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お知らせ

第121回川崎市定期能

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、掲載イベントが中止・
延期等の場合がありますので、
必ず
主催者等にご確認ください。
各 公 演にご来 場 の 際 は、ソー
シャルディスタンスを保ち、
マスク
等の着用をお願いいたします。

川崎区
ぴあにしも

11月27日
（金）
、
12月17日
（木）
、
25日
（金）
、
1月15日
（金）
19：00開演

料金／チャージ無料のライブで投げ銭(チップ)スタイル
Sunday afternoon LIVE
12月6日（日）、27日（日） 15：00開場

12月12日
（土） 第1部 12：30開場 13：00開演
第2部 15：00開場 15：30開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は6ページに

かわさき区ビオラコンサート

坂本九さん生誕記念コンサート
12月2日（水） 12：10開演
出演／川崎市消防音楽隊、
カラーガード隊
1月6日（水） 12：10開演
出演／ピアノ：佐藤里奈
会場／川崎市役所第3庁舎 1階 ロビー
問合せ／川崎区役所地域振興課 ☎044-201-3127

野村万蔵による芸能サロン〜狂言を楽しもう〜

No Charge LIVE
18：00開場

指す
！？

15：30開演

料金／全席自由 チャージ1,500円
Weekday Special LIVE
12月1日
（火）
、
2日(水)、
16日
（水） 18：00開場 19：30開演
料金／全席自由 チャージ2,500円
会場・問合せ／Public House ぴあにしも
☎044-201-1668

※料金について表記のないものは無料です

1月11日（月・祝） 13：30開場 14：00開演
演目・出演／解 説：野村万 蔵、狂言「仏 師」野村万之 丞、
狂言
「木六駄」野村万蔵
料金／全席指定 3,000円
＊12月4日
（金）
9：00より発売予定
（先着順）
会場・問合せ／川崎能楽堂 ☎044-222-7995

銀座街バスカーライブ

毎週土曜・日曜・祝日 13：00開演
会場／川崎駅東口銀座街
問合せ／愛知ふとん店
（小林） ☎044-211-2251

幸 区
FRIDAY MUSIC NIGHT

毎週金曜日 ①19：00開演 ②20：00開演
会場／ホテルメトロポリタン川崎 2階ロビー
＊詳細は6ページに

かわさきジャズ2020

Colorful JAZZ vol.2
11月11日
（水） 18：30開場 19：00開演
出演／ピ アノ：細 川 千 尋、クロ マチック･ハー モ ニカ：
山下伶、パーカッション：はたけやま裕
TRAD JAZZ COMPANY Trio
11月12日
（木） 14：30開場 15：00開演
曲目／ディキシーランド、スウィング、ブルースなどジャ
ズのルーツを巡る音楽の旅へ。
出演／中川英二郎
（tb）
、
宮本貴奈
（p）
、
青木研
（バンジョー）
会場／ラゾーナ川崎 プラザソル
料金／全席自由 4,000円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623（平日10時〜17時）

「はぴ☆こん」〜誰もが幸せになるコンサート〜
11月15日（日） 12：00開演
会場／ミューザ川崎 1階 ガレリア広場
問合せ／幸区役所地域振興課 ☎044-556-6606 未
未 …未就学児入場可

※続きは2ページに
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第32回マイ・クラシックコンサート

11月15日（日） 18：50開場 19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／ガーシュイン：パリのアメリカ人、
ヴィヴァルディ：
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 他
出演／マリンバ：樋高裕樹、
成田京子、
横山久子、
奥平哲也、
ヴァイオリン：瀬野尾彩菜、ソプラノ：遠藤円香、ピアノ：
小出史士 他
問合せ／マリンバ奏楽の森 ☎044-533-5389

歌声喫茶ともしび〜新店に向けて新たな始動

11月26日
（木） 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 ＊要予約
問合せ／ともしび事務センター ☎03-6907-2731

夢こんさぁと

12月17日（木） 11：45開場 12：05開演
出演／Hopscoootch!
（マリンバ、
パーカッション）
会場／幸市民館 大会議室
＊要事前申込
（11月20日(金)締切）
問合せ／幸区役所地域振興課 ☎044-556-6606 未

中 原 区
音友レコード倶楽部
『軽音楽とジャズを聴くプログラム』

11月14日（土）、12月12日（土）
13：00開場 13：15開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
料金／1,500円
問合せ／音楽好きな友の会 ☎090-9398-2889

映像オペラを楽しむ会
11月例会【トリスタンとイゾルデ】

11月19日（木） 13：10開場 13：30開演
会場／国際交流センター
料金／全席自由 年会費（全12回）
4,000円
問合せ／事務局
（長澤） ☎03-5724-3312

中原区役所コンサート

12月18日（金） 18：00開場 19：00開演
会場／総合福祉センター
（エポックなかはら）
申込方法／11月16日（月）より先着順。中原区HPから
未
または電話で。詳細は要確認。
問合せ／中原区役所地域振興課 ☎044-744-3324

クリスマスサロンコンサート2020

12月20日（日） ①12：15開場 12：30開演
②14：45開場 15：00開演
会場／ホテル精養軒 2階
「飛翔」
曲目／糸、東京物語、クリスマスキャロルメドレー 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、テノール：佐藤敦史、合唱団
「虹」他
料金／全席自由（ケーキ・お茶付き）前売券2,000円、
当日券2,500円、こども（中学生以下）
1,500円
未
問合せ／NPO法人さえの会 事務局長
（木村）
☎090-1818-0538

高 津 区
音楽喫茶 in なかはら

11月20日（金） 13：30開場 14：00開演
会場／溝ノ口カレー
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、
行事の歌 他
出演／ナビゲーター・ピアノ：稲葉栄子
料金／2,000円
（ケーキセット付） ＊要事前予約
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎&FAX044-711-2316

モーツァルトの音楽を楽しむ会
比嘉洸太 ピアノリサイタル
11月21日（土） 13：30開場

14：00開演

料金／全席自由 2,500円
プロフェッショナルズオーケストラ
ニューイヤーコンサート2021
1月11日（月・祝） 13：30開場 14：00開演
出演／指揮：末永隆一
料金／全席自由 2,800円
会場／高津市民館（ノクティホール）
問合せ／事務局 ☎080-2243-1254

花コンサート

第223回 11月29日（日） 12：00開演
曲目／親しみやすいクラシック曲 他
出演／ピアノ：坂本望
第224回 12月20日（日） 12：00開演
出演／トリオ・カノール(フルート：林真央、
オーボエ：川﨑
芳江、
ピアノ：髙坂慎一郎)
会場／高津区役所 1階 市民ホール（ロビー）
＊事前申込み制
問合せ／高津区役所地域振興課 ☎044-861-3133

おんまち・みぞのくちライブ

12月19日
（土） 14：00開演
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
出演／神奈川フィルハーモニー管弦楽団金管五重奏
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

第8回東日本大震災チャリティーコンサート
〜遠く離れていても〜

12月19日
（土） 13：30開場 14：00開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
曲目／クリスマス・キャロル・メドレー、
花は咲く 他
出演／フル ート：相 澤 政 宏、神 田 寛 明、ファンタジー・
フルート 他
＊要事前予約制
問合せ／三田 ☎090-1775-2161

多 摩 区
第68回たまアトリウムコンサート

12月16日
（水） 12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 1階 アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課 ☎044-935-3239

オペラ『森は生きている』
12月22日(火)

①14：30開場 15：00開演
②18：30開場 19：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席自由 おとな3,000円、こども（高校生まで）
2,000円 ＊当日券は＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座 ☎044-930-1720

麻 生 区
しんゆりジャズスクエアvol.44

11月13日
（金） 18：30開場 19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／4Ｘ6、
I've Grown Accustomed to Her Face、
West Coast Blues、
Road Song、
酒とバラの日々、
SOS 他
出演／ギター：田辺充邦、
テナーサックス：岡淳、
オルガン：
西川直人、
ドラム：井川晃
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット6,000円、
4枚セット11,000円、障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター ☎044-955-0107

アルテリッカしんゆり2020

0歳からのコンサート〜幸せなら手をたたこう!〜
11月21日
（土） ① 9：15開場 10：00開演
②11：25開場 12：10開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／和下田大典（うたのおにいさん）、池田知穗（うた

今まで開催されたコンサートや音楽イベントの映像がご覧になれます

ミュートンチャンネル

検索

̶

のおねえさん）他
料金／全席指定 大人1,500円、子ども500円
未
※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料
藤原歌劇団Quattro Aria ウインターコンサート2020
12月19日（土） 14：00開場 14：30開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／藤 原 歌 劇 団Quattro Aria（笹 岡 慎一郎、有 本
康人、
和下田大典、
大塚雄太、
黄木透）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 前売3,000円、
当日3,500円
フルートライヴ in ユリホール2020 工藤重典と仲間たち
12月20日（日） 14：30開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／フルート：工藤重典、
甲藤さち、藤田真頼 他
料金／全席指定 一般3,800 円、
学生2,000円
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）
2020実行委員会事務局 ☎044-952-5024

あさお芸術のまちコンサート推進委員会 宛
（11月24日（火）消印有効、応募多数の場合は抽選）
問合せ／麻生区役所地域振興課 ☎044-965-5370

藤原歌劇団公演「フィガロの結婚」

2021年1月8日
（金）
・9日
（土） 13：00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：鈴木恵 里 奈、演出：マルコ・ガンディーニ、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
合唱：
藤原歌劇団合唱部 他
料金／全 席指定 S席12,800円、A 席9,800円、B席
6,800円、
C席3,000円 ＊各種割引あり、
詳細は問合せ。
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時〜18時）

ミューザ川崎シンフォニーホール

スターダンサーズ・バレエ団公演
「くるみ割り人形」全2幕

11月28日
（土）
・29日
（日） 13：15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：田中良和、
出演：スターダンサーズ・バレエ団、
管 弦 楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オー ケストラ、
コーラス：ゆりがおか児童合唱団
料金／全席指定 SS席10,000円、
S席9,000
（6,000）
円、
A席6,000（4,000）円、B席3,000（2,000）円、C席
1,000円※()はこども（4歳〜中学生）料金。4歳未満の
入場はご遠慮ください。
問合せ／スターダンサーズ・バレエ団
未
☎03-3401-2293
（平日10時〜18時）

ベルカントオペラフェスティバル イン ジャパン
2020「ジュリエッタとロメオ」

12月4日
（金）
、
6日
（日） 13：00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：フランチェスコ・チッルッフォ、
演出：チェチー
リア・リゴーリオ、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・
オーケストラ、
合唱：藤原歌劇団合唱部 他
＊出演者が変更になる場合があります。
料 金 ／全 席 指 定 S席 8,0 0 0 円、A 席 6,000 円、B席
3,000円 ＊各種割引あり、詳細は問合せ。
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時〜18時）

第4回

みんなでチャレンジコンサート

12月5日（土） 12：45開場 13：30開演
会場／麻生市民館
＊当日受付にて座席指定の予定
出演／ピアノ、歌、
ヴァイオリン、箏など予定
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

未

花みずき20周年記念コンサート
〜女性と子どもの未来のために〜

12月5日（土） 記念式典 14：00開場 14：30開演
＊コンサート15：10〜16：10
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、チェロ：門脇大樹
料金／一般2,000円、会員1,500円
問合せ／スペースらいらっく
☎044-900-7797（平日9時〜17時）

20周年記念 第145回
あさお芸術のまちコンサート
忘れない〜明日に向かって Since3・11

12月13日（日） ①12：30開場 13：00開演
②14：30開場 15：00開演
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／チャイコフスキー：くるみ割り人形より、ジョップ
リン：エンターテイナー、
J.S.バッハ：G線上のアリア、
クリ
スマスメドレー 他
出演／ヴァイオリン：鈴木智子、
チェロ：八代瑞希
＊往復ハガキによる申込制。ハガキ1枚につき2名まで
入場可。入場希望者全員の氏名、希望公演回、代表者
の電話番号、
はがきの返信面に住所を記入の上、
〒215-8570
（住所不要） 麻生区役所地域振興課内

※料金について表記のないものは無料です

★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
※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。
最新の開催情報は公式サイトでご確認ください。

★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161回 11月14日
（土） 14：00開演
曲目／矢 代 秋雄：ピアノ協奏曲、ブルックナー：交 響曲
第6番
（ノヴァーク版）
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：小菅優
第162回 12月20日
（日） 14：00開演
曲目／ベートーヴェン：劇付随音楽『エグモント』序曲、
交響曲第9番「合唱付」
出演／指揮：秋山和慶、
ソプラノ：森野美咲、
メゾソプラノ：
小野美咲、
テノール：小原啓楼、
バリトン：大山大輔 他
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、C席3,000円
＊指揮者および公演内容が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。

かわさきジャズ2020
ジャズピアノ Battle ジャム

11月15日（日） 16：00開場 17：00開演
出演／ピアノ：山下洋輔、
スガダイロー、
桑原あい、
奥田弦、
ゲスト：平野公崇
（サックス）
、
ルイス・バジェ
（トランペット）
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席 5,0 0 0 円、B席
4,000円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623（平日10時〜17時）

★MUZAランチタイムコンサート

パイプオルガン＆ヴァイオリン〜時空と国境を越えて〜
11月17日（火） 12：10開演
曲目／J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ヴィターリ：
シャコンヌ ト短調 他
出演／パイプオルガン：山田由希子、ヴァイオリン：横山
奈加子
これが聴きたかった ! ミュージカルの名曲をデュオで !
12月9日（水） 12：10開演
曲目／愛せぬならば（ミュージカル「美女と野獣」より）、
トゥモ ロ ー（ミュージ カ ル「アニー」より）、輝く未 来
（ディズニーアニメ「塔の上のラプンツェル」より）他
出演／歌：中井智彦、水野貴以、ピアノ：長濱司
料金／全席自由 500円

★モーツァルト・マチネ 第43回

11月21日（土） 11：00開演
曲目／リゲティ：ラミフィケーション、ハイドン：トラン
ペット協奏曲、モーツァルト：交響曲第38番「プラハ」
出演／指揮：ジョナサン・ノット、
トランペット：佐藤友紀
（東京交響楽団首席トランペット奏者）
、
管弦楽：東京交響
楽団
料金／全席指定 4,000円、
U25
（小学生〜25歳）
1,500円
＊指揮者および公演内容が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。
託

託児サービスは当面の間休止しております。

www.ongakunomachi.jp ̶
★第11回音楽大学オーケストラ・フェスティバル

11月28日（土） 15：00開演
出 演・曲目／桐 朋 学園 大 学（指 揮：高 関 健）コープラン
ド：バレエ 組曲『アパラチアの 春』、ベートーヴェン：交
響曲第5番 ｢運命｣、武蔵野音楽大学（指揮：北原幸男）
ブラームス：交響曲第2番
12月5日（土） 15：00開演
出演・曲目／国立音楽大学(指揮：飯森 範 親)マーラー：
交 響 曲 第1番 ｢ 巨 人 ｣、洗 足 学園音楽 大 学（指 揮：秋 山
和慶）エルガー：序曲「コケイン」、エニグマ変奏曲
料金／全席指定 1,000円、通し券3,000円（4公演）

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーン
コンサート2020

「前橋汀子／名曲の喜び」
前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル
12月7日（月） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番「春」
、
第9番「クロイツェル」
、パガニーニ：ラ・カンパネラ 他
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
森麻季 ソプラノ・リサイタル《森麻季／アヴェ・マリア》
12月12日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／モーツァルト：ラウダムス・テ（「ミサ曲 ハ短調」
より）
、
エクスルターテ・ユビラーテ、
バッハ
（グノー）
：アヴェ・
マリア、シューベルト：アヴェ・マリア 他
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
宮田大 チェロ・リサイタル《アメイジング・チェロ》
2021年1月9日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／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、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ 他
「﨑谷直人の 四季 」﨑谷直人＆神奈川フィル・メンバー
2021年1月14日（木） 12：30開場 13：30開演
曲目／グリーグ：
「ホル ベルグ組曲」より 前 奏 曲、バー
バー:弦楽のためのアダージョ、クリス・コーネル（大崎
晃一編曲）
：The Promise、エルガー：弦楽セレナーデ、
ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」全曲
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

★MUZAパイプオルガン
クリスマス・コンサート2020 -聖夜のバッハ-

12月19日（土） 14：00開演
曲目／J.S.バッハ：ピエス・ドルグ（幻想曲）、甘き喜びの
うちに、R .ジャゾット（アルビノーニ）
：アダージョ、A .
マルチェッロ：オーボエ協奏曲 二短調 他
出演／パイプオルガン：冨田一樹、
バロックオーボエ：前橋
ゆかり、
弦楽アンサンブル
（ヴァイオリン：長岡聡季、
大光
嘉理人、
ヴィオラ：吉田篤、
チェロ：西沢央子、
コントラバス：
諸岡典経）
料 金 ／全 席 指 定 4 ,0 0 0 円、U25（小 学 生〜25歳）
1,500円

★MUZAジルベスターコンサート2020

12月31日（木） 15：00開演
出演／指揮：下野竜也、
ナレーション・バリトン：宮本益光、
ピアノ：小川典子、
ヴァイオリン：南紫音、
管弦楽：東京交響
楽団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
5,000円、
C席4,000円、
U25(小学生〜25歳)各席半額

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

ウィズ・ミューズシリーズ

第8回 高崎将充 津軽三味線トーク＆ライブ
11月15日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／津軽じょんがら節、
津軽おはら節、
津軽あいや節 他
出演／津軽三味線：高崎将充
第9回 あさいまり クリスマスコンサート
12月6日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番、ピアソラ：
ブエノスアイレスの冬、
コレッリ：ラ・フォリア 他

出演／ヴァイオリン：あさいまり、
ピアノ：加畑嶺、
チェロ：
平井麻奈美
第10回 O'jizo ケルトミュージックコンサート
2021年1月9日
（土） 13：00開場 13：30開演
曲目／J.ホーナー 他：映画
『タイタニック』
より、
Murphy's
Hornpipe 他
（無印良品 BGM）
、
ロンドンデリーの歌
（アイ
ルランド民謡）他
出演／O'Jizo
（豊田耕三、
長尾晃司、
中村大史）
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、
友の会800円、
18歳以下
600円

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

11月18日
（水）
、
12月9日
（水）
、
23日
（水）
、
1月13日
（水）
17：30開演
11月19日
（木）
、
12月10日
（木）
、
17日
（木）
、
1月14日
（木）
19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、
草原情歌、
蘇州夜曲、
愛の賛歌 他
出演／在日ソプラノ歌手:金恵娟
料金／1回3,000円、
小中高校生2,500円
＊少人数レッスン40分、
要事前予約。
問合せ／金恵娟 ☎080-1049-9621

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251回例会＜ラフマニノフの生涯＞
11月25日（水） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：江沢冨二郎
第252回例会
＜オペラの楽しみ その5〜ヴェルディを楽しむ〜＞
12月22日（火） 13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：松原徹
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

動画配信
東響ミニコンサート in ミューザガレリア
第83回 12月10日
（木） 12：10開演
出演／東京交響楽団メンバー 他
問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200

2020〜少年の祭典「ボレロ」〜

内容／一般公募した市民約150人が、
ラヴェル作曲
「ボレロ」
を演奏、
収録し後日配信。
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649

多摩区3大学WEBコンサート

内容／多摩区内に立地する3大学（専修大学、明治
大学、
日本女子大学）
の学生によるコンサート。
11月中旬より12月末まで配信予定。
問合せ／多摩 区・3 大 学 連 携 協議 会（多摩 区役 所
企画課） ☎044-935-3147

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〜16時）
ensou@senzoku.ac.jp
※問合せはできるだけメールにてお願いします。
当面の間、
主催公演は関係者のみにて開催
しています。
このため、
一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。
なお、
一部の
演 奏 会 は洗 足 学 園 音 楽 大 学 YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

未

…未就学児入場可

www.ongakunomachi.jp ̶
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昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可
＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感 染 症 対 策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、
ご来場
ください。
＊必ず事前にお申し込みください。

◇文化庁委託事業

「令和2年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

日本のオペラ作品をつくる〜オペラ創作人材
育成事業第Ⅲ期 ［公開座談会＆演奏会初演］
新作オペラ
《咲く〜もう一度、
生まれ変わるために》

11月13日
（金） 17：00開場 18：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
作曲／竹内一樹 台本／宇吹萌
出演／指揮：仲田淳也、
独唱：芝野遥香、
丹呉由利子、
佐藤
みほ、
曽我雄一、
大塚雄太、
合唱：日本オペラ協会、
管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 1,000円

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第91回 11月17日
（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：和下田大典
第92回 12月24日
（木） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：中村靖
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席自由 1回券：1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学管弦楽団 第39回定期演奏会

11月21日
（土） 13：00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
曲目／ロッシーニ：
《セミラーミデ》序曲、モーツァルト：
交響曲 第39番、
ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番
「革命」
出演／指揮：時任康文
料金／全 席 指 定 S席2,000円、A 席1,500円、学生
（A席のみ）
1,000円

Showaミュージック・カフェ
昭和音楽大学同伶会奨学金対象者によるコン
サート

11月23日
（月・祝） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／モーツァルト：オペラ《ドン・ジョヴァンニ》より
カタログの歌 、
プッチーニ：オペラ
《つばめ》
より ドレッタ
の夢 、
ヴェルディ：オペラ
《ルイザ・ミラー》
より 穏やかな
夜には 、
ドニゼッティ：オペラ
《愛の妙薬》
より 素晴らしい
妙薬〜トラン・トラン・トラン 、
カンツォーネメドレー 他
出演／ソプラノ：中畑有美子、
テノール：駿河大人、
バス：
小野寺光、ピアノ：石渡洸貴
料金／全席自由 一般1,700円、
学生1,000円
※小学生入場無料（保護者同伴の場合に限ります。要
事前連絡）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第34回定期演奏会

11月24日
（火） 17：30開場 18：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／天野正道：カプレーティとモンテッキ「ロメオと
ジュリエット」その愛と死、プロコフィエフ：バレエ音楽
「ロメオとジュリエット」
より
（抜粋）
、
チャイコフスキー：
幻 想 序 曲「ロメオとジュリエット」、バーンスタイン：
《ウエスト・サイド物語》より「シンフォニック・ダンス」
出演／指揮：福本信太郎、
加藤明久
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース自主企画公演
「ACOUSMONIUM スピーカーのオーケストラ」
11月28日
（土） 10：00開場
会場／昭和音楽大学 南校舎1F スタジオ・ブリオ
内容／電子音楽をコンサートで上演するツールとして
考案されたアクースモニウムに焦 点を当てたライブ。
アクースモニウムの体験もできるインスタレーションあり。
出演／渡辺愛、由雄正恒、高野大夢
料金／全 席 自由 入場 券 5 0 0 円、ライブセクション
参加券：1,500円〜3,000円、オンライン配信視聴券
（1セクション）
500円
問合せ／昭和音楽大学アートマネジメントコース企画
制作室 ☎044-959-5121
（平日10時〜17時）
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◇昭和音楽大学 第45回メサイア

12月12日
（土） 14：00開場 15：00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：星出豊、管弦楽：昭和音楽大学管弦楽団、
合唱：昭和音楽大学合唱団、
ソプラノ：佐藤寛子、
アルト：
石谷莉奈、
テノール：工藤翔陽、
バス：平賀僚太
料金／全席指定 S席2,700円、A席2,200円、B席
1,700円、
学生
（B席のみ）
1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団
昭和ウインド・シンフォニー第21回定期演奏会

12月13日
（日） 13：00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：福本信太郎
料 金 ／全 席 指 定 一 般1,800円、学生（小〜大 学生）
1,000円

◇昭和音楽大学音楽芸術運営学科
ミュージカルコース・舞台スタッフコース
令和2年度卒業公演
「INTO THE WOODS
（イントゥ・ザ・ウッズ）
」
12月20日
（日） ①11：00開場 12：00開演
②16：30開場 17：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／ミュージカルコース4年生
料金／全席指定 S席1,500円、
A席1,000円、
学生S席
800円、
学生A席500円 ※4歳から入場可

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
第九演奏会
12月27日
（日） 14：00開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ベートーヴェン：序曲
《レオノーレ》第3番、
交響曲
第9番
「合唱付」
出演／指揮：梅田俊明、合唱指揮：山舘冬樹、合唱：昭和
音 楽 大 学 合 唱 団、ソ プ ラノ：廣 田 美 穂、アルト：吉 村
恵、
テノール：井ノ上了吏、
バス：牧野正人
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、B席
3,000円、
学生
（B席のみ）
1,500円

今年度開催中止になったイベント
12月 5日（土）／D LIVE vol.7
12月13日（日）／2020かわさき市民
第九コンサート

コロナに負けない!! 〜かわさきジャズ2020編〜
問合せ先

かわさきジャズ
オリジナルマスク好評発売中 !
ブルーとブラックの2種類。
気分に合わせてつけちゃおう！
料金／各500円
公演会場、
かわさき きたテラス、
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会事務所で販売中!

音楽を奏でる場所・応援 !
プロジェクト
ラ イ ブ ハ ウ スや ミ ュ ー
ジックバーなど、音 楽 を
演奏できる
「場所」
の紹介
動 画 を か わ さ き ジャズ
公 式YouTubeで 公 開中
です。

かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623
info@kawasakijazz.jp
かわさきジャズ

検索

ジャズアカデミー
第1回〜第4回
動画配信!!
ダイジェスト版をかわさき
ジャズ 公 式 YouTubeで
公開中！

11・12月号の情報は10月21日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回1月10日発刊号は、1月11日から3月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！
（11月13日締め切り）※掲載無料

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応による掲載公演の中止・変更等にご注意ください。

公式YouTubeチャンネル

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

www.ongakunomachi.jp ̶
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第32回マイ・クラシックコンサート

11月15日（日） 18：50開場 19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／ガーシュイン：パリのアメリカ人、
ヴィヴァルディ：
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 他
出演／マリンバ：樋高裕樹、
成田京子、
横山久子、
奥平哲也、
ヴァイオリン：瀬野尾彩菜、ソプラノ：遠藤円香、ピアノ：
小出史士 他
問合せ／マリンバ奏楽の森 ☎044-533-5389

歌声喫茶ともしび〜新店に向けて新たな始動

11月26日
（木） 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 ＊要予約
問合せ／ともしび事務センター ☎03-6907-2731

夢こんさぁと

12月17日（木） 11：45開場 12：05開演
出演／Hopscoootch!
（マリンバ、
パーカッション）
会場／幸市民館 大会議室
＊要事前申込
（11月20日(金)締切）
問合せ／幸区役所地域振興課 ☎044-556-6606 未

中 原 区
音友レコード倶楽部
『軽音楽とジャズを聴くプログラム』

11月14日（土）、12月12日（土）
13：00開場 13：15開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
料金／1,500円
問合せ／音楽好きな友の会 ☎090-9398-2889

映像オペラを楽しむ会
11月例会【トリスタンとイゾルデ】

11月19日（木） 13：10開場 13：30開演
会場／国際交流センター
料金／全席自由 年会費（全12回）
4,000円
問合せ／事務局
（長澤） ☎03-5724-3312

中原区役所コンサート

12月18日（金） 18：00開場 19：00開演
会場／総合福祉センター
（エポックなかはら）
申込方法／11月16日（月）より先着順。中原区HPから
未
または電話で。詳細は要確認。
問合せ／中原区役所地域振興課 ☎044-744-3324

クリスマスサロンコンサート2020

12月20日（日） ①12：15開場 12：30開演
②14：45開場 15：00開演
会場／ホテル精養軒 2階
「飛翔」
曲目／糸、東京物語、クリスマスキャロルメドレー 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、テノール：佐藤敦史、合唱団
「虹」他
料金／全席自由（ケーキ・お茶付き）前売券2,000円、
当日券2,500円、こども（中学生以下）
1,500円
未
問合せ／NPO法人さえの会 事務局長
（木村）
☎090-1818-0538

高 津 区
音楽喫茶 in なかはら

11月20日（金） 13：30開場 14：00開演
会場／溝ノ口カレー
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、
行事の歌 他
出演／ナビゲーター・ピアノ：稲葉栄子
料金／2,000円
（ケーキセット付） ＊要事前予約
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎&FAX044-711-2316

モーツァルトの音楽を楽しむ会
比嘉洸太 ピアノリサイタル
11月21日（土） 13：30開場

14：00開演

料金／全席自由 2,500円
プロフェッショナルズオーケストラ
ニューイヤーコンサート2021
1月11日（月・祝） 13：30開場 14：00開演
出演／指揮：末永隆一
料金／全席自由 2,800円
会場／高津市民館（ノクティホール）
問合せ／事務局 ☎080-2243-1254

花コンサート

第223回 11月29日（日） 12：00開演
曲目／親しみやすいクラシック曲 他
出演／ピアノ：坂本望
第224回 12月20日（日） 12：00開演
出演／トリオ・カノール(フルート：林真央、
オーボエ：川﨑
芳江、
ピアノ：髙坂慎一郎)
会場／高津区役所 1階 市民ホール（ロビー）
＊事前申込み制
問合せ／高津区役所地域振興課 ☎044-861-3133

おんまち・みぞのくちライブ

12月19日
（土） 14：00開演
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
出演／神奈川フィルハーモニー管弦楽団金管五重奏
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

第8回東日本大震災チャリティーコンサート
〜遠く離れていても〜

12月19日
（土） 13：30開場 14：00開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
曲目／クリスマス・キャロル・メドレー、
花は咲く 他
出演／フル ート：相 澤 政 宏、神 田 寛 明、ファンタジー・
フルート 他
＊要事前予約制
問合せ／三田 ☎090-1775-2161

多 摩 区
第68回たまアトリウムコンサート

12月16日
（水） 12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 1階 アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課 ☎044-935-3239

オペラ『森は生きている』
12月22日(火)

①14：30開場 15：00開演
②18：30開場 19：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席自由 おとな3,000円、こども（高校生まで）
2,000円 ＊当日券は＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座 ☎044-930-1720

麻 生 区
しんゆりジャズスクエアvol.44

11月13日
（金） 18：30開場 19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／4Ｘ6、
I've Grown Accustomed to Her Face、
West Coast Blues、
Road Song、
酒とバラの日々、
SOS 他
出演／ギター：田辺充邦、
テナーサックス：岡淳、
オルガン：
西川直人、
ドラム：井川晃
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット6,000円、
4枚セット11,000円、障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター ☎044-955-0107

アルテリッカしんゆり2020

0歳からのコンサート〜幸せなら手をたたこう!〜
11月21日
（土） ① 9：15開場 10：00開演
②11：25開場 12：10開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／和下田大典（うたのおにいさん）、池田知穗（うた

今まで開催されたコンサートや音楽イベントの映像がご覧になれます

ミュートンチャンネル

検索

̶

のおねえさん）他
料金／全席指定 大人1,500円、子ども500円
未
※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料
藤原歌劇団Quattro Aria ウインターコンサート2020
12月19日（土） 14：00開場 14：30開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／藤 原 歌 劇 団Quattro Aria（笹 岡 慎一郎、有 本
康人、
和下田大典、
大塚雄太、
黄木透）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 前売3,000円、
当日3,500円
フルートライヴ in ユリホール2020 工藤重典と仲間たち
12月20日（日） 14：30開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／フルート：工藤重典、
甲藤さち、藤田真頼 他
料金／全席指定 一般3,800 円、
学生2,000円
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）
2020実行委員会事務局 ☎044-952-5024

あさお芸術のまちコンサート推進委員会 宛
（11月24日（火）消印有効、応募多数の場合は抽選）
問合せ／麻生区役所地域振興課 ☎044-965-5370

藤原歌劇団公演「フィガロの結婚」

2021年1月8日
（金）
・9日
（土） 13：00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：鈴木恵 里 奈、演出：マルコ・ガンディーニ、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
合唱：
藤原歌劇団合唱部 他
料金／全 席指定 S席12,800円、A 席9,800円、B席
6,800円、
C席3,000円 ＊各種割引あり、
詳細は問合せ。
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時〜18時）

ミューザ川崎シンフォニーホール

スターダンサーズ・バレエ団公演
「くるみ割り人形」全2幕

11月28日
（土）
・29日
（日） 13：15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：田中良和、
出演：スターダンサーズ・バレエ団、
管 弦 楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オー ケストラ、
コーラス：ゆりがおか児童合唱団
料金／全席指定 SS席10,000円、
S席9,000
（6,000）
円、
A席6,000（4,000）円、B席3,000（2,000）円、C席
1,000円※()はこども（4歳〜中学生）料金。4歳未満の
入場はご遠慮ください。
問合せ／スターダンサーズ・バレエ団
未
☎03-3401-2293
（平日10時〜18時）

ベルカントオペラフェスティバル イン ジャパン
2020「ジュリエッタとロメオ」

12月4日
（金）
、
6日
（日） 13：00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：フランチェスコ・チッルッフォ、
演出：チェチー
リア・リゴーリオ、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・
オーケストラ、
合唱：藤原歌劇団合唱部 他
＊出演者が変更になる場合があります。
料 金 ／全 席 指 定 S席 8,0 0 0 円、A 席 6,000 円、B席
3,000円 ＊各種割引あり、詳細は問合せ。
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時〜18時）

第4回

みんなでチャレンジコンサート

12月5日（土） 12：45開場 13：30開演
会場／麻生市民館
＊当日受付にて座席指定の予定
出演／ピアノ、歌、
ヴァイオリン、箏など予定
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

未

花みずき20周年記念コンサート
〜女性と子どもの未来のために〜

12月5日（土） 記念式典 14：00開場 14：30開演
＊コンサート15：10〜16：10
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、チェロ：門脇大樹
料金／一般2,000円、会員1,500円
問合せ／スペースらいらっく
☎044-900-7797（平日9時〜17時）

20周年記念 第145回
あさお芸術のまちコンサート
忘れない〜明日に向かって Since3・11

12月13日（日） ①12：30開場 13：00開演
②14：30開場 15：00開演
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／チャイコフスキー：くるみ割り人形より、ジョップ
リン：エンターテイナー、
J.S.バッハ：G線上のアリア、
クリ
スマスメドレー 他
出演／ヴァイオリン：鈴木智子、
チェロ：八代瑞希
＊往復ハガキによる申込制。ハガキ1枚につき2名まで
入場可。入場希望者全員の氏名、希望公演回、代表者
の電話番号、
はがきの返信面に住所を記入の上、
〒215-8570
（住所不要） 麻生区役所地域振興課内

※料金について表記のないものは無料です

★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
※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。
最新の開催情報は公式サイトでご確認ください。

★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161回 11月14日
（土） 14：00開演
曲目／矢 代 秋雄：ピアノ協奏曲、ブルックナー：交 響曲
第6番
（ノヴァーク版）
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：小菅優
第162回 12月20日
（日） 14：00開演
曲目／ベートーヴェン：劇付随音楽『エグモント』序曲、
交響曲第9番「合唱付」
出演／指揮：秋山和慶、
ソプラノ：森野美咲、
メゾソプラノ：
小野美咲、
テノール：小原啓楼、
バリトン：大山大輔 他
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、C席3,000円
＊指揮者および公演内容が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。

かわさきジャズ2020
ジャズピアノ Battle ジャム

11月15日（日） 16：00開場 17：00開演
出演／ピアノ：山下洋輔、
スガダイロー、
桑原あい、
奥田弦、
ゲスト：平野公崇
（サックス）
、
ルイス・バジェ
（トランペット）
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席 5,0 0 0 円、B席
4,000円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623（平日10時〜17時）

★MUZAランチタイムコンサート

パイプオルガン＆ヴァイオリン〜時空と国境を越えて〜
11月17日（火） 12：10開演
曲目／J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ヴィターリ：
シャコンヌ ト短調 他
出演／パイプオルガン：山田由希子、ヴァイオリン：横山
奈加子
これが聴きたかった ! ミュージカルの名曲をデュオで !
12月9日（水） 12：10開演
曲目／愛せぬならば（ミュージカル「美女と野獣」より）、
トゥモ ロ ー（ミュージ カ ル「アニー」より）、輝く未 来
（ディズニーアニメ「塔の上のラプンツェル」より）他
出演／歌：中井智彦、水野貴以、ピアノ：長濱司
料金／全席自由 500円

★モーツァルト・マチネ 第43回

11月21日（土） 11：00開演
曲目／リゲティ：ラミフィケーション、ハイドン：トラン
ペット協奏曲、モーツァルト：交響曲第38番「プラハ」
出演／指揮：ジョナサン・ノット、
トランペット：佐藤友紀
（東京交響楽団首席トランペット奏者）
、
管弦楽：東京交響
楽団
料金／全席指定 4,000円、
U25
（小学生〜25歳）
1,500円
＊指揮者および公演内容が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。
託

託児サービスは当面の間休止しております。

www.ongakunomachi.jp ̶
★第11回音楽大学オーケストラ・フェスティバル

11月28日（土） 15：00開演
出 演・曲目／桐 朋 学園 大 学（指 揮：高 関 健）コープラン
ド：バレエ 組曲『アパラチアの 春』、ベートーヴェン：交
響曲第5番 ｢運命｣、武蔵野音楽大学（指揮：北原幸男）
ブラームス：交響曲第2番
12月5日（土） 15：00開演
出演・曲目／国立音楽大学(指揮：飯森 範 親)マーラー：
交 響 曲 第1番 ｢ 巨 人 ｣、洗 足 学園音楽 大 学（指 揮：秋 山
和慶）エルガー：序曲「コケイン」、エニグマ変奏曲
料金／全席指定 1,000円、通し券3,000円（4公演）

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーン
コンサート2020

「前橋汀子／名曲の喜び」
前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル
12月7日（月） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番「春」
、
第9番「クロイツェル」
、パガニーニ：ラ・カンパネラ 他
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
森麻季 ソプラノ・リサイタル《森麻季／アヴェ・マリア》
12月12日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／モーツァルト：ラウダムス・テ（「ミサ曲 ハ短調」
より）
、
エクスルターテ・ユビラーテ、
バッハ
（グノー）
：アヴェ・
マリア、シューベルト：アヴェ・マリア 他
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
宮田大 チェロ・リサイタル《アメイジング・チェロ》
2021年1月9日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／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、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ 他
「﨑谷直人の 四季 」﨑谷直人＆神奈川フィル・メンバー
2021年1月14日（木） 12：30開場 13：30開演
曲目／グリーグ：
「ホル ベルグ組曲」より 前 奏 曲、バー
バー:弦楽のためのアダージョ、クリス・コーネル（大崎
晃一編曲）
：The Promise、エルガー：弦楽セレナーデ、
ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」全曲
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

★MUZAパイプオルガン
クリスマス・コンサート2020 -聖夜のバッハ-

12月19日（土） 14：00開演
曲目／J.S.バッハ：ピエス・ドルグ（幻想曲）、甘き喜びの
うちに、R .ジャゾット（アルビノーニ）
：アダージョ、A .
マルチェッロ：オーボエ協奏曲 二短調 他
出演／パイプオルガン：冨田一樹、
バロックオーボエ：前橋
ゆかり、
弦楽アンサンブル
（ヴァイオリン：長岡聡季、
大光
嘉理人、
ヴィオラ：吉田篤、
チェロ：西沢央子、
コントラバス：
諸岡典経）
料 金 ／全 席 指 定 4 ,0 0 0 円、U25（小 学 生〜25歳）
1,500円

★MUZAジルベスターコンサート2020

12月31日（木） 15：00開演
出演／指揮：下野竜也、
ナレーション・バリトン：宮本益光、
ピアノ：小川典子、
ヴァイオリン：南紫音、
管弦楽：東京交響
楽団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
5,000円、
C席4,000円、
U25(小学生〜25歳)各席半額

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

ウィズ・ミューズシリーズ

第8回 高崎将充 津軽三味線トーク＆ライブ
11月15日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／津軽じょんがら節、
津軽おはら節、
津軽あいや節 他
出演／津軽三味線：高崎将充
第9回 あさいまり クリスマスコンサート
12月6日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番、ピアソラ：
ブエノスアイレスの冬、
コレッリ：ラ・フォリア 他

出演／ヴァイオリン：あさいまり、
ピアノ：加畑嶺、
チェロ：
平井麻奈美
第10回 O'jizo ケルトミュージックコンサート
2021年1月9日
（土） 13：00開場 13：30開演
曲目／J.ホーナー 他：映画
『タイタニック』
より、
Murphy's
Hornpipe 他
（無印良品 BGM）
、
ロンドンデリーの歌
（アイ
ルランド民謡）他
出演／O'Jizo
（豊田耕三、
長尾晃司、
中村大史）
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、
友の会800円、
18歳以下
600円

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

11月18日
（水）
、
12月9日
（水）
、
23日
（水）
、
1月13日
（水）
17：30開演
11月19日
（木）
、
12月10日
（木）
、
17日
（木）
、
1月14日
（木）
19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、
草原情歌、
蘇州夜曲、
愛の賛歌 他
出演／在日ソプラノ歌手:金恵娟
料金／1回3,000円、
小中高校生2,500円
＊少人数レッスン40分、
要事前予約。
問合せ／金恵娟 ☎080-1049-9621

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251回例会＜ラフマニノフの生涯＞
11月25日（水） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：江沢冨二郎
第252回例会
＜オペラの楽しみ その5〜ヴェルディを楽しむ〜＞
12月22日（火） 13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：松原徹
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

動画配信
東響ミニコンサート in ミューザガレリア
第83回 12月10日
（木） 12：10開演
出演／東京交響楽団メンバー 他
問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200

2020〜少年の祭典「ボレロ」〜

内容／一般公募した市民約150人が、
ラヴェル作曲
「ボレロ」
を演奏、
収録し後日配信。
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649

多摩区3大学WEBコンサート

内容／多摩区内に立地する3大学（専修大学、明治
大学、
日本女子大学）
の学生によるコンサート。
11月中旬より12月末まで配信予定。
問合せ／多摩 区・3 大 学 連 携 協議 会（多摩 区役 所
企画課） ☎044-935-3147

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〜16時）
ensou@senzoku.ac.jp
※問合せはできるだけメールにてお願いします。
当面の間、
主催公演は関係者のみにて開催
しています。
このため、
一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。
なお、
一部の
演 奏 会 は洗 足 学 園 音 楽 大 学 YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

未

…未就学児入場可

www.ongakunomachi.jp ̶
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昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可
＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感 染 症 対 策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、
ご来場
ください。
＊必ず事前にお申し込みください。

◇文化庁委託事業

「令和2年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

日本のオペラ作品をつくる〜オペラ創作人材
育成事業第Ⅲ期 ［公開座談会＆演奏会初演］
新作オペラ
《咲く〜もう一度、
生まれ変わるために》

11月13日
（金） 17：00開場 18：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
作曲／竹内一樹 台本／宇吹萌
出演／指揮：仲田淳也、
独唱：芝野遥香、
丹呉由利子、
佐藤
みほ、
曽我雄一、
大塚雄太、
合唱：日本オペラ協会、
管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 1,000円

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第91回 11月17日
（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：和下田大典
第92回 12月24日
（木） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：中村靖
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席自由 1回券：1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学管弦楽団 第39回定期演奏会

11月21日
（土） 13：00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
曲目／ロッシーニ：
《セミラーミデ》序曲、モーツァルト：
交響曲 第39番、
ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番
「革命」
出演／指揮：時任康文
料金／全 席 指 定 S席2,000円、A 席1,500円、学生
（A席のみ）
1,000円

Showaミュージック・カフェ
昭和音楽大学同伶会奨学金対象者によるコン
サート

11月23日
（月・祝） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／モーツァルト：オペラ《ドン・ジョヴァンニ》より
カタログの歌 、
プッチーニ：オペラ
《つばめ》
より ドレッタ
の夢 、
ヴェルディ：オペラ
《ルイザ・ミラー》
より 穏やかな
夜には 、
ドニゼッティ：オペラ
《愛の妙薬》
より 素晴らしい
妙薬〜トラン・トラン・トラン 、
カンツォーネメドレー 他
出演／ソプラノ：中畑有美子、
テノール：駿河大人、
バス：
小野寺光、ピアノ：石渡洸貴
料金／全席自由 一般1,700円、
学生1,000円
※小学生入場無料（保護者同伴の場合に限ります。要
事前連絡）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第34回定期演奏会

11月24日
（火） 17：30開場 18：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／天野正道：カプレーティとモンテッキ「ロメオと
ジュリエット」その愛と死、プロコフィエフ：バレエ音楽
「ロメオとジュリエット」
より
（抜粋）
、
チャイコフスキー：
幻 想 序 曲「ロメオとジュリエット」、バーンスタイン：
《ウエスト・サイド物語》より「シンフォニック・ダンス」
出演／指揮：福本信太郎、
加藤明久
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース自主企画公演
「ACOUSMONIUM スピーカーのオーケストラ」
11月28日
（土） 10：00開場
会場／昭和音楽大学 南校舎1F スタジオ・ブリオ
内容／電子音楽をコンサートで上演するツールとして
考案されたアクースモニウムに焦 点を当てたライブ。
アクースモニウムの体験もできるインスタレーションあり。
出演／渡辺愛、由雄正恒、高野大夢
料金／全 席 自由 入場 券 5 0 0 円、ライブセクション
参加券：1,500円〜3,000円、オンライン配信視聴券
（1セクション）
500円
問合せ／昭和音楽大学アートマネジメントコース企画
制作室 ☎044-959-5121
（平日10時〜17時）
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◇昭和音楽大学 第45回メサイア

12月12日
（土） 14：00開場 15：00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：星出豊、管弦楽：昭和音楽大学管弦楽団、
合唱：昭和音楽大学合唱団、
ソプラノ：佐藤寛子、
アルト：
石谷莉奈、
テノール：工藤翔陽、
バス：平賀僚太
料金／全席指定 S席2,700円、A席2,200円、B席
1,700円、
学生
（B席のみ）
1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団
昭和ウインド・シンフォニー第21回定期演奏会

12月13日
（日） 13：00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：福本信太郎
料 金 ／全 席 指 定 一 般1,800円、学生（小〜大 学生）
1,000円

◇昭和音楽大学音楽芸術運営学科
ミュージカルコース・舞台スタッフコース
令和2年度卒業公演
「INTO THE WOODS
（イントゥ・ザ・ウッズ）
」
12月20日
（日） ①11：00開場 12：00開演
②16：30開場 17：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／ミュージカルコース4年生
料金／全席指定 S席1,500円、
A席1,000円、
学生S席
800円、
学生A席500円 ※4歳から入場可

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
第九演奏会
12月27日
（日） 14：00開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ベートーヴェン：序曲
《レオノーレ》第3番、
交響曲
第9番
「合唱付」
出演／指揮：梅田俊明、合唱指揮：山舘冬樹、合唱：昭和
音 楽 大 学 合 唱 団、ソ プ ラノ：廣 田 美 穂、アルト：吉 村
恵、
テノール：井ノ上了吏、
バス：牧野正人
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、B席
3,000円、
学生
（B席のみ）
1,500円

今年度開催中止になったイベント
12月 5日（土）／D LIVE vol.7
12月13日（日）／2020かわさき市民
第九コンサート

コロナに負けない!! 〜かわさきジャズ2020編〜
問合せ先

かわさきジャズ
オリジナルマスク好評発売中 !
ブルーとブラックの2種類。
気分に合わせてつけちゃおう！
料金／各500円
公演会場、
かわさき きたテラス、
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会事務所で販売中!

音楽を奏でる場所・応援 !
プロジェクト
ラ イ ブ ハ ウ スや ミ ュ ー
ジックバーなど、音 楽 を
演奏できる
「場所」
の紹介
動 画 を か わ さ き ジャズ
公 式YouTubeで 公 開中
です。

かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623
info@kawasakijazz.jp
かわさきジャズ

検索

ジャズアカデミー
第1回〜第4回
動画配信!!
ダイジェスト版をかわさき
ジャズ 公 式 YouTubeで
公開中！

11・12月号の情報は10月21日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回1月10日発刊号は、1月11日から3月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！
（11月13日締め切り）※掲載無料

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応による掲載公演の中止・変更等にご注意ください。

公式YouTubeチャンネル

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

www.ongakunomachi.jp ̶
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第32回マイ・クラシックコンサート

11月15日（日） 18：50開場 19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／ガーシュイン：パリのアメリカ人、
ヴィヴァルディ：
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 他
出演／マリンバ：樋高裕樹、
成田京子、
横山久子、
奥平哲也、
ヴァイオリン：瀬野尾彩菜、ソプラノ：遠藤円香、ピアノ：
小出史士 他
問合せ／マリンバ奏楽の森 ☎044-533-5389

歌声喫茶ともしび〜新店に向けて新たな始動

11月26日
（木） 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 ＊要予約
問合せ／ともしび事務センター ☎03-6907-2731

夢こんさぁと

12月17日（木） 11：45開場 12：05開演
出演／Hopscoootch!
（マリンバ、
パーカッション）
会場／幸市民館 大会議室
＊要事前申込
（11月20日(金)締切）
問合せ／幸区役所地域振興課 ☎044-556-6606 未

中 原 区
音友レコード倶楽部
『軽音楽とジャズを聴くプログラム』

11月14日（土）、12月12日（土）
13：00開場 13：15開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
料金／1,500円
問合せ／音楽好きな友の会 ☎090-9398-2889

映像オペラを楽しむ会
11月例会【トリスタンとイゾルデ】

11月19日（木） 13：10開場 13：30開演
会場／国際交流センター
料金／全席自由 年会費（全12回）
4,000円
問合せ／事務局
（長澤） ☎03-5724-3312

中原区役所コンサート

12月18日（金） 18：00開場 19：00開演
会場／総合福祉センター
（エポックなかはら）
申込方法／11月16日（月）より先着順。中原区HPから
未
または電話で。詳細は要確認。
問合せ／中原区役所地域振興課 ☎044-744-3324

クリスマスサロンコンサート2020

12月20日（日） ①12：15開場 12：30開演
②14：45開場 15：00開演
会場／ホテル精養軒 2階
「飛翔」
曲目／糸、東京物語、クリスマスキャロルメドレー 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、テノール：佐藤敦史、合唱団
「虹」他
料金／全席自由（ケーキ・お茶付き）前売券2,000円、
当日券2,500円、こども（中学生以下）
1,500円
未
問合せ／NPO法人さえの会 事務局長
（木村）
☎090-1818-0538

高 津 区
音楽喫茶 in なかはら

11月20日（金） 13：30開場 14：00開演
会場／溝ノ口カレー
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、
行事の歌 他
出演／ナビゲーター・ピアノ：稲葉栄子
料金／2,000円
（ケーキセット付） ＊要事前予約
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎&FAX044-711-2316

モーツァルトの音楽を楽しむ会
比嘉洸太 ピアノリサイタル
11月21日（土） 13：30開場

14：00開演

料金／全席自由 2,500円
プロフェッショナルズオーケストラ
ニューイヤーコンサート2021
1月11日（月・祝） 13：30開場 14：00開演
出演／指揮：末永隆一
料金／全席自由 2,800円
会場／高津市民館（ノクティホール）
問合せ／事務局 ☎080-2243-1254

花コンサート

第223回 11月29日（日） 12：00開演
曲目／親しみやすいクラシック曲 他
出演／ピアノ：坂本望
第224回 12月20日（日） 12：00開演
出演／トリオ・カノール(フルート：林真央、
オーボエ：川﨑
芳江、
ピアノ：髙坂慎一郎)
会場／高津区役所 1階 市民ホール（ロビー）
＊事前申込み制
問合せ／高津区役所地域振興課 ☎044-861-3133

おんまち・みぞのくちライブ

12月19日
（土） 14：00開演
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
出演／神奈川フィルハーモニー管弦楽団金管五重奏
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

第8回東日本大震災チャリティーコンサート
〜遠く離れていても〜

12月19日
（土） 13：30開場 14：00開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
曲目／クリスマス・キャロル・メドレー、
花は咲く 他
出演／フル ート：相 澤 政 宏、神 田 寛 明、ファンタジー・
フルート 他
＊要事前予約制
問合せ／三田 ☎090-1775-2161

多 摩 区
第68回たまアトリウムコンサート

12月16日
（水） 12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 1階 アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課 ☎044-935-3239

オペラ『森は生きている』
12月22日(火)

①14：30開場 15：00開演
②18：30開場 19：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席自由 おとな3,000円、こども（高校生まで）
2,000円 ＊当日券は＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座 ☎044-930-1720

麻 生 区
しんゆりジャズスクエアvol.44

11月13日
（金） 18：30開場 19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／4Ｘ6、
I've Grown Accustomed to Her Face、
West Coast Blues、
Road Song、
酒とバラの日々、
SOS 他
出演／ギター：田辺充邦、
テナーサックス：岡淳、
オルガン：
西川直人、
ドラム：井川晃
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット6,000円、
4枚セット11,000円、障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター ☎044-955-0107

アルテリッカしんゆり2020

0歳からのコンサート〜幸せなら手をたたこう!〜
11月21日
（土） ① 9：15開場 10：00開演
②11：25開場 12：10開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／和下田大典（うたのおにいさん）、池田知穗（うた

今まで開催されたコンサートや音楽イベントの映像がご覧になれます

ミュートンチャンネル

検索

̶

のおねえさん）他
料金／全席指定 大人1,500円、子ども500円
未
※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料
藤原歌劇団Quattro Aria ウインターコンサート2020
12月19日（土） 14：00開場 14：30開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／藤 原 歌 劇 団Quattro Aria（笹 岡 慎一郎、有 本
康人、
和下田大典、
大塚雄太、
黄木透）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 前売3,000円、
当日3,500円
フルートライヴ in ユリホール2020 工藤重典と仲間たち
12月20日（日） 14：30開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／フルート：工藤重典、
甲藤さち、藤田真頼 他
料金／全席指定 一般3,800 円、
学生2,000円
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）
2020実行委員会事務局 ☎044-952-5024

あさお芸術のまちコンサート推進委員会 宛
（11月24日（火）消印有効、応募多数の場合は抽選）
問合せ／麻生区役所地域振興課 ☎044-965-5370

藤原歌劇団公演「フィガロの結婚」

2021年1月8日
（金）
・9日
（土） 13：00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：鈴木恵 里 奈、演出：マルコ・ガンディーニ、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
合唱：
藤原歌劇団合唱部 他
料金／全 席指定 S席12,800円、A 席9,800円、B席
6,800円、
C席3,000円 ＊各種割引あり、
詳細は問合せ。
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時〜18時）

ミューザ川崎シンフォニーホール

スターダンサーズ・バレエ団公演
「くるみ割り人形」全2幕

11月28日
（土）
・29日
（日） 13：15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：田中良和、
出演：スターダンサーズ・バレエ団、
管 弦 楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オー ケストラ、
コーラス：ゆりがおか児童合唱団
料金／全席指定 SS席10,000円、
S席9,000
（6,000）
円、
A席6,000（4,000）円、B席3,000（2,000）円、C席
1,000円※()はこども（4歳〜中学生）料金。4歳未満の
入場はご遠慮ください。
問合せ／スターダンサーズ・バレエ団
未
☎03-3401-2293
（平日10時〜18時）

ベルカントオペラフェスティバル イン ジャパン
2020「ジュリエッタとロメオ」

12月4日
（金）
、
6日
（日） 13：00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：フランチェスコ・チッルッフォ、
演出：チェチー
リア・リゴーリオ、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・
オーケストラ、
合唱：藤原歌劇団合唱部 他
＊出演者が変更になる場合があります。
料 金 ／全 席 指 定 S席 8,0 0 0 円、A 席 6,000 円、B席
3,000円 ＊各種割引あり、詳細は問合せ。
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時〜18時）

第4回

みんなでチャレンジコンサート

12月5日（土） 12：45開場 13：30開演
会場／麻生市民館
＊当日受付にて座席指定の予定
出演／ピアノ、歌、
ヴァイオリン、箏など予定
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

未

花みずき20周年記念コンサート
〜女性と子どもの未来のために〜

12月5日（土） 記念式典 14：00開場 14：30開演
＊コンサート15：10〜16：10
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、チェロ：門脇大樹
料金／一般2,000円、会員1,500円
問合せ／スペースらいらっく
☎044-900-7797（平日9時〜17時）

20周年記念 第145回
あさお芸術のまちコンサート
忘れない〜明日に向かって Since3・11

12月13日（日） ①12：30開場 13：00開演
②14：30開場 15：00開演
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／チャイコフスキー：くるみ割り人形より、ジョップ
リン：エンターテイナー、
J.S.バッハ：G線上のアリア、
クリ
スマスメドレー 他
出演／ヴァイオリン：鈴木智子、
チェロ：八代瑞希
＊往復ハガキによる申込制。ハガキ1枚につき2名まで
入場可。入場希望者全員の氏名、希望公演回、代表者
の電話番号、
はがきの返信面に住所を記入の上、
〒215-8570
（住所不要） 麻生区役所地域振興課内

※料金について表記のないものは無料です

★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
※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。
最新の開催情報は公式サイトでご確認ください。

★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161回 11月14日
（土） 14：00開演
曲目／矢 代 秋雄：ピアノ協奏曲、ブルックナー：交 響曲
第6番
（ノヴァーク版）
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：小菅優
第162回 12月20日
（日） 14：00開演
曲目／ベートーヴェン：劇付随音楽『エグモント』序曲、
交響曲第9番「合唱付」
出演／指揮：秋山和慶、
ソプラノ：森野美咲、
メゾソプラノ：
小野美咲、
テノール：小原啓楼、
バリトン：大山大輔 他
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、C席3,000円
＊指揮者および公演内容が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。

かわさきジャズ2020
ジャズピアノ Battle ジャム

11月15日（日） 16：00開場 17：00開演
出演／ピアノ：山下洋輔、
スガダイロー、
桑原あい、
奥田弦、
ゲスト：平野公崇
（サックス）
、
ルイス・バジェ
（トランペット）
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席 5,0 0 0 円、B席
4,000円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623（平日10時〜17時）

★MUZAランチタイムコンサート

パイプオルガン＆ヴァイオリン〜時空と国境を越えて〜
11月17日（火） 12：10開演
曲目／J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ヴィターリ：
シャコンヌ ト短調 他
出演／パイプオルガン：山田由希子、ヴァイオリン：横山
奈加子
これが聴きたかった ! ミュージカルの名曲をデュオで !
12月9日（水） 12：10開演
曲目／愛せぬならば（ミュージカル「美女と野獣」より）、
トゥモ ロ ー（ミュージ カ ル「アニー」より）、輝く未 来
（ディズニーアニメ「塔の上のラプンツェル」より）他
出演／歌：中井智彦、水野貴以、ピアノ：長濱司
料金／全席自由 500円

★モーツァルト・マチネ 第43回

11月21日（土） 11：00開演
曲目／リゲティ：ラミフィケーション、ハイドン：トラン
ペット協奏曲、モーツァルト：交響曲第38番「プラハ」
出演／指揮：ジョナサン・ノット、
トランペット：佐藤友紀
（東京交響楽団首席トランペット奏者）
、
管弦楽：東京交響
楽団
料金／全席指定 4,000円、
U25
（小学生〜25歳）
1,500円
＊指揮者および公演内容が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。
託

託児サービスは当面の間休止しております。

www.ongakunomachi.jp ̶
★第11回音楽大学オーケストラ・フェスティバル

11月28日（土） 15：00開演
出 演・曲目／桐 朋 学園 大 学（指 揮：高 関 健）コープラン
ド：バレエ 組曲『アパラチアの 春』、ベートーヴェン：交
響曲第5番 ｢運命｣、武蔵野音楽大学（指揮：北原幸男）
ブラームス：交響曲第2番
12月5日（土） 15：00開演
出演・曲目／国立音楽大学(指揮：飯森 範 親)マーラー：
交 響 曲 第1番 ｢ 巨 人 ｣、洗 足 学園音楽 大 学（指 揮：秋 山
和慶）エルガー：序曲「コケイン」、エニグマ変奏曲
料金／全席指定 1,000円、通し券3,000円（4公演）

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーン
コンサート2020

「前橋汀子／名曲の喜び」
前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル
12月7日（月） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番「春」
、
第9番「クロイツェル」
、パガニーニ：ラ・カンパネラ 他
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
森麻季 ソプラノ・リサイタル《森麻季／アヴェ・マリア》
12月12日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／モーツァルト：ラウダムス・テ（「ミサ曲 ハ短調」
より）
、
エクスルターテ・ユビラーテ、
バッハ
（グノー）
：アヴェ・
マリア、シューベルト：アヴェ・マリア 他
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
宮田大 チェロ・リサイタル《アメイジング・チェロ》
2021年1月9日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／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、ラフマニノフ：チェロ・ソナタ 他
「﨑谷直人の 四季 」﨑谷直人＆神奈川フィル・メンバー
2021年1月14日（木） 12：30開場 13：30開演
曲目／グリーグ：
「ホル ベルグ組曲」より 前 奏 曲、バー
バー:弦楽のためのアダージョ、クリス・コーネル（大崎
晃一編曲）
：The Promise、エルガー：弦楽セレナーデ、
ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」全曲
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

★MUZAパイプオルガン
クリスマス・コンサート2020 -聖夜のバッハ-

12月19日（土） 14：00開演
曲目／J.S.バッハ：ピエス・ドルグ（幻想曲）、甘き喜びの
うちに、R .ジャゾット（アルビノーニ）
：アダージョ、A .
マルチェッロ：オーボエ協奏曲 二短調 他
出演／パイプオルガン：冨田一樹、
バロックオーボエ：前橋
ゆかり、
弦楽アンサンブル
（ヴァイオリン：長岡聡季、
大光
嘉理人、
ヴィオラ：吉田篤、
チェロ：西沢央子、
コントラバス：
諸岡典経）
料 金 ／全 席 指 定 4 ,0 0 0 円、U25（小 学 生〜25歳）
1,500円

★MUZAジルベスターコンサート2020

12月31日（木） 15：00開演
出演／指揮：下野竜也、
ナレーション・バリトン：宮本益光、
ピアノ：小川典子、
ヴァイオリン：南紫音、
管弦楽：東京交響
楽団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
5,000円、
C席4,000円、
U25(小学生〜25歳)各席半額

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

ウィズ・ミューズシリーズ

第8回 高崎将充 津軽三味線トーク＆ライブ
11月15日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／津軽じょんがら節、
津軽おはら節、
津軽あいや節 他
出演／津軽三味線：高崎将充
第9回 あさいまり クリスマスコンサート
12月6日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番、ピアソラ：
ブエノスアイレスの冬、
コレッリ：ラ・フォリア 他

出演／ヴァイオリン：あさいまり、
ピアノ：加畑嶺、
チェロ：
平井麻奈美
第10回 O'jizo ケルトミュージックコンサート
2021年1月9日
（土） 13：00開場 13：30開演
曲目／J.ホーナー 他：映画
『タイタニック』
より、
Murphy's
Hornpipe 他
（無印良品 BGM）
、
ロンドンデリーの歌
（アイ
ルランド民謡）他
出演／O'Jizo
（豊田耕三、
長尾晃司、
中村大史）
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、
友の会800円、
18歳以下
600円

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

11月18日
（水）
、
12月9日
（水）
、
23日
（水）
、
1月13日
（水）
17：30開演
11月19日
（木）
、
12月10日
（木）
、
17日
（木）
、
1月14日
（木）
19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、
草原情歌、
蘇州夜曲、
愛の賛歌 他
出演／在日ソプラノ歌手:金恵娟
料金／1回3,000円、
小中高校生2,500円
＊少人数レッスン40分、
要事前予約。
問合せ／金恵娟 ☎080-1049-9621

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251回例会＜ラフマニノフの生涯＞
11月25日（水） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：江沢冨二郎
第252回例会
＜オペラの楽しみ その5〜ヴェルディを楽しむ〜＞
12月22日（火） 13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：松原徹
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

動画配信
東響ミニコンサート in ミューザガレリア
第83回 12月10日
（木） 12：10開演
出演／東京交響楽団メンバー 他
問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200

2020〜少年の祭典「ボレロ」〜

内容／一般公募した市民約150人が、
ラヴェル作曲
「ボレロ」
を演奏、
収録し後日配信。
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649

多摩区3大学WEBコンサート

内容／多摩区内に立地する3大学（専修大学、明治
大学、
日本女子大学）
の学生によるコンサート。
11月中旬より12月末まで配信予定。
問合せ／多摩 区・3 大 学 連 携 協議 会（多摩 区役 所
企画課） ☎044-935-3147

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〜16時）
ensou@senzoku.ac.jp
※問合せはできるだけメールにてお願いします。
当面の間、
主催公演は関係者のみにて開催
しています。
このため、
一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。
なお、
一部の
演 奏 会 は洗 足 学 園 音 楽 大 学 YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

未

…未就学児入場可

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

〈3〉

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可
＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感 染 症 対 策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、
ご来場
ください。
＊必ず事前にお申し込みください。

◇文化庁委託事業

「令和2年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

日本のオペラ作品をつくる〜オペラ創作人材
育成事業第Ⅲ期 ［公開座談会＆演奏会初演］
新作オペラ
《咲く〜もう一度、
生まれ変わるために》

11月13日
（金） 17：00開場 18：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
作曲／竹内一樹 台本／宇吹萌
出演／指揮：仲田淳也、
独唱：芝野遥香、
丹呉由利子、
佐藤
みほ、
曽我雄一、
大塚雄太、
合唱：日本オペラ協会、
管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 1,000円

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第91回 11月17日
（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：和下田大典
第92回 12月24日
（木） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：中村靖
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席自由 1回券：1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学管弦楽団 第39回定期演奏会

11月21日
（土） 13：00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
曲目／ロッシーニ：
《セミラーミデ》序曲、モーツァルト：
交響曲 第39番、
ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番
「革命」
出演／指揮：時任康文
料金／全 席 指 定 S席2,000円、A 席1,500円、学生
（A席のみ）
1,000円

Showaミュージック・カフェ
昭和音楽大学同伶会奨学金対象者によるコン
サート

11月23日
（月・祝） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／モーツァルト：オペラ《ドン・ジョヴァンニ》より
カタログの歌 、
プッチーニ：オペラ
《つばめ》
より ドレッタ
の夢 、
ヴェルディ：オペラ
《ルイザ・ミラー》
より 穏やかな
夜には 、
ドニゼッティ：オペラ
《愛の妙薬》
より 素晴らしい
妙薬〜トラン・トラン・トラン 、
カンツォーネメドレー 他
出演／ソプラノ：中畑有美子、
テノール：駿河大人、
バス：
小野寺光、ピアノ：石渡洸貴
料金／全席自由 一般1,700円、
学生1,000円
※小学生入場無料（保護者同伴の場合に限ります。要
事前連絡）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第34回定期演奏会

11月24日
（火） 17：30開場 18：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／天野正道：カプレーティとモンテッキ「ロメオと
ジュリエット」その愛と死、プロコフィエフ：バレエ音楽
「ロメオとジュリエット」
より
（抜粋）
、
チャイコフスキー：
幻 想 序 曲「ロメオとジュリエット」、バーンスタイン：
《ウエスト・サイド物語》より「シンフォニック・ダンス」
出演／指揮：福本信太郎、
加藤明久
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース自主企画公演
「ACOUSMONIUM スピーカーのオーケストラ」
11月28日
（土） 10：00開場
会場／昭和音楽大学 南校舎1F スタジオ・ブリオ
内容／電子音楽をコンサートで上演するツールとして
考案されたアクースモニウムに焦 点を当てたライブ。
アクースモニウムの体験もできるインスタレーションあり。
出演／渡辺愛、由雄正恒、高野大夢
料金／全 席 自由 入場 券 5 0 0 円、ライブセクション
参加券：1,500円〜3,000円、オンライン配信視聴券
（1セクション）
500円
問合せ／昭和音楽大学アートマネジメントコース企画
制作室 ☎044-959-5121
（平日10時〜17時）
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◇昭和音楽大学 第45回メサイア

12月12日
（土） 14：00開場 15：00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：星出豊、管弦楽：昭和音楽大学管弦楽団、
合唱：昭和音楽大学合唱団、
ソプラノ：佐藤寛子、
アルト：
石谷莉奈、
テノール：工藤翔陽、
バス：平賀僚太
料金／全席指定 S席2,700円、A席2,200円、B席
1,700円、
学生
（B席のみ）
1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団
昭和ウインド・シンフォニー第21回定期演奏会

12月13日
（日） 13：00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：福本信太郎
料 金 ／全 席 指 定 一 般1,800円、学生（小〜大 学生）
1,000円

◇昭和音楽大学音楽芸術運営学科
ミュージカルコース・舞台スタッフコース
令和2年度卒業公演
「INTO THE WOODS
（イントゥ・ザ・ウッズ）
」
12月20日
（日） ①11：00開場 12：00開演
②16：30開場 17：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／ミュージカルコース4年生
料金／全席指定 S席1,500円、
A席1,000円、
学生S席
800円、
学生A席500円 ※4歳から入場可

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
第九演奏会
12月27日
（日） 14：00開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ベートーヴェン：序曲
《レオノーレ》第3番、
交響曲
第9番
「合唱付」
出演／指揮：梅田俊明、合唱指揮：山舘冬樹、合唱：昭和
音 楽 大 学 合 唱 団、ソ プ ラノ：廣 田 美 穂、アルト：吉 村
恵、
テノール：井ノ上了吏、
バス：牧野正人
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、B席
3,000円、
学生
（B席のみ）
1,500円

今年度開催中止になったイベント
12月 5日（土）／D LIVE vol.7
12月13日（日）／2020かわさき市民
第九コンサート

コロナに負けない!! 〜かわさきジャズ2020編〜
問合せ先

かわさきジャズ
オリジナルマスク好評発売中 !
ブルーとブラックの2種類。
気分に合わせてつけちゃおう！
料金／各500円
公演会場、
かわさき きたテラス、
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会事務所で販売中!

音楽を奏でる場所・応援 !
プロジェクト
ラ イ ブ ハ ウ スや ミ ュ ー
ジックバーなど、音 楽 を
演奏できる
「場所」
の紹介
動 画 を か わ さ き ジャズ
公 式YouTubeで 公 開中
です。

かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623
info@kawasakijazz.jp
かわさきジャズ

検索

ジャズアカデミー
第1回〜第4回
動画配信!!
ダイジェスト版をかわさき
ジャズ 公 式 YouTubeで
公開中！

11・12月号の情報は10月21日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回1月10日発刊号は、1月11日から3月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！
（11月13日締め切り）※掲載無料

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応による掲載公演の中止・変更等にご注意ください。

公式YouTubeチャンネル

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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※詳細は
「ドレミファ♪ミュートン」
ページに掲載
「ドレミファ♪ミュートン」
ページはこちら！

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会 ☎044-544-9641

Aイ4ズ
サ

感染防止対策ポスター
音楽イベントやお教室の
運営にご活用ください！

協議会ホームページ
「イベント情報」
に登録いただいているイベ
ントまたは、
「かわさきのオケイコ」
に登録いただいている方が
ご使用いただけます。
ご希望の方は、
協議会
（info@ongakunomachi.jp）
までご連絡
ください。
PDFデータをお送りします。

「音楽のまち・かわさき」
推進協議会
マスコットキャラクター

かわさきミュートン
LINEスタンプ販売中

子ども向け、
白黒版もあります

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会

☎044-544-9641

＊
『プチマガ』
は、
市役所及び各区公共施設のほか、
ミューザ川崎シンフォニーホール、
川崎市内の鉄道の主な駅やシティホテル、
理・美容組合加盟店、
一部のスーパーマーケット、
郵便局、
JAセレサ川崎、
川崎信用金庫の各店舗などで入手できます。

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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第一部

み
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︻すみぬり︼

︻はしべんけい︼
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お

13 12

時 分開場
時 分開演

ゆく

三宅 右近 ︵和泉流︶

かく とう

橋弁慶

第121回

墨 塗

狂言

能

角当 行雄 ︵観世流梅若会︶

おん 新CMがtvkで
まち 放送中！

能「橋弁慶」
角当行雄・角当直隆
（撮影：吉越立雄）

00 30

川崎市定期能
〜観世流梅若会〜

12月12日
（土） 会場：川崎能楽堂
料金：各部 4,000円（全席指定） U25 3,000円
※脇正面、
中正面エリアのみ選択可。
25歳以下の方。

第二部

み
やけ

時 分開場
時 分開演

︻しみず︼

ちか なり

︻ようちそが︼

三宅 近成 ︵和泉流︶

みのる

夜討曽我

実 ︵観世流梅若会︶

30 00

能「夜討曽我」梅若 実（撮影：吉越 研）

◎定期能をより楽しむための事前講座
●日時：11月21日
（土）
10：00〜11：30
●講師：角当 直隆
（観世流梅若会・シテ方）
、
伶以野陽子
（観世流梅若会・シテ方）

います。

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会

清 水

狂言

能
うめ わか

梅若

（川崎
東京交響楽団
ズオ ー
イ
ャ
チ
ン
市フラ
と原田慶太楼
ケストラ）
「好き
よる
さんの指揮に
愛の街」
です かわさき
が演奏されて

15 15

＊チケットご購入者が対象。料金無料。

☎044-544-9641

川崎市フランチャイズオーケストラ

東京交響楽団から皆様へ
〜Go for Next！〜
コロナ禍にあり、演奏会の中止、海外か
らの指揮者・ソリストの渡航制限、膨大
な量のチケット払い戻しに見舞われた
当団ですが、活動再開の第1歩は、川崎
市の力強いサポートによる
「川崎市マッ
チングギフトコンサート」
でした。
3回の無観客コンサートを、
ミューザ川崎
からインターネットで無料配信。
クラシック
の他にも「好きですかわさき 愛の街」
「川崎 市 歌 」
「 上を向いて歩こう」など 東京交響楽団
専務理事・楽団長 大野 順二
川崎市ゆかりの曲も演奏され、画面の
向こうの皆様とも心を通わせることができました。累 計 視 聴 数
は約6万人、多くのご声援ご支援をいただきました。期間中に
集まったご寄付の金額に応じて、同額を市 民 招 待に充てると
いう取り組みも、自治体とフランチャイズオーケストラの取り組
みとしては全国で例のないものです。来 年 度のミューザ川崎で
の演 奏 会では、川崎 市のサポートにより、
のべ約1,200名の市民
の皆さんを演奏会へご招待できることになりました。
これからも安心してコンサートにお越しいただけるよう、楽団員、
スタッフ一同知恵を絞って取り組んでおります。ぜひまたミュー
ザ川崎シンフォニーホールで皆様にお会いできるのを楽しみに
しております。
東京交響楽団はジョナサン・ノット音楽監督と共に、次のステ
ージへ向けて更なる飛躍を目指します。

＊昨年の読者アンケートで寄せられたご意見への回答等はHP（プチマガジンのページ）で公表しています。

問合せ・チケット取扱

川崎能楽堂 川崎市川崎区日進町1-37

TEL044−222−7995 FAX044-222-1995(9時〜17時 ※水曜定休)

♪ミュージックスポット♪

ホテルメトロポリタン川崎
JR 川崎駅西口より徒歩2分。今年5月18日
（月）
に開業した304室の
客室とホテル直営のオールデイダイニング、本格中華、
カフェなど3店舗
を備えたホテル。
客室に設置されたメモ帳や、
スタッフの襟元に光るピンバッジも音楽の
エッセンスがあふれ、
また館内に飾られた若手作家のアート作品が華やか
に出迎えてくれます。
2階ロビーラウンジに設置されたグランドピアノを使い、8月より毎週
金曜日に
「FRIDAY MUSIC NIGHT」が始まり、
シティホテルとしては
珍しい 投げ銭方式 のライブとして開催中です。宿泊だけでないホテル
ライフを
「音楽のまち・かわさき」
で楽しめるニュースポットです。

FRIDAY MUSIC NIGHT 毎週金曜日 19:00開演／20:00開演

●問合せ／ホテルメトロポリタン川崎
☎044-533-1111

