雪・星
1月23日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「夢路より」「星影のワルツ」「北風
小僧の寒太郎」　
人・光・旅
2月27日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「サンタルチア」「遠くへ行きたい」
「365歩のマーチ」　
3月12日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「恋するフォーチュンクッキー」
「時の流れに身をまかせ」「いい日旅立ち」
出演／ヴァイオリン:石井百合、サックス:かみむら泰一、
ピアノ:三宅広輝、フルート:江口義実、ボーカル:渓
なつき、ソプラノ:渡辺麻衣、ピアノ:大川知子、フルート:
塚本満帆子、市民企画：らふう（1/23）、スィング・ロウ
（2/27）
料金／自家製お菓子＆飲み物（各種100円）
会場・問合せ／川崎授産学園　☎044-954-5011 未

中 原 区
ランチタイム・ロビーコンサート
第84回　1月16日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／ジブリ映画音楽、シチリアーノ、涙そうそう、
アベマリア、ナイチンゲール 他
出演／フルート・ハープ：メルフィーユ
第85回　2月18日（火）　12：00開場　12：10開演
曲目／にじいろ、なごり雪、赤いスイートピー、忘れないよ
～はじまりの場所～、川の流れのように 他
出演／ピアノ弾き語り:YOSHIE
会場／生涯学習プラザ
問合せ／川崎市生涯学習財団 ロビーコンサート担当
☎044-733-5811

小黒恵子童謡記念館ミニコンサート vol.32
「寄り道クラシック」
1月19日（日）　14：00開演
出演／ソプラノ：島田優花、ピアノ：佐々理子
料金／入館料 大人200円、小学生以上18歳以下
100円　＊未就学児無料
会場・問合せ／小黒恵子童謡記念館
☎044-767-9646 未

花コンサート
第215回　1月28日（火）　12：00開演
出演／オリエンタル オクシデント(オーボエ：志村樺奈、
笙：東田はる奈）
第216回　2月25日（火）　12：00開演
出演／チェロ：田中里奈、ピアノ：岩元理紗
会場／高津区役所 １階市民ホール（ロビー）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

あおい と このは
『SPECIAL 2マンSTAGE』
1月12日（日）　11：00開場　11：30開演
出演／二木蒼生、熊田このは
料金／全席自由 3,300円（1ドリンクオーダー）
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎ 044-850-0038(11時～20時)

In Unity2020
1月26日（日）　11：40開場　12：00開演
会場／中原区役所
出演／専修大学グリーンサウンズオーケストラ、橋本
聖子、GABU、和太鼓祇園、ブリリアントスターズ神奈川、
林竜也、大西学園高等学校吹奏楽部（ゲスト） 他
特別企画：ゴッパチ!!コーラス隊
問合せ／実行委員会事務局（中原区役所地域振興課）
☎044-744-3324 未

牛田智大ピアノ・リサイタル
2月27日（木）　18：30開場　19：00開演
会場／麻生市民館 
曲目／バッハ：イタリア協奏曲 へ長調、ショパン：ワルツ 
第4番、ピアノ・ソナタ 第2番、ポロネーズ 第6番「英雄」、
4つのマズルカ Op.24、幻想曲 へ短調、バラード 第
4番、舟歌 嬰ヘ長調  
料金／全席指定 3,500円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

川崎市内高等学校　連合音楽会
1月25日（土）　11：00開演
会場／麻生市民館
問合せ／川崎市立川崎高等学校　音楽科
☎044-244-4981

☆大学院研究・修了演奏会
1月17日（金）　13：00開場　13：30開演
　　20日（月）　10：30開場　11：00開演
　　21日（火）　 9：30開場　10：00開演    
　　22日（水）　 9：30開場　10：00開演
　　23日（木）　13：00開場　13：30開演
　　24日（金）　 9：30開場　10：00開演
　　25日（土）　 9：30開場　10：00開演
　　27日（月）　16：00開場　16：30開演
　　28日（火）　 9：30開場　10：00開演
　　31日（金）　 9：30開場　10：00開演

高 津 区
和太鼓グループ刻樂  第2回単独自主公演 『剋』
1月11日（土）　①13：00開場　13：30開演
　　　　　　　②17：00開場　17：30開演
料金／2,000円（1ドリンクオーダー）
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11：00～20：00）

みやまえロビーコンサート
第313回　1月21日（火）　12：05開演 
第314回　2月25日（火）　12：05開演
会場／宮前区役所 2階ロビー
問合せ／宮前区役所地域振興課
☎044-856-3134

宮 前 区

☆専攻科 修了演奏会
1月27日（月）　12：30開場　13：00開演

第16回子どもの音楽の祭典
1月26日（日）　12：30開場　13：00開演 
＊詳細は7ページに

リコーフィルハーモニーオーケストラ第67回
演奏会
2月23日（日・祝）　12：50開場　13：30開演
曲目／メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」、
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調、ムソルグスキー
（ラヴェル編）：組曲「展覧会の絵」
出演／指揮：井崎正浩、チェロ：江口心一
料金／全席指定 前売り1,000円、当日1,500円
問合せ／リコーフィルハーモニーオーケストラ
☎03-3777-8111

「スーパーヒーローズ」オーケストラコンサート
2月24日（月・振）　15：00開場　16：00開演

★ホールアドバイザー松居直美企画
　言葉は音楽、音楽は言葉
　「パイプオルガンとパントマイムが紡ぐ物語」
2月22日（土）　13：00開場　14：00開演 
　　　　　　　　＊13：20　プレトーク
曲目／ルイ・マルシャン： グラン・ディアローグ、バル
トーク/イゾワール：ルーマニア民俗舞曲から抜粋、メシ
アン：聖霊降臨祭のミサから 「鳥たちと泉」 他
出演／パイプオルガン：青木早希、マイム：マンガノマ
シップ
料金／全席指定 3,000円、U25（小学生～25歳）
1,000円 託

東芝グランドコンサート2020 
サントゥ＝マティアス・ロウヴァリ指揮
エーテボリ交響楽団
2月28日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／ステンハンマル：交響的序曲『エクセルシオール !
（天の高みに昇らん）』、ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン
協奏曲第1番、シベリウス：交響曲第2番
出演／ヴァイオリン：三浦文彰
料金／全席指定 S席13,000円、S席（プログラム付）
13,500円、S席（リハーサル鑑賞付）13,000円、A席
11,000円、B席9,000円、C席7,000円、D席5,000円、
学生席3,000円    
問合せ／クラシック事務局　☎0570-012-666

未

Harvest
vol.1 1月23日（木）　17：30開場　18：00開演
vol.2 1月24日（金）　17：30開場　18：00開演
vol.3 1月25日（土）　17：30開場　18：00開演
vol.4 1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス

未

第168回中原区役所コンサート
1月29日（水）　11：30開場　12：10開演
会場／中原市民館
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324

0歳から入場OK ! 　
ぼくとわたしのコンサートデビュー
シンフォニック編
2月15日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲、
三澤慶(編曲)：ディズニーファンタスティックメドレー～
リトルマーメイド・アラジン・塔の上のラプンツェル・
アナと雪の女王 より～ 他
出演／指揮：志村健一、お話とナレーション：中村備生、

★ミューザ川崎シンフォニーホール＆東京交響
　楽団 名曲全集 
第153回　1月19日（日） 13：30開場　14：00開演
曲目／グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第4番、チャイコフスキー：
交響曲 第5番
出演／指揮：ベン・グラスバーグ 、ピアノ：上原彩子
第154回　2月9日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ハイドン：チェロ協奏曲 第1番（弾き振り）、ズザ
ンネ・ツァガール＝スヴィリドフ：チェロ協奏曲（横坂源
による委嘱作品）、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲

一期一会 ～ピアノと語りの世界～ ⅷ
1月13日（月・祝）　17：00開場　17：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／ピアノ：岩崎能子、語り：森山太
料金／全席自由 大人前売 2,000円（当日2,800円）、
中学生以下前売 1,000円（当日1,500円）
問合せ／一期一会事務局　☎090-5790-7618 未

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第74回
2月1日（土）　14：00開演
曲目／リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲 、天野
正道：ウナ・オベルテューラ・エスパニョーラ・ファルサ
「エル・ハルディン・デ・ロス・レクエルドス」（管弦楽版
初演）、ロドリーゴ：アランフェス協奏曲、ファリャ：バレエ
「三角帽子」第2組曲
出演／指揮：ヘルムート・ライヒェル・シルヴァ、トラン
ペット：エリック・ミヤシロ、ギター：ラファエル・アギーレ
料金／全席指定 S席7,000円～P席2,500円　　　
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時～17時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可
☆は：会場／洗足学園  前田ホール

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」
5月5日（火・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席指定 大人2,500円、子ども（3歳～
中学生）1,000円、大人･子どもペア3,000円
＊2歳以下入場不可

奄美の黒うさぎコンサート
5月6日（水・振）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席自由 4,000円

＜フィナーレ公演＞
東京交響楽団
ドイツ“三大B”名曲コンサート

Jazz Festival
at Conservatory 2020
5月5日（火・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席自由 一般・大学生1,000円、中高生
500円、小学生以下無料

オーストリア音楽家交流コンサート
2月14日（金）　14：00開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
＊詳細は7ページに

★モーツァルト・マチネ
第39回　1月18日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／C.P.E.バッハ：シンフォニア 変ホ長調、トーマス
=リンリーJr.：ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調、モーツァルト：
交響曲 第26番、ヴァイオリン協奏曲 第1番
出演／ヴァイオリン（弾き振り）：佐藤俊介、管弦楽：東京
交響楽団
第40回　3月14日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／モーツァルト：フルート四重奏曲 第3番、交響曲 
第35番 「ハフナー」、ピアノ協奏曲 第13番
出演／指揮：原田慶太楼、ピアノ：金子三勇士、管弦楽：
東京交響楽団 〈フルート四重奏〉フルート：八木瑛子、
ヴァイオリン：水谷晃、ヴィオラ：武生直子、チェロ：伊藤
文嗣
料金／各回全席指定 3,500円、U25（小学生～25歳） 
1,000円 託

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート2020
「ベートーヴェンが描いたチェロ」
藤原真理 チェロ・リサイタル
3月7日（土）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：モーツァルト「魔笛」より 『恋を
知るほどの殿方には』の主題による7つの変奏曲、
『可愛い娘か女房がいれば』の主題による12の変奏曲、
ピアノとチェロのためのソナタ 第3番、 第5番
出演／チェロ：藤原真理、ピアノ：倉戸テル　 
料金／全席指定 4,000円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

ブランデンブルク協奏曲全曲 工藤重典 with 
フレンズ

★第6回 被災地復興支援チャリティ・コンサート
3月11日（水）　18：00開演　18：30開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付き」、新実徳英
（作詩：ナーズム・ヒクメット／訳詩：中本信幸）：交響組曲
〈生命のうた〉（新作委嘱・世界初演）
出演／指揮：秋山和慶、管弦楽：洗足学園音楽大学
ニューフィルハーモニック管弦楽団、ソプラノ：塩田美奈子、
アルト：藤井麻美、テノール：中鉢聡、バリトン：大山大輔、
合唱：被災地復興支援チャリティ合唱団
料金／全席指定 1,000円
＊チケット代は、被災地復興支援のために川崎市を通じて
　全額寄付 託

スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕
5月9日（土）、10日(日)　13：15開場　14：00開演
※各日13:40より総監督 小山久美によるプレ
トークあり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 SS席11,000円～B席4,000円
（子ども2,000円）
＊3歳以下入場不可

＜2月3日（月）チケット発売開始＞
＊公演詳細（料金・開演時間等）はＨＰでご確認
ください
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭2020実行委員会
事務局　☎044-952-5024（9：30～17：00）

★MUZAランチタイムコンサート＆
　MUZA　ワインBAR 　
　心が跳ねる! アイリッシュサウンド
2月20日（木）　①11：30開場　12：10開演
　　　　　　　 ②18：30開場　19：00開演
曲目／ロンドンデリーの歌（ダニー・ボーイ）、映画「タイ
タニック」から テーマ、ダンスチューン 他
出演／アイリッシュ・ミュージック・インストゥルメンタル・
バンド：O'Jizo<オジゾー>（アイリッシュ フルート・
ホイッスル：豊田耕三、ギター・バンジョー・マンドリン：
長尾晃司、アコーディオン、ブズーキ：中村大史）
料金／全席自由 ①500円、②3,500円（1ドリンク券
付き）、ペア割6,000円（2名分のドリンク付き） 託

南武線フォーク村
第22回 フリートークコンサート
2月16日（日）　12：00開演 
会場／中原市民館 音楽室
出演／柏木ダディ、モリさん、MJ、ラッキーキャッツ、

CHIVE、富塚保之助倶楽部、martin028ｋ
問合せ／村長（大塚）　☎044-533-6536

プラチナファッションショー in 麻生
2月29日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館
出演／65歳以上の市内在住の方
問合せ／「プラチナファッションショー2019実行委員会」
事務局（市民文化振興室）　☎044-200-2433

★MUZAスペシャルナイトコンサート
　MUZA JAZZ NIGHT！
Vol.1 渡辺香津美プレゼンツLIVE at MUZA
1月24日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／TOCHIKA、Minor Swing、遠州つばめ返し 他
出演／ギター：渡辺香津美、サックス：須川展也、トロン
ボーン：村田陽一、ベース：井上陽介
Vol.2 バレンタインスペシャル
2月14日（金）　18：30開場　19：00開演
出演／ピアノ：H ZETT M
料金／各回全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円 託

託

出演／指揮：齋藤友香理、チェロ：横坂源
第155回　3月8日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／リリ・ブーランジェ：春の朝に、ドビュッシー：牧神
の午後への前奏曲、ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調、サン＝
サーンス：交響曲 第3番「オルガン付き」
出演／指揮：大友直人、ピアノ：黒沼香恋、オルガン：大木
麻理
料金／各回全席指定 S席6,000円～C席3,000円

2nd Year Class Revue
2月1日（土）　①12：30開場　13：00開演
　　　　　　 ②17：30開場　18：00開演
　　2日（日）　③10：30開場　11：00開演
　　　　　　 ④15：30開場　16：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス
出演／ミュージカルコース2年生
＊要予約

☆大学院グランプリ特別演奏会
2月2日（日）　14：30開場　15：00開演

出演／ピアノ：ミハイル・カンディンスキー、バリトン：
竹内利樹、ソプラノ：高瀬結花子、ピアノ伴奏：大下沙織
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5370

未

パイプオルガン：大木麻理、管弦楽：東京室内管弦楽団
料金／全席指定 2,000円、こども(0歳～小学生)1,000円
＊2歳までは膝上鑑賞可(チケット不要)。ただし、保護
者1名につきお子様1名まで。3歳以上は要チケット。　
問合せ／東京室内管弦楽団　☎03-6459-0512

出演／FILM SCORE PHILHARMONIC ORCHESTRA、
指揮：奥村伸樹、コンサートマスター：金子昌憲、音楽監督：
戸田信子
料金／全席指定 2,000円　＊小学生から入場可
問合せ／事務局　☎050-5316-4350

3月14日（土）　17：00開場　17：30開演
出演／フルート：工藤重典、ヴァイオリン：加藤知子、
オーボエ：古部賢一、ファゴット：河村幹子、コルノダ
カッチャ：菊本和昭、ピッコロ・トランペット：ラインホルト・
フリードリッヒ、チェンバロ：中野振一郎
料金／全席指定 S席6,300円、S席シルバー(65歳以上)
5,800円、A席4,500円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

会場／麻生市民館
料金／全席指定 5,000円

5月6日（水・振）　15：30開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：大友直人、ヴァイオリン：松田理奈
料金／全席指定 S席5,500円～B席3,500円

未

歌声喫茶ともしび in ミューザ川崎
1月28日（火）　13：30開場　14：00開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席自由 2,000円
＊チケット要申込
問合せ／ともしび音楽企画
☎＆FAX03-6907-3801

夢こんさぁと
2月20日（木）　11：30開場　12：05開演
会場／日吉合同庁舎 タウンホールやまぶき
出演／マリンバ：ダブルシュガー
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

水曜ナイトライブ in LAZONA
1月29日（水）　18：00開演
出演／style-3!、YUKIKA、澪
2月26日（水）　18：00開演 
出演／RebellioN、立石純子、待良
会場／ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場
問合せ／カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636

＜プレイベント＞
2020若きアーティストたちの響演
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席自由 1,500円、学生1,000円

昭和音楽大学・ソウル市立大学校
日韓大学交流コンサート
4月12日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席自由 1,000円、学生500円

日程／4月18日(土)～5月10日(日)
会場／小田急線・新百合ヶ丘駅周辺各ホール 他

ジャズコースライブ
1月18日（土）、19日（日）　10：30開場　11：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス 未
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イベントカレンダー

ピアノ合同発表会
第2回大人の音楽発表会
2月9日（日）　15：00開場　15：15開演 
会場／高津市民館 （ノクティホール）
問合せ／コンパル・ミュージック　☎044-755-6691

しんゆりジャズスクエアvol.42
1月24日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター
曲目／ルート66、素敵なあなた、ベサメムーチョ、ベイ
ジン・ストリートブルース、マシュケナダ、グレンミラー
メドレー
出演／ジャズコーラス：BREEZE、ピアノ：野口久和、
ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正、ドラム：吉岡大輔
料金／全席自由 2,500円、2枚セット券4,500円、
4枚セット券8,500円 
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

第140回あさお芸術のまちコンサート
ユリホールコンサート
2月16日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール

2020若きアーティストたちの響演
ジャズ・ポピュラーライブ
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月12日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席自由 1,500円、学生1,000円

＜オープニング公演＞
藤原歌劇団公演「カルメン」
G.ビゼー作曲　オペラ全4幕
＜字幕付き原語(フランス語)上演＞
4月25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）
13：00開場　14：00開演
※各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席12,800円～C席3,000円

Music Bar 本田バンド
4月26日（日）　17：00開場　18：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 テーブル席（1ドリンク付き）5,000 円 、
階段席（飲食不可）4,000 円

和太鼓 梵天コンサート2020
4月29日（水・祝）　15：00開場　15：30開演

フルートライヴ in ユリホール2020
工藤重典と仲間たち
4月29日（水・祝）　15：30開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール 
料金／全席指定 3,800円、学生2,000円

Music Bar
The Coconut Cups Live 2020
4月29日（水・祝）　17：00開場　18：00開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 テーブル席（1ドリンク付き）
4,000 円、階段席（飲食不可）3,000 円

トリオ・リベルタ　コンサート
5月2日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席5,000円～B席3,000円

藤原歌劇団 Quattro Aria
スプリングコンサート2020
5月2日（土）　16：30開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学　ユリホール
料金／全席指定　前売3,000円、当日3,500円

0歳からのコンサート
5月3日（日・祝）　①9：15開場　 10：00開演　
　　　　　　　　②11：25開場　12：10開演
会場／新百合21ホール
料金／全席指定 大人1,500円、子ども500円
＊3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

「ゴジラ」シネマコンサート
5月4日（月・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：和田薫、演奏：テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席7,000円～学生3,000円

昭和音楽大学アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Ｖol.1
かのんぷ♪と歌おう!＠しんゆり
5月4日（月・祝）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール 
料金／全席自由 2,000円、学生1,000円、子ども
500円（小学生まで）
＊2歳以下ひざ上無料

小林朋子 ヴァイオリン リサイタル
2月8日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ファリャ：スペイン民謡組曲、ドビュッシー：ヴァイ
オリンソナタ、J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンパル
ティータ第2番 シャコンヌ、メシアン：主題と変奏 他
出演／ヴァイオリン：小林朋子、ピアノ：今井彩子
料金／全席自由 2,500円、学生（高校生以下）1,000円
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

新春うたごえカフェ in ポトス
1月19日（日）　15：00開場　15：30開演
会場／宿河原 diningポトス
出演／歌唱指導：ささいはるみ、ピアノ：田中慶、ギター：
増田義昭
料金／全席自由 2,000円（飲食一品付）
問合せ／健やかフィールドまきば会
☎080-3123-1979

川崎混声合唱団第54回定期演奏会
1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／世界のうた（夢路より、遠き山に日は落ちて、トロ
イカ、サンタルチア、ローレライ）、混声合唱のためのカン
タータ『土の歌』 他
出演／指揮：小笠原吉秀、ピアノ：遠藤有子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／事務局（粟飯原）　☎044-900-3211

うたごえサロン
1月17日（金）、2月28日（金）
13：30開場　14：00開演 
会場／多摩市民館 3階視聴覚室
出演／うたごえリーダー：くりたはる、ピアノ：水岡の
ぶゆき、音響・映像:小田克彦
料金／全席自由 1,000円＊参加費は当日受付にて
問合せ／森　☎090-1665-2790

多 摩 区

ソレイユほっとコンサート2020
1月26日（日）　12：50開場　13：30開演
曲目／「世界遺産とシネマ音楽」空中都市「マチュピチュ」
～隠された太陽神殿の謎、 富士山(Mont fuji）～北斎
の版画に触発されて～、「スター・ウォーズ」メインテー
マ、交響組曲「シネマ・トリロジー」、～スタジオジブリ・
コレクション～ 他
出演／指揮：竹内俊明
問合せ／事務局　☎080-7048-1015

第30回コーラルフェストかわさき
2月1日（土）　13：00開場　13：30開演
出演／市内で活動する合唱団：22団体、第30回コーラル
フェストかわさき特設合唱団、特別出演：川崎市立南生田
小学校合唱団
2月2日（日）　10：00開場　10：30開演 
出演／市内で活動する合唱団:39団体、ゲスト:Combinir 
di Corista
問合せ／川崎市合唱連盟事務局（中山）
☎070-4211-6457

川崎市消防音楽隊定期演奏会
2月22日（土）　13：00開場　14：00開演
申込／1月17日（消印有効）までに、往復はがきに住所、
氏名、電話番号、希望人数（2人まで）を記入し、
〒216-0011 川崎市消防音楽隊まで。
＊応募者多数の場合は抽選
問合せ／川崎市消防局総務部人事課音楽隊
☎044-975-0119

日中友好記念作品　舞劇Dance Drama「朱鷺」
3月3日（火）　18：00開場　18：30開演
料金／全席指定 S席7,600円、A席7,100円（税込）
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999

SHISHAMO ワンマンツアー2020 春
3月6日（金）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 5,500円（税込）
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888（平日12時～19時）

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

▲は：問合せ／カルッツかわさき
（川崎市スポーツ・文化総合センター）☎044-222-5223

吉田兄弟 20周年記念コンサート
- The Yoshida Brothers ‒
1月11日（土）　14：30開場　15：30開演
　　12日（日） 　13：30開場　14：30開演
料金／全席指定 7,000円（税込）
問合せ／キョードー東京　☎0570-550-799
（平日11：00～18：00／土日祝10：00～18：00）

東京アマデウス管弦楽団第91回演奏会
3月1日（日）　13：30開場　14：00開演 
曲目／プログラムブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 、
ブルックナー：交響曲第6番
出演／指揮：石川星太郎、ヴァイオリン：金川真弓
料金／全席自由 2,000円
問合せ／事務局　☎090-4226-8012

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア 第78回
3月2日（月）　12：15開演
会場／ミューザ川崎 １階ガレリア広場
出演／東京交響楽団メンバー

第13回幸区民音楽祭
「さいわいハナミズキコンサート」
2月29日（土）　12：45開場　13：15開演
出演／揚琴：張林、マリンバ：廣田裕佳、冨貴塚理恵、
吹奏楽：川崎市立御幸中学校吹奏楽部、フルート・ハープ：
StressFree、ソプラノ・ピアノ：三部恵梨・栗原里美、
ヴァイオリン・ピアノ：伊藤万桜・赤松美紀
申込方法／往復はがきに申込人数（2名まで）と代表者
の氏名・住所・電話番号、同伴者名、車いす利用の場合は
要記入。1月17日（消印有効）
〒212-8570 幸区役所地域振興課「ハナミズキコン
サート担当」まで。
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

2019-2020Winer 東京室内管弦楽団　
Luxury Classics マエストロセレクトVol.2
2月15日（土）　13：30開場  14：00開演
曲目／アルチュニアン：トランペット協奏曲 変イ長調、
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲
第5番 
出演／指揮：志村健一、ヴァイオリン：物集女純子、トラン
ペット：津守祥三、管弦楽：東京室内管弦楽団
料金／全席指定 S席4,800円、A席3,800円、B席：
2,800円
問合せ／東京室内管弦楽団　☎03-6459-0512

フィエスタ・デル・ニーニョ合奏団第8回定期公演
1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／アンゲラー：おもちゃの交響曲、オードウェイ：旅愁
（弦楽合奏版）、ショパン：ピアノ協奏曲第1番（弦楽合奏版）、
レスピーギ：「リュートのための古風な舞曲とアリア」
第3組曲 他
出演／指揮：山本雄、ピアノ：堀谷桜介
料金／全席自由
問合せ／芸術村あすなろ事務局　☎044-853-1649

★MUZA音楽サロン　アーティストを知る !
第2回「コラボレーションの妙味をあじわう」
2月19日（水）　13：30開場　14：00開演
曲目／バルトーク/イゾワール：ルーマニア民俗舞曲より、
ケルル：かっこうによるカプリッチョ 他
出演／プレゼンター：松居直美（ミューザ川崎シンフォニー
ホール・アドバイザー）、オルガン：青木早希、トークゲスト：
マンガノマシップ（マイムユニット）
第3回「“装い”で楽しむコンサート」
3月2日（月）　13：30開場　14：00開演 
出演／ヴァイオリン：福留史紘（東京交響楽団第2ヴァイ
オリン奏者・フォアシュピーラー）、トークゲスト：有田
一成（TAILOR&CUTTERデザイナー） 他
料金／各回全席自由 3,000円（お茶とお菓子付／
100席のみ）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室

ミューザ川崎シンフォニーホール
★は:問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200  ※未就学児入場不可

ブルーメン・フィルハーモニー
第50回記念定期演奏会
1月11日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ブリテン：シンプルシンフォニー、マーラー：交響曲
第9番
出演／指揮：寺岡清高
料金／全席自由 2,000円
問合せ／事務局　☎080-3666-8908

横浜シンフォニックアンサンブル
第27回定期演奏会
1月13日（月･祝）　13：20開場　14：00開演
曲目／ドビュッシー；牧神の午後への前奏曲、交響詩
「海」～管弦楽のための3つの交響的素描、バルトーク：
管弦楽のための協奏曲
出演／指揮：野村英利
料金／全席指定 1,500円
問合せ／事務局　☎080-4064-1200

オーケストラ・ゾルキー 2020年演奏会
1月19日（日）　18：30開場　19：00開演
曲目／チャイコフスキー：幻想曲「フランチェスカ・ダ・
リミニ」、マンフレッド交響曲
出演／指揮：長田雅人、オルガン：野田美香
料金／全席自由 1,000円
＊川崎市民または60歳以上の方は無料ご招待あり
問合せ／広報（嵯峨根）　☎090-3596-4639

早稲田大学交響楽団 第205回定期演奏会
2月10日（月）  18：00開場  19：00開演
曲目／ハイドン：交響曲 第101番 「時計」、メンデルス
ゾーン：劇付随音楽「真夏の夜の夢」より抜粋、マーラー：
交響曲 第1番「巨人」
出演／指揮：寺岡清高
料金／全席指定 S席3,500円、A席3,000円、B席
2,500円、学生A席2,500円、学生B席2,000円
問合せ／交響楽団事務所　☎03-3204-3585

神奈川県職場・一般吹奏楽連盟創立20周年記念
吹奏楽フェスティバル
2月2日（日）　12：50開場　13：30開演
出演／加盟団体有志によるフェスティバルバンド、横浜
創英中学・高等学校吹奏楽部、指揮：大井剛史
問合せ／小長井（こながい）　☎044-750-3119

公 開 講 座
川崎音楽愛好会
～クラシック音楽を聴き、語り合う音楽の広場
第244回例会＜リズムを楽しんで　リズムに気をつけて＞
1月19日（日）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：生島順一
第245回例会＜イギリス音楽復興に向けてーエルガー
と3人の作曲家たちー＞
2月28日（金）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：藤沢博
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

声のワークショップ
1月26日（日）　9：30開場　10：00開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／講師：境信博（二期会会員、洗足学園音楽大学
講師、川崎市民オペラ副代表）
問合せ／事務局(篠田)　☎090-9374-0316

Senzoku Digital Music & Arts
Project
1月20日（月）　17：30開場 　18：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス

高津クラシックコンサート
3月8日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ブルッフ：スコットランド幻想曲、フローレン・
シュミット：ディオニソスの祭り、プロコフィエフ：組曲
「ロミオとジュリエット」より 他
出演／ヴァイオリン：松本裕香、ピアノ：花田えり佳、
ハープ：中山京、音楽監督・指揮:箕輪響、演奏：管楽合
奏団アルスノバ
料金／全席自由 1,000円
＊1月21日（火）10時から高津市民館受付前（11階）で
販売開始。
問合せ／高津区生涯学習支援課
☎044-814-7603

みぞげきCLASSICS Vol.4
モーニング&アフタヌーン コンサート 
3月10日（火）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　②13：30開場　14：00開演
曲目／ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー、プー
ランク：ピアノとオーボエとバソンのための三重奏曲、
ピアソラ：リベルタンゴ
料金／500円（1ドリンクオーダー）
Premium concert
3月11日（水）　19：00開場　19：30開演
曲目／ピアソラ：リベルタンゴ、ガーシュイン：ラプ
ソディ・イン・ブルー、ベートーヴェン：エリーゼの為に、
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番 他
料金／5,000円(1ドリンク込)
出演／サクソフォン：山川寛子、野原シーサー朝宇、
ピアノ：田村瑞記
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

あなたの好きな曲に出会えるチャンス
「かるがもコンサート」
3月12日（木）　14：00開場　14：30開演
会場／生活文化会館（てくのかわさき）
出演／歌唱指導・歌:古渡智江、ピアノ：坂本紫
ソプラノデュエット：田中安基子、根岸智枝、クラシック
ベルミュージックベルアンサンブル：ラ・ベル・カンター
ビレ、ハーモニカ：デュオハニー 他
料金／1,000円（手づくり冊子・おやつ代含む） 
問合せ／実行委員会
☎044-811-7863

第5回 かわさきハーモニカの集い
2月23日（日・祝）　11：50開場　12：20開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
問合せ／川崎ハーモニカ協議会（浅井）　
☎044-711-6971

第16回 ふれあい歌声喫茶
2月18日（火）　13：20開場　14：00開演
会場／生活文化会館（てくのかわさき）
料金／全席自由 300円
問合せ／高津区社会福祉協議会地域課（武井）
☎044-812-5500

音楽喫茶 in なかはら
1月17日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：佐藤政代
2月21日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：市川素雅子
会場／Coffee Spot Life
料金／全席自由 1,800円（ケーキセット付）
＊要事前予約、当日受付で支払い
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎&FAX044-711-2316

麻 生 区
音楽交流サロン 奏
夢・雪・星
1月23日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「夢路より」「星影のワルツ」「北風
小僧の寒太郎」　
人・光・旅
2月27日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「サンタルチア」「遠くへ行きたい」
「365歩のマーチ」　
3月12日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／みんなの歌「恋するフォーチュンクッキー」
「時の流れに身をまかせ」「いい日旅立ち」
出演／ヴァイオリン:石井百合、サックス:かみむら泰一、
ピアノ:三宅広輝、フルート:江口義実、ボーカル:渓
なつき、ソプラノ:渡辺麻衣、ピアノ:大川知子、フルート:
塚本満帆子、市民企画：らふう（1/23）、スィング・ロウ
（2/27）
料金／自家製お菓子＆飲み物（各種100円）
会場・問合せ／川崎授産学園　☎044-954-5011 未

中 原 区
ランチタイム・ロビーコンサート
第84回　1月16日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／ジブリ映画音楽、シチリアーノ、涙そうそう、
アベマリア、ナイチンゲール 他
出演／フルート・ハープ：メルフィーユ
第85回　2月18日（火）　12：00開場　12：10開演
曲目／にじいろ、なごり雪、赤いスイートピー、忘れないよ
～はじまりの場所～、川の流れのように 他
出演／ピアノ弾き語り:YOSHIE
会場／生涯学習プラザ
問合せ／川崎市生涯学習財団 ロビーコンサート担当
☎044-733-5811

小黒恵子童謡記念館ミニコンサート vol.32
「寄り道クラシック」
1月19日（日）　14：00開演
出演／ソプラノ：島田優花、ピアノ：佐々理子
料金／入館料 大人200円、小学生以上18歳以下
100円　＊未就学児無料
会場・問合せ／小黒恵子童謡記念館
☎044-767-9646 未

花コンサート
第215回　1月28日（火）　12：00開演
出演／オリエンタル オクシデント(オーボエ：志村樺奈、
笙：東田はる奈）
第216回　2月25日（火）　12：00開演
出演／チェロ：田中里奈、ピアノ：岩元理紗
会場／高津区役所 １階市民ホール（ロビー）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

あおい と このは
『SPECIAL 2マンSTAGE』
1月12日（日）　11：00開場　11：30開演
出演／二木蒼生、熊田このは
料金／全席自由 3,300円（1ドリンクオーダー）
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎ 044-850-0038(11時～20時)

In Unity2020
1月26日（日）　11：40開場　12：00開演
会場／中原区役所
出演／専修大学グリーンサウンズオーケストラ、橋本
聖子、GABU、和太鼓祇園、ブリリアントスターズ神奈川、
林竜也、大西学園高等学校吹奏楽部（ゲスト） 他
特別企画：ゴッパチ!!コーラス隊
問合せ／実行委員会事務局（中原区役所地域振興課）
☎044-744-3324 未

牛田智大ピアノ・リサイタル
2月27日（木）　18：30開場　19：00開演
会場／麻生市民館 
曲目／バッハ：イタリア協奏曲 へ長調、ショパン：ワルツ 
第4番、ピアノ・ソナタ 第2番、ポロネーズ 第6番「英雄」、
4つのマズルカ Op.24、幻想曲 へ短調、バラード 第
4番、舟歌 嬰ヘ長調  
料金／全席指定 3,500円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

川崎市内高等学校　連合音楽会
1月25日（土）　11：00開演
会場／麻生市民館
問合せ／川崎市立川崎高等学校　音楽科
☎044-244-4981

☆大学院研究・修了演奏会
1月17日（金）　13：00開場　13：30開演
　　20日（月）　10：30開場　11：00開演
　　21日（火）　 9：30開場　10：00開演    
　　22日（水）　 9：30開場　10：00開演
　　23日（木）　13：00開場　13：30開演
　　24日（金）　 9：30開場　10：00開演
　　25日（土）　 9：30開場　10：00開演
　　27日（月）　16：00開場　16：30開演
　　28日（火）　 9：30開場　10：00開演
　　31日（金）　 9：30開場　10：00開演

高 津 区
和太鼓グループ刻樂  第2回単独自主公演 『剋』
1月11日（土）　①13：00開場　13：30開演
　　　　　　　②17：00開場　17：30開演
料金／2,000円（1ドリンクオーダー）
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11：00～20：00）

みやまえロビーコンサート
第313回　1月21日（火）　12：05開演 
第314回　2月25日（火）　12：05開演
会場／宮前区役所 2階ロビー
問合せ／宮前区役所地域振興課
☎044-856-3134

宮 前 区

☆専攻科 修了演奏会
1月27日（月）　12：30開場　13：00開演

第16回子どもの音楽の祭典
1月26日（日）　12：30開場　13：00開演 
＊詳細は7ページに

リコーフィルハーモニーオーケストラ第67回
演奏会
2月23日（日・祝）　12：50開場　13：30開演
曲目／メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」、
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調、ムソルグスキー
（ラヴェル編）：組曲「展覧会の絵」
出演／指揮：井崎正浩、チェロ：江口心一
料金／全席指定 前売り1,000円、当日1,500円
問合せ／リコーフィルハーモニーオーケストラ
☎03-3777-8111

「スーパーヒーローズ」オーケストラコンサート
2月24日（月・振）　15：00開場　16：00開演

★ホールアドバイザー松居直美企画
　言葉は音楽、音楽は言葉
　「パイプオルガンとパントマイムが紡ぐ物語」
2月22日（土）　13：00開場　14：00開演 
　　　　　　　　＊13：20　プレトーク
曲目／ルイ・マルシャン： グラン・ディアローグ、バル
トーク/イゾワール：ルーマニア民俗舞曲から抜粋、メシ
アン：聖霊降臨祭のミサから 「鳥たちと泉」 他
出演／パイプオルガン：青木早希、マイム：マンガノマ
シップ
料金／全席指定 3,000円、U25（小学生～25歳）
1,000円 託

東芝グランドコンサート2020 
サントゥ＝マティアス・ロウヴァリ指揮
エーテボリ交響楽団
2月28日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／ステンハンマル：交響的序曲『エクセルシオール !
（天の高みに昇らん）』、ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン
協奏曲第1番、シベリウス：交響曲第2番
出演／ヴァイオリン：三浦文彰
料金／全席指定 S席13,000円、S席（プログラム付）
13,500円、S席（リハーサル鑑賞付）13,000円、A席
11,000円、B席9,000円、C席7,000円、D席5,000円、
学生席3,000円    
問合せ／クラシック事務局　☎0570-012-666

未

Harvest
vol.1 1月23日（木）　17：30開場　18：00開演
vol.2 1月24日（金）　17：30開場　18：00開演
vol.3 1月25日（土）　17：30開場　18：00開演
vol.4 1月26日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス

未

第168回中原区役所コンサート
1月29日（水）　11：30開場　12：10開演
会場／中原市民館
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324

0歳から入場OK ! 　
ぼくとわたしのコンサートデビュー
シンフォニック編
2月15日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲、
三澤慶(編曲)：ディズニーファンタスティックメドレー～
リトルマーメイド・アラジン・塔の上のラプンツェル・
アナと雪の女王 より～ 他
出演／指揮：志村健一、お話とナレーション：中村備生、

★ミューザ川崎シンフォニーホール＆東京交響
　楽団 名曲全集 
第153回　1月19日（日） 13：30開場　14：00開演
曲目／グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第4番、チャイコフスキー：
交響曲 第5番
出演／指揮：ベン・グラスバーグ 、ピアノ：上原彩子
第154回　2月9日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ハイドン：チェロ協奏曲 第1番（弾き振り）、ズザ
ンネ・ツァガール＝スヴィリドフ：チェロ協奏曲（横坂源
による委嘱作品）、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲

一期一会 ～ピアノと語りの世界～ ⅷ
1月13日（月・祝）　17：00開場　17：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／ピアノ：岩崎能子、語り：森山太
料金／全席自由 大人前売 2,000円（当日2,800円）、
中学生以下前売 1,000円（当日1,500円）
問合せ／一期一会事務局　☎090-5790-7618 未

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第74回
2月1日（土）　14：00開演
曲目／リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲 、天野
正道：ウナ・オベルテューラ・エスパニョーラ・ファルサ
「エル・ハルディン・デ・ロス・レクエルドス」（管弦楽版
初演）、ロドリーゴ：アランフェス協奏曲、ファリャ：バレエ
「三角帽子」第2組曲
出演／指揮：ヘルムート・ライヒェル・シルヴァ、トラン
ペット：エリック・ミヤシロ、ギター：ラファエル・アギーレ
料金／全席指定 S席7,000円～P席2,500円　　　
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時～17時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可
☆は：会場／洗足学園  前田ホール

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」
5月5日（火・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席指定 大人2,500円、子ども（3歳～
中学生）1,000円、大人･子どもペア3,000円
＊2歳以下入場不可

奄美の黒うさぎコンサート
5月6日（水・振）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席自由 4,000円

＜フィナーレ公演＞
東京交響楽団
ドイツ“三大B”名曲コンサート

Jazz Festival
at Conservatory 2020
5月5日（火・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席自由 一般・大学生1,000円、中高生
500円、小学生以下無料

オーストリア音楽家交流コンサート
2月14日（金）　14：00開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
＊詳細は7ページに

★モーツァルト・マチネ
第39回　1月18日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／C.P.E.バッハ：シンフォニア 変ホ長調、トーマス
=リンリーJr.：ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調、モーツァルト：
交響曲 第26番、ヴァイオリン協奏曲 第1番
出演／ヴァイオリン（弾き振り）：佐藤俊介、管弦楽：東京
交響楽団
第40回　3月14日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／モーツァルト：フルート四重奏曲 第3番、交響曲 
第35番 「ハフナー」、ピアノ協奏曲 第13番
出演／指揮：原田慶太楼、ピアノ：金子三勇士、管弦楽：
東京交響楽団 〈フルート四重奏〉フルート：八木瑛子、
ヴァイオリン：水谷晃、ヴィオラ：武生直子、チェロ：伊藤
文嗣
料金／各回全席指定 3,500円、U25（小学生～25歳） 
1,000円 託

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート2020
「ベートーヴェンが描いたチェロ」
藤原真理 チェロ・リサイタル
3月7日（土）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：モーツァルト「魔笛」より 『恋を
知るほどの殿方には』の主題による7つの変奏曲、
『可愛い娘か女房がいれば』の主題による12の変奏曲、
ピアノとチェロのためのソナタ 第3番、 第5番
出演／チェロ：藤原真理、ピアノ：倉戸テル　 
料金／全席指定 4,000円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

ブランデンブルク協奏曲全曲 工藤重典 with 
フレンズ

★第6回 被災地復興支援チャリティ・コンサート
3月11日（水）　18：00開演　18：30開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付き」、新実徳英
（作詩：ナーズム・ヒクメット／訳詩：中本信幸）：交響組曲
〈生命のうた〉（新作委嘱・世界初演）
出演／指揮：秋山和慶、管弦楽：洗足学園音楽大学
ニューフィルハーモニック管弦楽団、ソプラノ：塩田美奈子、
アルト：藤井麻美、テノール：中鉢聡、バリトン：大山大輔、
合唱：被災地復興支援チャリティ合唱団
料金／全席指定 1,000円
＊チケット代は、被災地復興支援のために川崎市を通じて
　全額寄付 託

スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕
5月9日（土）、10日(日)　13：15開場　14：00開演
※各日13:40より総監督 小山久美によるプレ
トークあり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 SS席11,000円～B席4,000円
（子ども2,000円）
＊3歳以下入場不可

＜2月3日（月）チケット発売開始＞
＊公演詳細（料金・開演時間等）はＨＰでご確認
ください
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭2020実行委員会
事務局　☎044-952-5024（9：30～17：00）

★MUZAランチタイムコンサート＆
　MUZA　ワインBAR 　
　心が跳ねる! アイリッシュサウンド
2月20日（木）　①11：30開場　12：10開演
　　　　　　　 ②18：30開場　19：00開演
曲目／ロンドンデリーの歌（ダニー・ボーイ）、映画「タイ
タニック」から テーマ、ダンスチューン 他
出演／アイリッシュ・ミュージック・インストゥルメンタル・
バンド：O'Jizo<オジゾー>（アイリッシュ フルート・
ホイッスル：豊田耕三、ギター・バンジョー・マンドリン：
長尾晃司、アコーディオン、ブズーキ：中村大史）
料金／全席自由 ①500円、②3,500円（1ドリンク券
付き）、ペア割6,000円（2名分のドリンク付き） 託

南武線フォーク村
第22回 フリートークコンサート
2月16日（日）　12：00開演 
会場／中原市民館 音楽室
出演／柏木ダディ、モリさん、MJ、ラッキーキャッツ、

CHIVE、富塚保之助倶楽部、martin028ｋ
問合せ／村長（大塚）　☎044-533-6536

プラチナファッションショー in 麻生
2月29日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館
出演／65歳以上の市内在住の方
問合せ／「プラチナファッションショー2019実行委員会」
事務局（市民文化振興室）　☎044-200-2433

★MUZAスペシャルナイトコンサート
　MUZA JAZZ NIGHT！
Vol.1 渡辺香津美プレゼンツLIVE at MUZA
1月24日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／TOCHIKA、Minor Swing、遠州つばめ返し 他
出演／ギター：渡辺香津美、サックス：須川展也、トロン
ボーン：村田陽一、ベース：井上陽介
Vol.2 バレンタインスペシャル
2月14日（金）　18：30開場　19：00開演
出演／ピアノ：H ZETT M
料金／各回全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円 託

託

出演／指揮：齋藤友香理、チェロ：横坂源
第155回　3月8日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／リリ・ブーランジェ：春の朝に、ドビュッシー：牧神
の午後への前奏曲、ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調、サン＝
サーンス：交響曲 第3番「オルガン付き」
出演／指揮：大友直人、ピアノ：黒沼香恋、オルガン：大木
麻理
料金／各回全席指定 S席6,000円～C席3,000円

2nd Year Class Revue
2月1日（土）　①12：30開場　13：00開演
　　　　　　 ②17：30開場　18：00開演
　　2日（日）　③10：30開場　11：00開演
　　　　　　 ④15：30開場　16：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス
出演／ミュージカルコース2年生
＊要予約

☆大学院グランプリ特別演奏会
2月2日（日）　14：30開場　15：00開演

出演／ピアノ：ミハイル・カンディンスキー、バリトン：
竹内利樹、ソプラノ：高瀬結花子、ピアノ伴奏：大下沙織
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5370

未

パイプオルガン：大木麻理、管弦楽：東京室内管弦楽団
料金／全席指定 2,000円、こども(0歳～小学生)1,000円
＊2歳までは膝上鑑賞可(チケット不要)。ただし、保護
者1名につきお子様1名まで。3歳以上は要チケット。　
問合せ／東京室内管弦楽団　☎03-6459-0512

出演／FILM SCORE PHILHARMONIC ORCHESTRA、
指揮：奥村伸樹、コンサートマスター：金子昌憲、音楽監督：
戸田信子
料金／全席指定 2,000円　＊小学生から入場可
問合せ／事務局　☎050-5316-4350

3月14日（土）　17：00開場　17：30開演
出演／フルート：工藤重典、ヴァイオリン：加藤知子、
オーボエ：古部賢一、ファゴット：河村幹子、コルノダ
カッチャ：菊本和昭、ピッコロ・トランペット：ラインホルト・
フリードリッヒ、チェンバロ：中野振一郎
料金／全席指定 S席6,300円、S席シルバー(65歳以上)
5,800円、A席4,500円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

会場／麻生市民館
料金／全席指定 5,000円

5月6日（水・振）　15：30開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：大友直人、ヴァイオリン：松田理奈
料金／全席指定 S席5,500円～B席3,500円

未

歌声喫茶ともしび in ミューザ川崎
1月28日（火）　13：30開場　14：00開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席自由 2,000円
＊チケット要申込
問合せ／ともしび音楽企画
☎＆FAX03-6907-3801

夢こんさぁと
2月20日（木）　11：30開場　12：05開演
会場／日吉合同庁舎 タウンホールやまぶき
出演／マリンバ：ダブルシュガー
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

水曜ナイトライブ in LAZONA
1月29日（水）　18：00開演
出演／style-3!、YUKIKA、澪
2月26日（水）　18：00開演 
出演／RebellioN、立石純子、待良
会場／ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場
問合せ／カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636

＜プレイベント＞
2020若きアーティストたちの響演
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席自由 1,500円、学生1,000円

昭和音楽大学・ソウル市立大学校
日韓大学交流コンサート
4月12日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
料金／全席自由 1,000円、学生500円

日程／4月18日(土)～5月10日(日)
会場／小田急線・新百合ヶ丘駅周辺各ホール 他

ジャズコースライブ
1月18日（土）、19日（日）　10：30開場　11：00開演
会場／洗足学園音楽大学 ビッグマウス 未






