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発行/「音楽のまち・かわさき」推進協議会　
〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー5階　
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企画・編集/八幡印刷（株）　無断掲載・複写禁止   

詳しいイベント情報は

音楽のまち 検 索

※料金について表記のないものは無料です

「音楽のまち・かわさき」でアジアがあふれる2日間！

4月25日土、26日日12：00～（一部会場は11：00～）●日時
●会場 ラ チッタデッラ中央噴水広場、アトレ川崎ツバキひろば、川崎駅東口駅前広場、

地下街アゼリア、かわしんふれあい広場、銀座街ダイス駐輪場入口横、川崎市役
所第3庁舎広場、東田公園、銀柳街入口

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶ 〈1〉

※詳細は7ページへ

未…未就学児入場可

川 崎 区 川崎市立川崎中学校吹奏楽部 定期演奏会
3月22日（日）　13：30開場　14：00開演 
会場／労働会館（サンピアンかわさき）
曲目／マーチ　ブルースカイ、TRUTH 他
問合せ／川崎中学校（小野）　☎044-222-7186

飛鳥Night!  LIVE
3月15日（日）、4月19日（日）　18：30開演
料金／入場料100円（交通遺児チャリティ募金分）
会場・問合せ／飛鳥ドライビングカレッジ
☎044-244-5266

イトーヨーカドーライブ
3月15日（日）、22日（日）、29日（日）、4月5日（日）、
12日（日）、19日（日）、26日（日）
13：00開場　13：30開演
会場／イトーヨーカドー川崎店 正面入り口横
問合せ／ワンゼロワン（外井）　☎080-8737-4298

神奈川県立川崎高等学校吹奏楽部
第43回定期演奏会
3月20日（金・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／労働会館（サンピアンかわさき）
曲目／ロルフ・ルディン：詩のない歌、真島俊夫：三つの
ジャポニスム、スーザ・高橋宏樹：森のくまさん、スーザに
出会った、佐橋俊彦：ディープパープル・メドレー 他
問合せ／川崎高等学校吹奏楽部顧問
☎044-344-6853 未

アーバンライブかわさき おやじバンド大会
3月20日（金・祝）　10：00～16：00
会場／川崎競輪場 野外西ステージ
問合せ／川崎競輪場（中嶋）　☎044-230-1161 未

未

かわさき区ビオラコンサート
4月1日（水）　12：10開演 
出演／フルート：井上昭史、ピアノ：井上真美
5月13日（水）　12：10開演 
出演／ボーカル・ギター：花奏日和
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

ぴあにしも
No Charge LIVE 
3月11日（水）、13日（金）、17日（火）、18日（水）、19日（木）、
26日（木）、4月1日（水）、2日（木）、9日（木）、14日（火）、
16日（木）、23日（木）、24日（金）、27日（月）、28日（火）、
29日（水）、30日（木）、5月7日（木）、14日（木）
18：00開場　19：00開演
Weekday Special LIVE 
3月12日（木）、4月15日（水）
18：00開場　19：30開演 
料金／全席自由 チャージ2,000円
Sunday afternoon LIVE
3月15日（日）、22日（日）、4月5日（日）、19日（日）
5月10日（日）　15：00開場　15：30開演 
料金／全席自由 チャージ1,500円
4月12日（日）　15：00開場　15：30開演
料金／全席自由 チャージ2,000円
Monday JAM Session
4月6日（月）、5月4日（月・祝）　18：00開場　19：00開演 
料金／全席自由 参加費2,000円、オブザーバー1,000円
ブラジルセッション　インスト編　
4月7日（火）　18：00開場　19：30開演
料金／全席自由 参加費2,500円　
会場・問合せ／Public House ぴあにしも
☎044-201-1668

川崎市立富士見中学校吹奏楽部
第19回定期演奏会
3月28日（土）　13：00開場　13：30開演 
会場／労働会館（サンピアンかわさき）
曲目／ウエストサイドストーリーより「シンフォニック
ダンス」 他
問合せ／富士見中学校吹奏楽部顧問
☎044-233-2981 未

幸 区
「エヴァン・ウィッシュ」日本公演
3月12日（木）、13日（金）、14日（土）

18：00開場　19：00開演
料金／前売2,500 円、当日3,000 円、学生・シニア
2,000 円
3月13日（金）、14日（土）　13：00開場　14：00開演
料金／全席自由 2,000円
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
問合せ／Stephane CHAPUY - GIG IN JAPAN
☎080-4862-2251　
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※続きは3ページに未…未就学児入場可＊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。

中止

中 原 区
ランチタイム・ロビーコンサート
第86回　3月17日（火）　12：00開場　12：10開演 
会場／生涯学習プラザ
曲目／コーヒールンバ～サンバ・バージョン～、ベサメ・
ムーチョ、マンボ No.5、ムーン・リバー 他
出演／ヴィオリラ：妃城（きしろ）みれい
第87回　4月21日（火）　12：00開場　12：10開演
曲目／エルガー：愛の挨拶、バッハ：無伴奏チェロ組曲
第2番より「メヌエットⅠ、Ⅱ」 他
出演／レ・クロッシュ（ピアノ：宇宿真紀子、チェロ：宇宿
直彰）
問合せ／生涯学習財団ロビーコンサート担当
☎044-733-5811

音楽喫茶 in なかはら
3月20日（金・祝）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：稲葉栄子
4月17日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
5月15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
会場／Coffee Spot Life
料金／全席自由 料金1,800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

映像オペラを楽しむ会　3月例会　鑑賞会「死の都」
3月19日（木）　13：00開場　13：30開演
会場／国際交流センター
出演／解説：髙山榮也
料金／4,000円（12回分）　＊初回見学無料
問合せ／事務局（長澤）　☎03-5724-3312

かわさきハワイアンフェスティバル2020
3月21日（土）、22日（日）　10：00～16：30
会場／国際交流センター
出演／ウクレレ：カウアニシマキ、ウクレレ：ケイラちゃん、
カナロア 他
問合せ／フェスティバル事務局（遠藤）
☎090-5574-8400

川崎市立井田中学校吹奏楽部
スプリングコンサート
3月22日（日）　13：00開場　13：30開演
会場／井田中学校体育館
曲目／アルヴァマー序曲、A・RA・SHIメドレー 他
問合せ／井田中学校吹奏楽部顧問（秋田・西部）
☎044-766-3393

川崎市立橘中学校吹奏楽部　定期演奏会
3月28日(土)　13：00開場　13：30開演
会場／橘中学校体育館
問合せ／橘中学校吹奏楽部（甲斐）　☎044-777-6715

神奈川県立多摩高等学校合唱部
第54回定期演奏会
3月28日（土）　18：30開場　19：00開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
曲目／みるく世がやゆら（詞：知念捷、曲・指揮：萩京子）、
無伴奏混声合唱のための「うたおり」（詞：みなづきみ
のり、曲：松下耕）、宿命（official髭男dism）（詞・曲：藤原
聡、編曲：鈴木遥佳） 他
出演／オペラシスターこんにゃく座
問合せ／多摩高等学校合唱部顧問（福王寺）
☎044-911-7231

第2回元住吉ミュージック・フェスティバル
2020　
4月11日（土）　10：30開場　11：00開演
会場／国際交流センター
問合せ／実行委員会事務局　☎090-9398-2889

第20回　川崎ハーモニカ音楽祭　
5月8日（金）、9日（土）　12：00開場　12：30開演 
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
出演／特別演奏：ハーモニカ・ライナーズ 他
問合せ／川崎ハーモニカ協会（小山）
☎044-271-8669

川崎市民交響楽団　第191回定期演奏会
5月10日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
曲目／ブラームス：交響曲第3番、チャイコフスキー：
イタリア奇想曲、リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲
出演／指揮：三原明人
料金／全席自由 大人1,000円、小中高生500円
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）

第8回なかはらミュージカル
「Voice」～Always rising after a fall～
3月21日（土）・22日（日）
①11：30開場　12：00開演
②16：00開場　16：30開演  
会場／中原市民館
料金／全席自由 2,000円
問合せ／実行委員会　☎080-3469-4330 未

歌声喫茶ともしび in ミューザ川崎
3月18日（水）　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 前売券2,000円、当日券2,300円
問合せ／ともしび音楽企画（先崎）
☎03-6907-3801 未

「エヴァン・ウィッシュ」日本公演
3月12日（木）、13日（金）、14日（土）

未

川崎市立幸高等学校吹奏楽部
第28回定期演奏会
3月20日（金・祝）　13：30開場　14：00開演 
会場／川崎市立幸高等学校
問合せ／幸高等学校吹奏楽部顧問（立山）
☎044-522-0125

第31回ランチタイムコンサートシリーズ
バッハの響き
3月24日（火）　11：50開場　12：10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／J.S.バッハ：カンタータBWV208より 第9番 
アリア“羊は安らかに草をはみ”、12の小前奏曲より 
第11番 他
出演／ソプラノ：秋山恵美子、ピアノ：守谷博美
料金／全席自由 1,000円
問合せ／フォルモサ　☎045-543-0098

川崎市立玉川中学校吹奏楽部
第18回定期演奏会
3月29日（日）　14：40開場　15：00開演
会場／幸市民館
曲目／アルヴァマー序曲、富士山、千と千尋の神隠し
ハイライト 他
問合せ／玉川中学校吹奏楽部（石渕・石黒）
☎044-411-2639

水曜ナイトライブ in LAZONA
3月25日（水）、4月8日（水）、22日（水）、5月13日（水）
18：00開演 
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

川崎市立塚越中学校吹奏楽部
第38回定期演奏会
3月30日（月）　15：40開場　16：00開演 
会場／幸市民館
曲目／鈴木英史：喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレク

夢こんさぁと
4月16日（木）　11：30開場　12：05開演
会場／幸市民館 大会議室
出演／笙・オーボエ：Oriental-Occident
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

未

0歳からのbonbon Concert vol.10
ハープとピアノ
3月30日（月）　10：15開場　10：30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／星に願いを、剣の舞、ソナチネ 他
出演／ハープ：鈴木真希子、ピアノ：川島絵里香
料金／大人1,000円、小・中学生500円
＊未就学児無料
問合せ／川島　☎080-8863-3822

W.Dreamオリジナルミュージカル
「不思議な夢の国」2020 Special
3月20日（金・祝）　①14：00開演　②18：30開演
　　21日（土）　　 ①12：00開演　②16：30開演
　　　　　　　　　＊各公演30分前より開場
会場／ラゾーナ川崎プラザソル
料金／全席指定 前売券2,500円、当日券3,000円
問合せ／W.Dreamエンターテインメント
☎045-511-1015 未

第169回　中原区役所コンサート
3月18日（水）　11：30開場　12：10開演
会場／中原区役所
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324 未

川崎市立野川中学校吹奏楽部
第9回定期演奏会
3月29日（日）　14：30開場　15：00開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
曲目／ブリュッセル・レクイエム（2019年吹奏楽コン
クール東関東大会自由曲）、2020年全日本吹奏楽
コンクール課題曲 他
問合せ／野川中学校（白井）　☎044-766-3821 未

未

高 津 区
溝ノ口劇場
みぞげきclassics vol.4
『超・演奏会議』
3月12日（木）　12：00開場  12：30開演
出演／ソプラノ 内田奈津子、メゾソプラノ 戸口木綿
子、ピアノ 小熊芙美子、佐々木翼
『カルテットOBA コンサート』
3月12日（木）　19：00開場　19：30開演
『Kajiyabu Original Solo Recital』
3月13日（金）　13：30開場　14：00開演
『ピアニスト下條恵理子～愛を感じる春の名曲～ピアノ
コンサート』
3月13日（金）　19：00開場  19：30開演 
料金／全席自由 3,000円 (1ドリンクオーダー)
馬原美穂 Acoustic Museum『人生図鑑～第拾六巻～』
3月27日（金）　19：00開場 　19：30開演 
料金／全席自由 前売3,500円、当日4,000円
＊1ドリンクオーダー
『えがおのたね』
4月29日（水・祝）　①15：30開場　16：00開演 
　　　　　　　　　②19：00開場　19：30開演
出演／片岡芽衣、角田萌夏、飯塚萌木、下田愛璃
料金／全席自由 3,000円（1ドリンクオーダー）

ション、J.バーンズ：アルヴァマー序曲 他
問合せ／塚越中学校　☎044-511-0457

未

18：00開場　19：00開演
料金／前売2,500 円、当日3,000 円、学生・シニア
2,000 円
3月13日（金）、14日（土）　13：00開場　14：00開演
料金／全席自由 2,000円
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
問合せ／Stephane CHAPUY - GIG IN JAPAN
☎080-4862-2251　
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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 ※料金について表記のないものは無料です ＊2ページのようなコロナウイルス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。※料金について表記のないものは無料です未…未就学児入場可 未…未就学児入場可 未…未就学児入場可託…託児あり託…託児あり 未…未就学児入場可 託…託児あり

洗足学園中学校高等学校弦楽合奏部　
第11回定期演奏会
4月5日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 前田ホール
曲目／メンデルスゾーン：弦楽のための交響曲 第1番、
ふたたび（「千と千尋の神隠し」より）、カプリオール組曲、
Show me your fire truck（「バックドラフト」より）、
Oriental Wind、「レ・ミゼラブル」メドレー、「塔の上の
ラプンツェル」メドレー
問合せ／洗足学園中学・高等学校　事務局
☎044-856-2777

かるがも虹色コンサート
4月9日（木）　①14：30開演　②18：00開演  
会場／生活文化会館 （てくのかわさき）
曲目／童謡・歌曲・カンツォーネ・シャンソン・オペラ曲 他
出演／歌:古渡智江、ピアノ：坂本紫
料金／前売2,500円、当日3,000円
＊①②通し割引チケットあり　電話・FAXにて申込み
問合せ／かるがもコンサート実行委員会
☎＆FAX 044-811-7863

川崎市民オペラ公演　「ヘンゼルとグレーテル」
5月2日（土）、3日（日・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／指揮：金岡秀典、演出：境信博
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円、小学生
以下1,000円
問合せ／事務局　☎090-9374-0316

古渡智江と一緒に歌う「かるがもコンサート」
5月14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：古渡智江、APA木曜会合奏団(オーケ
ストラ)、指揮：吉倉弘真、声楽：田中安基子、根岸智枝、
熊井真美、ピアノ：坂本紫
料金／会費1,000円（手づくり冊子・おやつ代含む）
問合せ／かるがもコンサート実行委員会
☎044-811-7863

えん　～ひとつの太鼓から～　Vol.5
5月9日（土）　16：30開場　17：00開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／和太鼓零、和太鼓蓮、和太鼓暁、和太鼓衆龍月、玄
〈興魂太鼓〉、光明学園高校和太鼓部
料金／前売券2,000円、当日券2,500円
問合せ／和太鼓蓮事務局（山田）　☎044-722-5891

▲ウィズ・ミューズシリーズ　第1回　
　野村亮太サクソフォンコンサート
4月4日（土）　13：00開場 　13：30開演
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、高校生以下600円

DISH// SpringTour 2020 「CIRCLE」
5月 9日（土）　16：00開場　17：00開演 
　　10日（日）　15：00開場　16：00開演
料金／全席指定 7,800円
＊3歳以上は要チケット、3歳未満のお子様は大人1名
につき1名まで膝上に限り無料。ただしお席が必要な場合
は要チケット。小学生以下は保護者（高校1年生以上）
同伴に限り入場可。
問合せ／キョードー東京　☎0570-550-799
(平日11時～18時、土日祝10時～18時)

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
勇気の花に歌おう♪
4月29日（水・祝）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　　 ②13：00開場　13：30開演
　　　　　　　　　③16：00開場　16：30開演
料金／全席指定 3,900円（税込）
問合せ／ｔｖｋチケットカウンター
☎0570-003-117

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

福田こうへいコンサートツアー2020
3月16日（月）[昼の部]　13：00開場　13：30開演
 　　　　　　[夜の部]　17：30開場　18：00開演
料金／全席指定 SS席6,800円、S席5,800円、A席
4,800円（各席税込）
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～18時）

TBSK管弦楽団　第10回定期演奏会振替公演
5月6日（水・振）　13：00開場　13：30開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」
（1947年版）、スクリャービン：法悦の詩、プロコフィエ
フ：交響曲第5番 
出演／指揮：久世武志
問合せ／TBSK管弦楽団執行部　☎080-3497-7895

マーラー祝祭オーケストラ第18回定期演奏会
5月9日（土）　13：30開場　14：00開演
曲目／マーラー：交響曲第3番
料金／全席自由 2,500円
問合せ／公演事務局　☎0422-45-1585

川崎市立高津高等学校吹奏楽部
第24回定期演奏会
3月18日（水）　17：00開場　17：30開演 
曲目／フランシス・マクベス：マスク、ホルジンガー：スクー
ティン・オン・ハードロック、江原大介：クラリネット4重奏
「朱のインパルス」、スパーク：宇宙の音楽 他
出演／指揮：高田亮、植松雅史
問合せ／高津高等学校　吹奏楽部顧問（島田）
☎044-811-2555

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246回例会＜クラシック・ライヴあれこれⅩⅪコン
サート・ベスト2019から＞
3月23日（月）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：森 紀
第247回例会＜グリュミオーを聴く＞
4月26日（日）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：中村宏朗
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
4月12日（日）　9：30開場　10：00開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
内容／プロのオペラ歌手が魅力的な声の出し方を指導。
出演／講師：境信博（二期会会員・洗足学園音楽大学講師）
申込み／電話またはメール（kawasaki.opera@gmail.com）
問合せ／事務局　☎090-9374-0316

川崎・単発ゴスペルワークショップ
ホリデーゴスペル vol.5
3月20日（金･祝）　10：00開場　10：15開演 
会場／教育文化会館
出演／講師：蔵本順
料金／参加費3,000円（当日受付にて）
問合せ／GOSMAC アカデミー事務局
☎03-3518-9898

洗足学園室内楽フェスティヴァル
3月19日（木）、20日（金・祝）
開演時間未定
会場／洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン
料金／聴講料1コマ:1,000円、1日:4,000円、全日:
13,000円 ※申込不要

☆卒業演奏会
3月14日（土）、15日（日）
開演時間未定

☆ニューフィルハーモニック管弦楽団定期演奏会
3月20日（金・祝）　14：30開場　15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：ピアノ協奏曲 ト短調 他
出演／指揮：秋山和慶
料金／全席自由 3,000円

新百合子どもミュージカル 第19回公演 
ミュージカル「桃太郎！」
3月28日（土）　①13：30開場　14：00開演
　　　　　　　②17：30開場　18：00開演
　　29日（日）　①11：30開場　12：00開演
　　　　　　　 ②15：30開場　16：00開演
会場／麻生市民館
出演／新百合子どもミュージカル 劇団員桃組、だんご組
料金／前売自由席1,500円、当日自由席1,800円、指
定席 2,000円（枚数限定）　　
問合せ／新百合子どもミュージカル 父母会
☎080-5079-4252 未

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

洗足学園ジュニア音楽コンクール
（打楽器部門）予選
3月21日（土）　11：30開場　12：00開演
会場／洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン

☆洗足学園ジュニア音楽コンクール
　（打楽器部門）本選
3月22日（日）　12：30開場　13：00開演

川崎市立白鳥中学校吹奏楽部
第7回定期演奏会
3月26日（木）　12：30開場　13：00開演
会場／麻生市民館
出演／白鳥合唱団、放送部
問合せ／白鳥中学校　吹奏楽部顧問
☎044-988-9701

桐光学園中学高等学校合唱部
第24回定期演奏会
3月23日（月）　18：00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／上田真樹：「夢のように僕たちは」（委嘱新作）、
ミュージカルステージ「アナと雪の女王」 他
問合せ／桐光学園中学高等学校合唱部顧問（上田）
☎044-987-0519

川崎市立柿生中学校吹奏楽部 定期演奏会
3月28日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／柿生中学校体育館
曲目／ハチャトリアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より抜粋、
Official髭男dism：Pretender 他
問合せ／柿生中学校吹奏楽部　☎044-988-0004

昭和歌謡ショウ
4月19日（日）　17：30開場　18：00開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ボーカル：元榮菜摘、新田絢加、宮下嘉彦、ギター：
栗原陸人、ベース:dada、ドラム：山田祐輔、キーボード：
beja、フルート:渡邉ゆりの、サックス：福田恵真、月岡穂南、
いでさきゆう、トランペット：金津理仁、宇佐美仁、西脇
紗来、トロンボーン:野村咲希、工藤弦汰 他
料金／全席自由 3,000円
問合せ／代表（福田）　☎080-2730-2443

第19回ブルー・スカイズ
ジャズコーラスコンサート
4月4日（土）　15：30開場　16：00開演
会場／麻生市民館
曲目／Autumn Leaves、My One And Only Love、
Satin Doll 他
出演／サックス：中村誠一、ピアノ：後藤沙紀、ベース：遠藤
定、ドラム：小泉高之、指揮：紗理、白仁賢哉
料金／2,000円
問合せ／事務局　☎070-6575-0481

Alohai day!
4月12日（日）　13：30開場　14：00開演  
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ハワイアン：KAORU、フラダンサー：マカレア
理恵、三線:饒邊紫乃、世持 桜 他
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円
問合せ／実行委員会（谷岡）　☎080-1283-9859

うたごえサロン
3月27日（金）、4月15日（水）
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（3/27）、影山浩
(4/15)、ピアノ：五十川慶子、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

専修大学EmoHillスプリングライブ
3月28日（土）　12：40開演
会場／岡本太郎美術館 カフェ前（屋外）
問合せ／岡本太郎美術館　☎044-900-9898

第16回多摩川桜のコンサート
4月4日（土）　11：00開演
出演／桜井純恵 他
会場・問合せ／二ヶ領せせらぎ館
☎044-900-8386（10時～16時）
＊月曜（祝日の場合は翌日）、第1・3水曜は休館

F・バシェ生誕100年、日本万国博覧会から50年
「音と造形のレゾナンスーバシェ音響彫刻と岡本
太郎の共振」
4月25日（土）～7月12日（日）
休館日：月曜日（5月4日を除く）、5月7日（木）、8日（金）
内容／現在国内に存在するバシェの「音響彫刻」5点を
一堂に集め岡本太郎の芸術空間で共演させるという
試み。音楽アーチストによる演奏会やワークショップ
などのイベントを開催
料金／一般900円、高・大学生・65歳以上700円、
中学生以下無料　＊常設展もあわせて観覧可
会場・問合せ／岡本太郎美術館　☎044-900-9898

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

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第39回定期演奏会
3月21日（土）　12：30開場　13：00開演
曲目／高昌帥：アッフェローチェ、松田彬人：リズと青い
鳥、ポピュラーステージ 他
問合せ／生田高等学校吹奏楽部顧問（井上）
☎044-977-9827

森村学園中高等部管弦楽部　第15回定期演奏会
4月12日（日）　12：30開場　13：30開演 
曲目／ベートーヴェン：交響曲第8番、プレトニョフ：「ア
ダージョ」（オーケストラのための13の小品より）、ウェ
バー：「オペラ座の怪人」セレクション、久石譲：交響組曲
「千と千尋の神隠し」 他
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部（三枝・深井）
☎080-5464-8786

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア第79回
4月6日（月）　12：15開場
会場／ミューザ川崎 1F ガレリア広場
問合せ／東京交響楽団メンバー

東京交響楽団キッズプログラム　
0歳からのオーケストラ　
ズーラシアンブラスmeets東京交響楽団
4月29日（水・祝）　①11：00開演　②14：30開演
＊詳細は7ページに

公 開 講 座

良い姿勢でLet'sDance!!
キミも姿勢小町の仲間入り
4月4日（土）　14：00開場　14：30開演
会場／国際交流センター
出演／川崎純情小町☆
料金／1家族500円（子どもはおみやげ付）
＊申込み時に人数をお知らせください
問合せ／KCSセンター元住吉（川村）
☎044-750-0133 未

音楽交流サロン　奏
人・光・旅　　　
3月26日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／「世界中のこどもたちが」「時をかける少女」 他
子・気・楽
4月23日（木）　13：00開場　13：45開演
曲目／「こんにちは赤ちゃん」「やさしさに包まれたな
ら」「ミッキーマウスマーチ」 他
5月14日（木）　13：00開場　13：45開演
曲目／「ありがとうの花」「ずいずいずっころばし」 他
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：夕やけ山合唱団（3/26）
会場・問合せ／川崎授産学園　☎044-954-5011

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第75回
4月26日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／藤倉大：海、エルガー：エニグマ変奏曲、ウォルトン：
オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」～バリトン独唱、混声
合唱とオーケストラのためのカンタータ
出演／指揮：ジョナサン・ノット、バスバリトン：ニール・
デイヴィス、合唱：東響コーラス
料金／全席指定 S席10,000円～C席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

★MUZAスペシャルナイトコンサート
　MUZA JAZZ NIGHT! Vol.3
　“ドラムの神様”がミューザに降臨!

★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156回
4月19日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇『ニュルンベルクのマイスター
ジンガー』第1幕への前奏曲、ショパン：ピアノ協奏曲 第
1番、チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：小山実稚恵
料金／全席指定 S席6,000円～C席3,000円 託

日本弦楽指導者協会 第85回全国大会
3月29日（日）　13：00開場　13：30開演
出演／指揮：壽田琉之アンナ、安冨洋、佐野貴昭、青嶋
直樹、川本義幸、田渕彰、深山尚久、立木茂
曲目／キラキラ星変奏曲、J.S.バッハ：アンナ・マグタレー
ナ・バッハの音楽帳よりメヌエット、管弦楽組曲 第3番 
より ガボット、パーセル：シャコンヌ 他
問合せ／日本弦楽指導者協会 関東支部
☎03-3576-5230

ホリデーアフタヌーンコンサート2020
「ベートーヴェン5大ソナタ」
及川浩治 ピアノ・リサイタル
4月5日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ピアノ・ソナタ「悲愴」、「月光」、「ワルトシュタイン」、
「テンペスト」、「熱情」 他
料金／全席指定 4,000円、舞台後方席2,500円

★ホールアドバイザー秋山和慶企画      
　オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅺ
4月4日（土）　14：00開場　15：00開演
＊14：20～出演者によるプレトークあり
曲目／『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』、『ロケッ
トマン』、『マイ・フェア・レディ』、『ハリー・ポッターと賢者
の石』、佐山アレンジメドレー『サウンド・オブ・ミュー
ジック』、『オクラホマ!』、『回転木馬』、『南太平洋』、『王様と
私』、〈迫力のオーケストラサウンドで大宇宙旅行☆☆〉
『2001年宇宙の旅』、『未知との遭遇』、『宇宙戦艦ヤマト』、
『スター・ウォーズ』 他
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 S席7,000円～C席4,000円
＊U25（小学生～25歳）各席半額 託

★MUZAランチタイムコンサート   
ヴァイオリンとハープが織りなす51絃の調べ 
≪春休み特別企画！4歳から入場OK≫
3月31日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／ジョプリン：エンターテイナー、加藤昌則：ケルト
スピリッツ、ピアソラ：タンゴの歴史より 他
出演／ヴァイオリン：奥村愛、ハープ：山宮るり子
パイプオルガン＆ソプラノ ～フランスのエスプリを感じて～
4月14日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ドビュッシー（メルカールト編）：牧神の午後への
前奏曲、ラヴェル（メルカールト編）：シェヘラザード、
デュプレ：「エヴォカシオン」より アレグロ・デチーゾ
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト、
ソプラノ：國光ともこ
各回料金／全席自由 500円 託

第315回みやまえロビーコンサート
3月23日（月）　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

第38回神奈川県立生田高校グリークラブ
定期演奏会
3月24日（火）　17：00開場　17：30開演 
会場／宮前市民館
問合せ／グリークラブ顧問（川井）
☎044-977-3800

フレルさぎ沼　おんまちライブ
3月25日（水）、4月22日（水）　17：00開演
会場／フレルさぎ沼 1階 入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

川崎市立向丘中学校吹奏楽部　定期演奏会
3月20日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
会場／宮前市民館
曲目／シーゲート序曲、遠つ人～雁金の宰、Official髭
男dismメドレー、宝島 他
問合せ／向丘中学校吹奏楽部顧問（宍戸）
☎044-866-2875

宮 前 区

3・4月号の情報は2月18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5月10日発刊号は、5月11日から7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！（3月13日締め切り）※掲載無料

2019年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

神奈川県立多摩高校ギターアンサンブル部
第54回定期演奏会
3月26日（木）　16：30開場　17：00開演
会場／多摩市民館
曲目／A.メンケン:ディズニーメドレー、福山雅治：vs.～
知覚と快楽の螺旋～、藤原基央：天体観測、エルガー：序奏

多 摩 区

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

◇音楽学部・短期大学部
　2019年度卒業演奏会
3月18日（水）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
内容／ピアノ、弦・管楽器　＊要整理券
3月19日（木）【昼の部】　13：30開場　14：00開演
　　　　　　【夜の部】　17：30開場　18：00開演

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第83回　3月19日（木）　13：30開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第84回　4月22日（水）　13：30開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：國井道子
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／回数券（6回分）
6,500円　＊初回の方のみ歌集代1,000円
問合せ／プレルーディオ
☎044-953-2105

SHOWAミュージックカフェ2019
オーデション選出者によるコンサート
3月22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
曲目／マスネ：「タイス」より“瞑想曲”、プーランク：
“ヴァイオリン・ソナタ”より第1楽章、第3楽章、ウェ
バー：ピエ・イエズ、ロッシーニ：ヴェネツィアの競艇 他
出演／デュオ・ルミナリエ（ヴァイオリン：上敷領藍子、
ピアノ：川嶌那奈）、Le Soleil ル・ソレイユ（ソプラノ：
滝川祐加、メゾソプラノ：下倉結衣、ピアノ：三上彩花）
料金／全席自由 一般1,600円、学生1,000円、回数券
（3回分）3,750円（各種税込み）※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

◇しょうわジュニア・オーケストラ
　第15回定期演奏会
3月22日（日）　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
曲目／ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、オペラ
「フィデリオ」序曲、ホルスト：セントポール組曲
出演／指揮：江上孝則
料金／全席自由 500円

公認サークル　
昭和音楽大学打楽器アンサンブル
第32回定期演奏会
3月28日（土）　17：00開場　17：30開演 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席自由 500円（販売は当日券のみ）
問合せ／昭和音楽大学 学生課[8：45～17：30（土日
祝を除く）　☎044-953-9835

◇2020年度第1回推薦演奏会
5月12日(火)　18：00開場　18：20開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
＊申込不要

＜プレイベント＞
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 一般1,500円、学生1,000円

未来づくりコンサートVol.3　
小森谷巧と若き俊英たちによる室内楽
4月18日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
＊要事前申込・先着順

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 
出演／フルート：工藤重典、甲藤さち、藤田真頼 他
ピアノ：石橋衣里
料金／全席指定 一般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
出演／The Coconut Cups（原順子、斉藤久美、吉川
智子、長屋美希、清水美恵、菅木真智子）、Musicians：
大山泰輝（ピアノ）、箭島裕治（ベース）、岩瀬立飛
（ドラムス）
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
出演／石田泰尚（ヴァイオリン）、中岡太志（ピアノ、
ヴォーカル）、松原孝政（サクソフォン）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000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
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）、辻喜久栄（ピアノ） 他
料金／全席指定 前売3,000円、当日3,500円

未

0歳からのコンサート
～幸せなら手をたたこう！～
5月3日（日・祝）　① 9：15開場　10：00開演　
　　　　　　　　②11：25開場　12：10開演 
会場／新百合21ホール
出演／和下田大典（うたのおにいさん）、池田知穗
（うたのおねえさん） 他
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

能と狂言 人間国宝の競演
～友枝昭世と山本東次郎の至芸～
5月3日（日・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
出演／解説：馬場あき子、狂言「花盗人」山本東次郎、
能「清経」友枝昭世、アフタートーク：馬場あき子、
山本東次郎、友枝昭世
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円

未

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」
子供も大人も、心から音楽を好きになる♪
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

日本児童・青少年演劇劇団協同組合 
ベイビーシアタープロジェクト
「KUUKI」
5月5日（火・祝）、6日（水･振）　11：00開場・開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／かとうかなこ、松田紀子、はらだまほ
料金／全席自由 大人・子どもペア2,200円、大人 
2,200円、ベイビー500円
※対象年齢：0～18ヵ月まで 。対象年齢以外の
お子さんの入場はお断りします。

東京交響楽団ドイツ“三大B”名曲コンサート
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、A席4,500円、B席 
3,500円

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～プレトークあり

「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、昭和音楽大学合唱団 他
料金／全席指定 S席7,000円～学生席（見切れ
席）3,000円

BBB NAKAMA FES 2020
in KAWASAKI
4月18日（土）　16：00開場　17：00開演
　　19日（日）　14：30開場　15：30開演
会場／麻生市民館

神奈川県立生田東高等学校吹奏楽部
第33回定期演奏会
3月27日（金）　18：00開場　18：30開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／オペラ座の怪人、雲のコラージュ、ユーロビート・
ディズニー・メドレー、ムーンライト・セレナーデ 他
問合せ／生田東高等学校(柳沼)
☎044-932-8989 未

奄美の黒うさぎコンサート
～集まろう!奄美の歴史と芸能の下に!!!～
5月6日（水・振）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／萩原かおり（歌）、里アンナ（島唄）、大藤桂子
（チェロ）、案野弘子（ピアノ）、山舘冬樹（指揮）、昭和
音楽大学合唱団、森山ユリ子（島唄）、山ゆり会
（踊り） 他
料金／全席自由 前売3,500円、当日4,000円
※小学生以下無料 未

Jazz Festival at Conservatory 
2020 
5月5日（火・祝）　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
料金／全席自由 一般・大学生 1,000円、高校生・
中学生 500円　※小学生以下無料 未

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

＜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 一般1,500円、学生1,000円

日程／4月18日(土)～5月10日(日)
申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（平日10時～17時）
＊4/1からは毎日営業
問合せ／かわさきしんゆり芸術祭実行委員会事務局
☎044-952-3100

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
会場／麻生市民館
出演／和太鼓：小林政高、小林桃 他、篠笛：仲林利恵、
津軽三味線：岩田桃楠、ピアノ：永井みなみ 他
料金／全席指定 5,000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
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 
出演／かのんぷ♪（中村里衣・中村大介）
料金／全席自由 一般2,000円、学生1,000円、
子ども500円（3歳以上～小学生）＊2歳以下ひざ
上無料 未

ドラマティック・シアター
3月20日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
　　　　　　　　　 16：30開場　17：00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選抜学生  

＊演奏会の日時・会場は変更になる場合もございます
ので、HP等でご確認ください。

川崎市立高津中学校吹奏楽部
Spring Concert
3月21日（土）　14：00開場　14：30開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／祈りの手（東関東吹奏楽コンクール演奏曲）、
ノートルダムの鐘、ポップスステージ 他
問合せ／高津中学校吹奏楽部（飯島・北村）
☎044-822-2331

ラヴィアン シャンソン第五回発表会
3月21日（土）　13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
曲目／シャンソン、カンツォーネ、映画音楽 他
問合せ／事務局（白石）　☎044-865-3670

おんまち・みぞのくちライブ　
Let’s Swing!!
3月21日（土）　14：00開演
出演／大西学園中高等学校吹奏楽部、川崎市立
橘中学校吹奏楽部
アカペラライブ!
4月18日（土）　14：00開演（予定） 
出演／専修大学 EmoHill、明治大学 No-S
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

第217回花コンサート
3月17日（火）　12：00開演
会場／かながわサイエンスパーク（KSP） ロビー
出演／Hopscoootch!＜ホップスコッチ＞（マリンバ：
喜屋武礼寧、鈴木絵里香、パーカッション：松尾弥生）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

麻 生 区
しんゆりジャズスクエアvol.43
3月20日（金・祝）　18：30開場　19：00開演
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／エラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーン、カーメン・
マクレエなどの名曲の数々
出演／ヴォーカル：渡辺明日香、ピアノ：井上ゆかり、
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／アートセンター　☎044-955-0107

★第9回音楽大学フェスティバル・オーケストラ
3月28日（土）　14：30開場　15：00開演
曲目／ヨーゼフ・シュトラウス：ワルツ「天体の音楽」、
伊福部昭：シンフォニア・タプカーラ、ストラヴィンスキー：
バレエ音楽『春の祭典』
出演／指揮：井上道義、管弦楽：音楽大学フェスティバル･
オーケストラ（上野学園大学、国立音楽大学、昭和音楽
大学、洗足学園音楽大学、東京音楽大学、東京藝術大学、
東邦音楽大学、桐朋学園大学、武蔵野音楽大学、京都市立
芸術大学）
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円 託

★バッハ・コレギウム・ジャパン
　J.S.バッハ：マタイ受難曲 BWV244
　（日本語字幕付き）
4月11日（土）　16：30開場　17：00開演
出演／指揮：鈴木雅明、エヴァンゲリスト（テノール）： 
ジェイムズ・ギルクリスト、ソプラノ： ジョアン・ラン、
松井亜希、アルト： ジョン・ミンホ、青木洋也、テノール：
櫻田亮、バス：ベンジャミン・ベヴァン、加耒徹、
料金／全席指定 S席10,000円～C席6,000円
＊U25（小学生～25歳）各席半額 託

山本彩 LIVE TOUR 2020 ～ α ～
4月3日（金）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 7,150円
※就学児要チケット※未就学児は保護者1名につき膝上
1名可。未就学児もお席が必要な場合は要チケット。
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888（平日12時～19時）

小黒恵子童謡記念館
ミニコンサートvol.34　
「音のおくりもの　～Piano Concert～」
3月15日（日）　14：00開演
曲目／ドビュッシー：アラベスク、ショパン：ワルツ
第5番「大円舞曲」 他
出演／ピアノ：岩井亜咲
やさしい童話と童謡　第36回
3月22日（日）　10：00開場　11：00開演
内容／童話：はじめまして（近藤薫美子作）、詩：春もう
すぐ春です（小黒恵子詩）
出演／おはなし：公文理恵
料金／全席自由 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

「﨑谷直人の“四季”」
﨑谷直人＆神奈川フィル・メンバー
5月3日（日・祝）　13：00開演  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 4,200円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

▲カルッツかわさき×神奈川フィルハーモニー
　管弦楽団　ミュージカル・ガラ・コンサート
　2020
3月20日（金・祝）　16：15開場　17：00開演
＊詳細は7ページに

BIG BAND NIGHT
3月14日（土）　17：30開場　18：00開演
会場／川崎市民プラザ　屋内広場
出演／伊波秀進＆The Big Band of ROGUES（東京
キューバンボーイズJr.）
料金／テーブル指定 予約2,500円、当日3,000円
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

未

とアレグロ、J.Sバッハ：ブランデンブルク協奏曲第三番 他
問合せ／多摩高等学校ギターアンサンブル部
☎044-911-7107

未
会場・問合せ／溝ノ口劇場　
☎044-850-0038(11時～20時)

託

3月18日（水）　18：30開場　19：00開演
出演／Blicher Hemmer Gadd Tr io（ドラムス：
スティーヴ・ガッド、サックス：ミカエル・ブリッチャー、
ハモンド B-3 オルガン：ダン・ヘマー）
料金／全席指定 一般4,000円
＊U25（小学生～25歳）1,500円

未

出演／Beat Buddy Boi 他
料金／全席指定 前売4,500円、当日5,500円
※5歳以下無料（要身分証提示　ただし座席が必要
な場合はチケットが必要）

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、S席10,000円
（子ども6,000円）、A席7,000円（子ども4,000円）、
B席4,000円（子ども2,000円）、C席2,000円
（子ども1,000円）、学生S席 6,500円、学生B席 
2,500円
※3歳以下入場不可、学生（25歳以下の学生）
※C席、学生席はスターダンサーズ・バレエ団のみ
　で取扱い

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
内容／昼の部：ジャズ・ポピュラー、作曲、ミュージカル、
電子オルガン、夜の部：管・打楽器、声楽　
＊申込不要

アルテリッカしんゆり2020
若きアーティスト達の響演
～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
ジャズ・ポピュラーライブ
～昭和音楽大学同怜会とともに～
4月12日（日）　16：30開場　17：00開演
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
Jazz Festival at Conservatory2020
5月5日(火・祝)　13：15開場　14：00開演
＊詳細は5、6ページに
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洗足学園中学校高等学校弦楽合奏部　
第11回定期演奏会
4月5日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 前田ホール
曲目／メンデルスゾーン：弦楽のための交響曲 第1番、
ふたたび（「千と千尋の神隠し」より）、カプリオール組曲、
Show me your fire truck（「バックドラフト」より）、
Oriental Wind、「レ・ミゼラブル」メドレー、「塔の上の
ラプンツェル」メドレー
問合せ／洗足学園中学・高等学校　事務局
☎044-856-2777

かるがも虹色コンサート
4月9日（木）　①14：30開演　②18：00開演  
会場／生活文化会館 （てくのかわさき）
曲目／童謡・歌曲・カンツォーネ・シャンソン・オペラ曲 他
出演／歌:古渡智江、ピアノ：坂本紫
料金／前売2,500円、当日3,000円
＊①②通し割引チケットあり　電話・FAXにて申込み
問合せ／かるがもコンサート実行委員会
☎＆FAX 044-811-7863

川崎市民オペラ公演　「ヘンゼルとグレーテル」
5月2日（土）、3日（日・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／指揮：金岡秀典、演出：境信博
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円、小学生
以下1,000円
問合せ／事務局　☎090-9374-0316

古渡智江と一緒に歌う「かるがもコンサート」
5月14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：古渡智江、APA木曜会合奏団(オーケ
ストラ)、指揮：吉倉弘真、声楽：田中安基子、根岸智枝、
熊井真美、ピアノ：坂本紫
料金／会費1,000円（手づくり冊子・おやつ代含む）
問合せ／かるがもコンサート実行委員会
☎044-811-7863

えん　～ひとつの太鼓から～　Vol.5
5月9日（土）　16：30開場　17：00開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／和太鼓零、和太鼓蓮、和太鼓暁、和太鼓衆龍月、玄
〈興魂太鼓〉、光明学園高校和太鼓部
料金／前売券2,000円、当日券2,500円
問合せ／和太鼓蓮事務局（山田）　☎044-722-5891

▲ウィズ・ミューズシリーズ　第1回　
　野村亮太サクソフォンコンサート
4月4日（土）　13：00開場 　13：30開演
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、高校生以下600円

DISH// SpringTour 2020 「CIRCLE」
5月 9日（土）　16：00開場　17：00開演 
　　10日（日）　15：00開場　16：00開演
料金／全席指定 7,800円
＊3歳以上は要チケット、3歳未満のお子様は大人1名
につき1名まで膝上に限り無料。ただしお席が必要な場合
は要チケット。小学生以下は保護者（高校1年生以上）
同伴に限り入場可。
問合せ／キョードー東京　☎0570-550-799
(平日11時～18時、土日祝10時～18時)

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
勇気の花に歌おう♪
4月29日（水・祝）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　　 ②13：00開場　13：30開演
　　　　　　　　　③16：00開場　16：30開演
料金／全席指定 3,900円（税込）
問合せ／ｔｖｋチケットカウンター
☎0570-003-117

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

福田こうへいコンサートツアー2020
3月16日（月）[昼の部]　13：00開場　13：30開演
 　　　　　　[夜の部]　17：30開場　18：00開演
料金／全席指定 SS席6,800円、S席5,800円、A席
4,800円（各席税込）
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～18時）

TBSK管弦楽団　第10回定期演奏会振替公演
5月6日（水・振）　13：00開場　13：30開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」
（1947年版）、スクリャービン：法悦の詩、プロコフィエ
フ：交響曲第5番 
出演／指揮：久世武志
問合せ／TBSK管弦楽団執行部　☎080-3497-7895

マーラー祝祭オーケストラ第18回定期演奏会
5月9日（土）　13：30開場　14：00開演
曲目／マーラー：交響曲第3番
料金／全席自由 2,500円
問合せ／公演事務局　☎0422-45-1585

川崎市立高津高等学校吹奏楽部
第24回定期演奏会
3月18日（水）　17：00開場　17：30開演 
曲目／フランシス・マクベス：マスク、ホルジンガー：スクー
ティン・オン・ハードロック、江原大介：クラリネット4重奏
「朱のインパルス」、スパーク：宇宙の音楽 他
出演／指揮：高田亮、植松雅史
問合せ／高津高等学校　吹奏楽部顧問（島田）
☎044-811-2555

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246回例会＜クラシック・ライヴあれこれⅩⅪコン
サート・ベスト2019から＞
3月23日（月）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：森 紀
第247回例会＜グリュミオーを聴く＞
4月26日（日）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：中村宏朗
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
4月12日（日）　9：30開場　10：00開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
内容／プロのオペラ歌手が魅力的な声の出し方を指導。
出演／講師：境信博（二期会会員・洗足学園音楽大学講師）
申込み／電話またはメール（kawasaki.opera@gmail.com）
問合せ／事務局　☎090-9374-0316

川崎・単発ゴスペルワークショップ
ホリデーゴスペル vol.5
3月20日（金･祝）　10：00開場　10：15開演 
会場／教育文化会館
出演／講師：蔵本順
料金／参加費3,000円（当日受付にて）
問合せ／GOSMAC アカデミー事務局
☎03-3518-9898

洗足学園室内楽フェスティヴァル
3月19日（木）、20日（金・祝）
開演時間未定
会場／洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン
料金／聴講料1コマ:1,000円、1日:4,000円、全日:
13,000円 ※申込不要

☆卒業演奏会
3月14日（土）、15日（日）
開演時間未定

☆ニューフィルハーモニック管弦楽団定期演奏会
3月20日（金・祝）　14：30開場　15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：ピアノ協奏曲 ト短調 他
出演／指揮：秋山和慶
料金／全席自由 3,000円

新百合子どもミュージカル 第19回公演 
ミュージカル「桃太郎！」
3月28日（土）　①13：30開場　14：00開演
　　　　　　　②17：30開場　18：00開演
　　29日（日）　①11：30開場　12：00開演
　　　　　　　 ②15：30開場　16：00開演
会場／麻生市民館
出演／新百合子どもミュージカル 劇団員桃組、だんご組
料金／前売自由席1,500円、当日自由席1,800円、指
定席 2,000円（枚数限定）　　
問合せ／新百合子どもミュージカル 父母会
☎080-5079-4252 未

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

洗足学園ジュニア音楽コンクール
（打楽器部門）予選
3月21日（土）　11：30開場　12：00開演
会場／洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン

☆洗足学園ジュニア音楽コンクール
　（打楽器部門）本選
3月22日（日）　12：30開場　13：00開演

川崎市立白鳥中学校吹奏楽部
第7回定期演奏会
3月26日（木）　12：30開場　13：00開演
会場／麻生市民館
出演／白鳥合唱団、放送部
問合せ／白鳥中学校　吹奏楽部顧問
☎044-988-9701

桐光学園中学高等学校合唱部
第24回定期演奏会
3月23日（月）　18：00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／上田真樹：「夢のように僕たちは」（委嘱新作）、
ミュージカルステージ「アナと雪の女王」 他
問合せ／桐光学園中学高等学校合唱部顧問（上田）
☎044-987-0519

川崎市立柿生中学校吹奏楽部 定期演奏会
3月28日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／柿生中学校体育館
曲目／ハチャトリアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より抜粋、
Official髭男dism：Pretender 他
問合せ／柿生中学校吹奏楽部　☎044-988-0004

昭和歌謡ショウ
4月19日（日）　17：30開場　18：00開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ボーカル：元榮菜摘、新田絢加、宮下嘉彦、ギター：
栗原陸人、ベース:dada、ドラム：山田祐輔、キーボード：
beja、フルート:渡邉ゆりの、サックス：福田恵真、月岡穂南、
いでさきゆう、トランペット：金津理仁、宇佐美仁、西脇
紗来、トロンボーン:野村咲希、工藤弦汰 他
料金／全席自由 3,000円
問合せ／代表（福田）　☎080-2730-2443

第19回ブルー・スカイズ
ジャズコーラスコンサート
4月4日（土）　15：30開場　16：00開演
会場／麻生市民館
曲目／Autumn Leaves、My One And Only Love、
Satin Doll 他
出演／サックス：中村誠一、ピアノ：後藤沙紀、ベース：遠藤
定、ドラム：小泉高之、指揮：紗理、白仁賢哉
料金／2,000円
問合せ／事務局　☎070-6575-0481

Alohai day!
4月12日（日）　13：30開場　14：00開演  
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ハワイアン：KAORU、フラダンサー：マカレア
理恵、三線:饒邊紫乃、世持 桜 他
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円
問合せ／実行委員会（谷岡）　☎080-1283-9859

うたごえサロン
3月27日（金）、4月15日（水）
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（3/27）、影山浩
(4/15)、ピアノ：五十川慶子、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

専修大学EmoHillスプリングライブ
3月28日（土）　12：40開演
会場／岡本太郎美術館 カフェ前（屋外）
問合せ／岡本太郎美術館　☎044-900-9898

第16回多摩川桜のコンサート
4月4日（土）　11：00開演
出演／桜井純恵 他
会場・問合せ／二ヶ領せせらぎ館
☎044-900-8386（10時～16時）
＊月曜（祝日の場合は翌日）、第1・3水曜は休館

F・バシェ生誕100年、日本万国博覧会から50年
「音と造形のレゾナンスーバシェ音響彫刻と岡本
太郎の共振」
4月25日（土）～7月12日（日）
休館日：月曜日（5月4日を除く）、5月7日（木）、8日（金）
内容／現在国内に存在するバシェの「音響彫刻」5点を
一堂に集め岡本太郎の芸術空間で共演させるという
試み。音楽アーチストによる演奏会やワークショップ
などのイベントを開催
料金／一般900円、高・大学生・65歳以上700円、
中学生以下無料　＊常設展もあわせて観覧可
会場・問合せ／岡本太郎美術館　☎044-900-9898

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

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第39回定期演奏会
3月21日（土）　12：30開場　13：00開演
曲目／高昌帥：アッフェローチェ、松田彬人：リズと青い
鳥、ポピュラーステージ 他
問合せ／生田高等学校吹奏楽部顧問（井上）
☎044-977-9827

森村学園中高等部管弦楽部　第15回定期演奏会
4月12日（日）　12：30開場　13：30開演 
曲目／ベートーヴェン：交響曲第8番、プレトニョフ：「ア
ダージョ」（オーケストラのための13の小品より）、ウェ
バー：「オペラ座の怪人」セレクション、久石譲：交響組曲
「千と千尋の神隠し」 他
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部（三枝・深井）
☎080-5464-8786

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア第79回
4月6日（月）　12：15開場
会場／ミューザ川崎 1F ガレリア広場
問合せ／東京交響楽団メンバー

東京交響楽団キッズプログラム　
0歳からのオーケストラ　
ズーラシアンブラスmeets東京交響楽団
4月29日（水・祝）　①11：00開演　②14：30開演
＊詳細は7ページに

公 開 講 座

良い姿勢でLet'sDance!!
キミも姿勢小町の仲間入り
4月4日（土）　14：00開場　14：30開演
会場／国際交流センター
出演／川崎純情小町☆
料金／1家族500円（子どもはおみやげ付）
＊申込み時に人数をお知らせください
問合せ／KCSセンター元住吉（川村）
☎044-750-0133 未

音楽交流サロン　奏
人・光・旅　　　
3月26日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／「世界中のこどもたちが」「時をかける少女」 他
子・気・楽
4月23日（木）　13：00開場　13：45開演
曲目／「こんにちは赤ちゃん」「やさしさに包まれたな
ら」「ミッキーマウスマーチ」 他
5月14日（木）　13：00開場　13：45開演
曲目／「ありがとうの花」「ずいずいずっころばし」 他
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：夕やけ山合唱団（3/26）
会場・問合せ／川崎授産学園　☎044-954-5011

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第75回
4月26日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／藤倉大：海、エルガー：エニグマ変奏曲、ウォルトン：
オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」～バリトン独唱、混声
合唱とオーケストラのためのカンタータ
出演／指揮：ジョナサン・ノット、バスバリトン：ニール・
デイヴィス、合唱：東響コーラス
料金／全席指定 S席10,000円～C席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

★MUZAスペシャルナイトコンサート
　MUZA JAZZ NIGHT! Vol.3
　“ドラムの神様”がミューザに降臨!

★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156回
4月19日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇『ニュルンベルクのマイスター
ジンガー』第1幕への前奏曲、ショパン：ピアノ協奏曲 第
1番、チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：小山実稚恵
料金／全席指定 S席6,000円～C席3,000円 託

日本弦楽指導者協会 第85回全国大会
3月29日（日）　13：00開場　13：30開演
出演／指揮：壽田琉之アンナ、安冨洋、佐野貴昭、青嶋
直樹、川本義幸、田渕彰、深山尚久、立木茂
曲目／キラキラ星変奏曲、J.S.バッハ：アンナ・マグタレー
ナ・バッハの音楽帳よりメヌエット、管弦楽組曲 第3番 
より ガボット、パーセル：シャコンヌ 他
問合せ／日本弦楽指導者協会 関東支部
☎03-3576-5230

ホリデーアフタヌーンコンサート2020
「ベートーヴェン5大ソナタ」
及川浩治 ピアノ・リサイタル
4月5日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ピアノ・ソナタ「悲愴」、「月光」、「ワルトシュタイン」、
「テンペスト」、「熱情」 他
料金／全席指定 4,000円、舞台後方席2,500円

★ホールアドバイザー秋山和慶企画      
　オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅺ
4月4日（土）　14：00開場　15：00開演
＊14：20～出演者によるプレトークあり
曲目／『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』、『ロケッ
トマン』、『マイ・フェア・レディ』、『ハリー・ポッターと賢者
の石』、佐山アレンジメドレー『サウンド・オブ・ミュー
ジック』、『オクラホマ!』、『回転木馬』、『南太平洋』、『王様と
私』、〈迫力のオーケストラサウンドで大宇宙旅行☆☆〉
『2001年宇宙の旅』、『未知との遭遇』、『宇宙戦艦ヤマト』、
『スター・ウォーズ』 他
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 S席7,000円～C席4,000円
＊U25（小学生～25歳）各席半額 託

★MUZAランチタイムコンサート   
ヴァイオリンとハープが織りなす51絃の調べ 
≪春休み特別企画！4歳から入場OK≫
3月31日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／ジョプリン：エンターテイナー、加藤昌則：ケルト
スピリッツ、ピアソラ：タンゴの歴史より 他
出演／ヴァイオリン：奥村愛、ハープ：山宮るり子
パイプオルガン＆ソプラノ ～フランスのエスプリを感じて～
4月14日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ドビュッシー（メルカールト編）：牧神の午後への
前奏曲、ラヴェル（メルカールト編）：シェヘラザード、
デュプレ：「エヴォカシオン」より アレグロ・デチーゾ
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト、
ソプラノ：國光ともこ
各回料金／全席自由 500円 託

第315回みやまえロビーコンサート
3月23日（月）　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

第38回神奈川県立生田高校グリークラブ
定期演奏会
3月24日（火）　17：00開場　17：30開演 
会場／宮前市民館
問合せ／グリークラブ顧問（川井）
☎044-977-3800

フレルさぎ沼　おんまちライブ
3月25日（水）、4月22日（水）　17：00開演
会場／フレルさぎ沼 1階 入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

川崎市立向丘中学校吹奏楽部　定期演奏会
3月20日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
会場／宮前市民館
曲目／シーゲート序曲、遠つ人～雁金の宰、Official髭
男dismメドレー、宝島 他
問合せ／向丘中学校吹奏楽部顧問（宍戸）
☎044-866-2875

宮 前 区

3・4月号の情報は2月18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5月10日発刊号は、5月11日から7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！（3月13日締め切り）※掲載無料

2019年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

神奈川県立多摩高校ギターアンサンブル部
第54回定期演奏会
3月26日（木）　16：30開場　17：00開演
会場／多摩市民館
曲目／A.メンケン:ディズニーメドレー、福山雅治：vs.～
知覚と快楽の螺旋～、藤原基央：天体観測、エルガー：序奏

多 摩 区

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

◇音楽学部・短期大学部
　2019年度卒業演奏会
3月18日（水）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
内容／ピアノ、弦・管楽器　＊要整理券
3月19日（木）【昼の部】　13：30開場　14：00開演
　　　　　　【夜の部】　17：30開場　18：00開演

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第83回　3月19日（木）　13：30開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第84回　4月22日（水）　13：30開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：國井道子
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／回数券（6回分）
6,500円　＊初回の方のみ歌集代1,000円
問合せ／プレルーディオ
☎044-953-2105

SHOWAミュージックカフェ2019
オーデション選出者によるコンサート
3月22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
曲目／マスネ：「タイス」より“瞑想曲”、プーランク：
“ヴァイオリン・ソナタ”より第1楽章、第3楽章、ウェ
バー：ピエ・イエズ、ロッシーニ：ヴェネツィアの競艇 他
出演／デュオ・ルミナリエ（ヴァイオリン：上敷領藍子、
ピアノ：川嶌那奈）、Le Soleil ル・ソレイユ（ソプラノ：
滝川祐加、メゾソプラノ：下倉結衣、ピアノ：三上彩花）
料金／全席自由 一般1,600円、学生1,000円、回数券
（3回分）3,750円（各種税込み）※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

◇しょうわジュニア・オーケストラ
　第15回定期演奏会
3月22日（日）　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
曲目／ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、オペラ
「フィデリオ」序曲、ホルスト：セントポール組曲
出演／指揮：江上孝則
料金／全席自由 500円

公認サークル　
昭和音楽大学打楽器アンサンブル
第32回定期演奏会
3月28日（土）　17：00開場　17：30開演 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席自由 500円（販売は当日券のみ）
問合せ／昭和音楽大学 学生課[8：45～17：30（土日
祝を除く）　☎044-953-9835

◇2020年度第1回推薦演奏会
5月12日(火)　18：00開場　18：20開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
＊申込不要

＜プレイベント＞
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 一般1,500円、学生1,000円

未来づくりコンサートVol.3　
小森谷巧と若き俊英たちによる室内楽
4月18日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
＊要事前申込・先着順

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 
出演／フルート：工藤重典、甲藤さち、藤田真頼 他
ピアノ：石橋衣里
料金／全席指定 一般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
出演／The Coconut Cups（原順子、斉藤久美、吉川
智子、長屋美希、清水美恵、菅木真智子）、Musicians：
大山泰輝（ピアノ）、箭島裕治（ベース）、岩瀬立飛
（ドラムス）
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
出演／石田泰尚（ヴァイオリン）、中岡太志（ピアノ、
ヴォーカル）、松原孝政（サクソフォン）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000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
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）、辻喜久栄（ピアノ） 他
料金／全席指定 前売3,000円、当日3,500円

未

0歳からのコンサート
～幸せなら手をたたこう！～
5月3日（日・祝）　① 9：15開場　10：00開演　
　　　　　　　　②11：25開場　12：10開演 
会場／新百合21ホール
出演／和下田大典（うたのおにいさん）、池田知穗
（うたのおねえさん） 他
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

能と狂言 人間国宝の競演
～友枝昭世と山本東次郎の至芸～
5月3日（日・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
出演／解説：馬場あき子、狂言「花盗人」山本東次郎、
能「清経」友枝昭世、アフタートーク：馬場あき子、
山本東次郎、友枝昭世
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円

未

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」
子供も大人も、心から音楽を好きになる♪
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

日本児童・青少年演劇劇団協同組合 
ベイビーシアタープロジェクト
「KUUKI」
5月5日（火・祝）、6日（水･振）　11：00開場・開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／かとうかなこ、松田紀子、はらだまほ
料金／全席自由 大人・子どもペア2,200円、大人 
2,200円、ベイビー500円
※対象年齢：0～18ヵ月まで 。対象年齢以外の
お子さんの入場はお断りします。

東京交響楽団ドイツ“三大B”名曲コンサート
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、A席4,500円、B席 
3,500円

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～プレトークあり

「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、昭和音楽大学合唱団 他
料金／全席指定 S席7,000円～学生席（見切れ
席）3,000円

BBB NAKAMA FES 2020
in KAWASAKI
4月18日（土）　16：00開場　17：00開演
　　19日（日）　14：30開場　15：30開演
会場／麻生市民館

神奈川県立生田東高等学校吹奏楽部
第33回定期演奏会
3月27日（金）　18：00開場　18：30開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／オペラ座の怪人、雲のコラージュ、ユーロビート・
ディズニー・メドレー、ムーンライト・セレナーデ 他
問合せ／生田東高等学校(柳沼)
☎044-932-8989 未

奄美の黒うさぎコンサート
～集まろう!奄美の歴史と芸能の下に!!!～
5月6日（水・振）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／萩原かおり（歌）、里アンナ（島唄）、大藤桂子
（チェロ）、案野弘子（ピアノ）、山舘冬樹（指揮）、昭和
音楽大学合唱団、森山ユリ子（島唄）、山ゆり会
（踊り） 他
料金／全席自由 前売3,500円、当日4,000円
※小学生以下無料 未

Jazz Festival at Conservatory 
2020 
5月5日（火・祝）　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
料金／全席自由 一般・大学生 1,000円、高校生・
中学生 500円　※小学生以下無料 未

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

＜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 一般1,500円、学生1,000円

日程／4月18日(土)～5月10日(日)
申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（平日10時～17時）
＊4/1からは毎日営業
問合せ／かわさきしんゆり芸術祭実行委員会事務局
☎044-952-3100

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
会場／麻生市民館
出演／和太鼓：小林政高、小林桃 他、篠笛：仲林利恵、
津軽三味線：岩田桃楠、ピアノ：永井みなみ 他
料金／全席指定 5,000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
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 
出演／かのんぷ♪（中村里衣・中村大介）
料金／全席自由 一般2,000円、学生1,000円、
子ども500円（3歳以上～小学生）＊2歳以下ひざ
上無料 未

ドラマティック・シアター
3月20日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
　　　　　　　　　 16：30開場　17：00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選抜学生  

＊演奏会の日時・会場は変更になる場合もございます
ので、HP等でご確認ください。

川崎市立高津中学校吹奏楽部
Spring Concert
3月21日（土）　14：00開場　14：30開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／祈りの手（東関東吹奏楽コンクール演奏曲）、
ノートルダムの鐘、ポップスステージ 他
問合せ／高津中学校吹奏楽部（飯島・北村）
☎044-822-2331

ラヴィアン シャンソン第五回発表会
3月21日（土）　13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
曲目／シャンソン、カンツォーネ、映画音楽 他
問合せ／事務局（白石）　☎044-865-3670

おんまち・みぞのくちライブ　
Let’s Swing!!
3月21日（土）　14：00開演
出演／大西学園中高等学校吹奏楽部、川崎市立
橘中学校吹奏楽部
アカペラライブ!
4月18日（土）　14：00開演（予定） 
出演／専修大学 EmoHill、明治大学 No-S
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

第217回花コンサート
3月17日（火）　12：00開演
会場／かながわサイエンスパーク（KSP） ロビー
出演／Hopscoootch!＜ホップスコッチ＞（マリンバ：
喜屋武礼寧、鈴木絵里香、パーカッション：松尾弥生）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

麻 生 区
しんゆりジャズスクエアvol.43
3月20日（金・祝）　18：30開場　19：00開演
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／エラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーン、カーメン・
マクレエなどの名曲の数々
出演／ヴォーカル：渡辺明日香、ピアノ：井上ゆかり、
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／アートセンター　☎044-955-0107

★第9回音楽大学フェスティバル・オーケストラ
3月28日（土）　14：30開場　15：00開演
曲目／ヨーゼフ・シュトラウス：ワルツ「天体の音楽」、
伊福部昭：シンフォニア・タプカーラ、ストラヴィンスキー：
バレエ音楽『春の祭典』
出演／指揮：井上道義、管弦楽：音楽大学フェスティバル･
オーケストラ（上野学園大学、国立音楽大学、昭和音楽
大学、洗足学園音楽大学、東京音楽大学、東京藝術大学、
東邦音楽大学、桐朋学園大学、武蔵野音楽大学、京都市立
芸術大学）
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円 託

★バッハ・コレギウム・ジャパン
　J.S.バッハ：マタイ受難曲 BWV244
　（日本語字幕付き）
4月11日（土）　16：30開場　17：00開演
出演／指揮：鈴木雅明、エヴァンゲリスト（テノール）： 
ジェイムズ・ギルクリスト、ソプラノ： ジョアン・ラン、
松井亜希、アルト： ジョン・ミンホ、青木洋也、テノール：
櫻田亮、バス：ベンジャミン・ベヴァン、加耒徹、
料金／全席指定 S席10,000円～C席6,000円
＊U25（小学生～25歳）各席半額 託

山本彩 LIVE TOUR 2020 ～ α ～
4月3日（金）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 7,150円
※就学児要チケット※未就学児は保護者1名につき膝上
1名可。未就学児もお席が必要な場合は要チケット。
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888（平日12時～19時）

小黒恵子童謡記念館
ミニコンサートvol.34　
「音のおくりもの　～Piano Concert～」
3月15日（日）　14：00開演
曲目／ドビュッシー：アラベスク、ショパン：ワルツ
第5番「大円舞曲」 他
出演／ピアノ：岩井亜咲
やさしい童話と童謡　第36回
3月22日（日）　10：00開場　11：00開演
内容／童話：はじめまして（近藤薫美子作）、詩：春もう
すぐ春です（小黒恵子詩）
出演／おはなし：公文理恵
料金／全席自由 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

「﨑谷直人の“四季”」
﨑谷直人＆神奈川フィル・メンバー
5月3日（日・祝）　13：00開演  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 4,200円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

▲カルッツかわさき×神奈川フィルハーモニー
　管弦楽団　ミュージカル・ガラ・コンサート
　2020
3月20日（金・祝）　16：15開場　17：00開演
＊詳細は7ページに

BIG BAND NIGHT
3月14日（土）　17：30開場　18：00開演
会場／川崎市民プラザ　屋内広場
出演／伊波秀進＆The Big Band of ROGUES（東京
キューバンボーイズJr.）
料金／テーブル指定 予約2,500円、当日3,000円
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

未

とアレグロ、J.Sバッハ：ブランデンブルク協奏曲第三番 他
問合せ／多摩高等学校ギターアンサンブル部
☎044-911-7107

未
会場・問合せ／溝ノ口劇場　
☎044-850-0038(11時～20時)

託

3月18日（水）　18：30開場　19：00開演
出演／Blicher Hemmer Gadd Tr io（ドラムス：
スティーヴ・ガッド、サックス：ミカエル・ブリッチャー、
ハモンド B-3 オルガン：ダン・ヘマー）
料金／全席指定 一般4,000円
＊U25（小学生～25歳）1,500円

未

出演／Beat Buddy Boi 他
料金／全席指定 前売4,500円、当日5,500円
※5歳以下無料（要身分証提示　ただし座席が必要
な場合はチケットが必要）

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、S席10,000円
（子ども6,000円）、A席7,000円（子ども4,000円）、
B席4,000円（子ども2,000円）、C席2,000円
（子ども1,000円）、学生S席 6,500円、学生B席 
2,500円
※3歳以下入場不可、学生（25歳以下の学生）
※C席、学生席はスターダンサーズ・バレエ団のみ
　で取扱い

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
内容／昼の部：ジャズ・ポピュラー、作曲、ミュージカル、
電子オルガン、夜の部：管・打楽器、声楽　
＊申込不要

アルテリッカしんゆり2020
若きアーティスト達の響演
～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
ジャズ・ポピュラーライブ
～昭和音楽大学同怜会とともに～
4月12日（日）　16：30開場　17：00開演
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
Jazz Festival at Conservatory2020
5月5日(火・祝)　13：15開場　14：00開演
＊詳細は5、6ページに
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洗足学園中学校高等学校弦楽合奏部　
第11回定期演奏会
4月5日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 前田ホール
曲目／メンデルスゾーン：弦楽のための交響曲 第1番、
ふたたび（「千と千尋の神隠し」より）、カプリオール組曲、
Show me your fire truck（「バックドラフト」より）、
Oriental Wind、「レ・ミゼラブル」メドレー、「塔の上の
ラプンツェル」メドレー
問合せ／洗足学園中学・高等学校　事務局
☎044-856-2777

かるがも虹色コンサート
4月9日（木）　①14：30開演　②18：00開演  
会場／生活文化会館 （てくのかわさき）
曲目／童謡・歌曲・カンツォーネ・シャンソン・オペラ曲 他
出演／歌:古渡智江、ピアノ：坂本紫
料金／前売2,500円、当日3,000円
＊①②通し割引チケットあり　電話・FAXにて申込み
問合せ／かるがもコンサート実行委員会
☎＆FAX 044-811-7863

川崎市民オペラ公演　「ヘンゼルとグレーテル」
5月2日（土）、3日（日・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／指揮：金岡秀典、演出：境信博
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円、小学生
以下1,000円
問合せ／事務局　☎090-9374-0316

古渡智江と一緒に歌う「かるがもコンサート」
5月14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：古渡智江、APA木曜会合奏団(オーケ
ストラ)、指揮：吉倉弘真、声楽：田中安基子、根岸智枝、
熊井真美、ピアノ：坂本紫
料金／会費1,000円（手づくり冊子・おやつ代含む）
問合せ／かるがもコンサート実行委員会
☎044-811-7863

えん　～ひとつの太鼓から～　Vol.5
5月9日（土）　16：30開場　17：00開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／和太鼓零、和太鼓蓮、和太鼓暁、和太鼓衆龍月、玄
〈興魂太鼓〉、光明学園高校和太鼓部
料金／前売券2,000円、当日券2,500円
問合せ／和太鼓蓮事務局（山田）　☎044-722-5891

▲ウィズ・ミューズシリーズ　第1回　
　野村亮太サクソフォンコンサート
4月4日（土）　13：00開場 　13：30開演
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、高校生以下600円

DISH// SpringTour 2020 「CIRCLE」
5月 9日（土）　16：00開場　17：00開演 
　　10日（日）　15：00開場　16：00開演
料金／全席指定 7,800円
＊3歳以上は要チケット、3歳未満のお子様は大人1名
につき1名まで膝上に限り無料。ただしお席が必要な場合
は要チケット。小学生以下は保護者（高校1年生以上）
同伴に限り入場可。
問合せ／キョードー東京　☎0570-550-799
(平日11時～18時、土日祝10時～18時)

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
勇気の花に歌おう♪
4月29日（水・祝）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　　 ②13：00開場　13：30開演
　　　　　　　　　③16：00開場　16：30開演
料金／全席指定 3,900円（税込）
問合せ／ｔｖｋチケットカウンター
☎0570-003-117

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

福田こうへいコンサートツアー2020
3月16日（月）[昼の部]　13：00開場　13：30開演
 　　　　　　[夜の部]　17：30開場　18：00開演
料金／全席指定 SS席6,800円、S席5,800円、A席
4,800円（各席税込）
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～18時）

TBSK管弦楽団　第10回定期演奏会振替公演
5月6日（水・振）　13：00開場　13：30開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」
（1947年版）、スクリャービン：法悦の詩、プロコフィエ
フ：交響曲第5番 
出演／指揮：久世武志
問合せ／TBSK管弦楽団執行部　☎080-3497-7895

マーラー祝祭オーケストラ第18回定期演奏会
5月9日（土）　13：30開場　14：00開演
曲目／マーラー：交響曲第3番
料金／全席自由 2,500円
問合せ／公演事務局　☎0422-45-1585

川崎市立高津高等学校吹奏楽部
第24回定期演奏会
3月18日（水）　17：00開場　17：30開演 
曲目／フランシス・マクベス：マスク、ホルジンガー：スクー
ティン・オン・ハードロック、江原大介：クラリネット4重奏
「朱のインパルス」、スパーク：宇宙の音楽 他
出演／指揮：高田亮、植松雅史
問合せ／高津高等学校　吹奏楽部顧問（島田）
☎044-811-2555

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246回例会＜クラシック・ライヴあれこれⅩⅪコン
サート・ベスト2019から＞
3月23日（月）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：森 紀
第247回例会＜グリュミオーを聴く＞
4月26日（日）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：中村宏朗
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
4月12日（日）　9：30開場　10：00開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
内容／プロのオペラ歌手が魅力的な声の出し方を指導。
出演／講師：境信博（二期会会員・洗足学園音楽大学講師）
申込み／電話またはメール（kawasaki.opera@gmail.com）
問合せ／事務局　☎090-9374-0316

川崎・単発ゴスペルワークショップ
ホリデーゴスペル vol.5
3月20日（金･祝）　10：00開場　10：15開演 
会場／教育文化会館
出演／講師：蔵本順
料金／参加費3,000円（当日受付にて）
問合せ／GOSMAC アカデミー事務局
☎03-3518-9898

洗足学園室内楽フェスティヴァル
3月19日（木）、20日（金・祝）
開演時間未定
会場／洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン
料金／聴講料1コマ:1,000円、1日:4,000円、全日:
13,000円 ※申込不要

☆卒業演奏会
3月14日（土）、15日（日）
開演時間未定

☆ニューフィルハーモニック管弦楽団定期演奏会
3月20日（金・祝）　14：30開場　15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：ピアノ協奏曲 ト短調 他
出演／指揮：秋山和慶
料金／全席自由 3,000円

新百合子どもミュージカル 第19回公演 
ミュージカル「桃太郎！」
3月28日（土）　①13：30開場　14：00開演
　　　　　　　②17：30開場　18：00開演
　　29日（日）　①11：30開場　12：00開演
　　　　　　　 ②15：30開場　16：00開演
会場／麻生市民館
出演／新百合子どもミュージカル 劇団員桃組、だんご組
料金／前売自由席1,500円、当日自由席1,800円、指
定席 2,000円（枚数限定）　　
問合せ／新百合子どもミュージカル 父母会
☎080-5079-4252 未

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

洗足学園ジュニア音楽コンクール
（打楽器部門）予選
3月21日（土）　11：30開場　12：00開演
会場／洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン

☆洗足学園ジュニア音楽コンクール
　（打楽器部門）本選
3月22日（日）　12：30開場　13：00開演

川崎市立白鳥中学校吹奏楽部
第7回定期演奏会
3月26日（木）　12：30開場　13：00開演
会場／麻生市民館
出演／白鳥合唱団、放送部
問合せ／白鳥中学校　吹奏楽部顧問
☎044-988-9701

桐光学園中学高等学校合唱部
第24回定期演奏会
3月23日（月）　18：00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／上田真樹：「夢のように僕たちは」（委嘱新作）、
ミュージカルステージ「アナと雪の女王」 他
問合せ／桐光学園中学高等学校合唱部顧問（上田）
☎044-987-0519

川崎市立柿生中学校吹奏楽部 定期演奏会
3月28日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／柿生中学校体育館
曲目／ハチャトリアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より抜粋、
Official髭男dism：Pretender 他
問合せ／柿生中学校吹奏楽部　☎044-988-0004

昭和歌謡ショウ
4月19日（日）　17：30開場　18：00開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ボーカル：元榮菜摘、新田絢加、宮下嘉彦、ギター：
栗原陸人、ベース:dada、ドラム：山田祐輔、キーボード：
beja、フルート:渡邉ゆりの、サックス：福田恵真、月岡穂南、
いでさきゆう、トランペット：金津理仁、宇佐美仁、西脇
紗来、トロンボーン:野村咲希、工藤弦汰 他
料金／全席自由 3,000円
問合せ／代表（福田）　☎080-2730-2443

第19回ブルー・スカイズ
ジャズコーラスコンサート
4月4日（土）　15：30開場　16：00開演
会場／麻生市民館
曲目／Autumn Leaves、My One And Only Love、
Satin Doll 他
出演／サックス：中村誠一、ピアノ：後藤沙紀、ベース：遠藤
定、ドラム：小泉高之、指揮：紗理、白仁賢哉
料金／2,000円
問合せ／事務局　☎070-6575-0481

Alohai day!
4月12日（日）　13：30開場　14：00開演  
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ハワイアン：KAORU、フラダンサー：マカレア
理恵、三線:饒邊紫乃、世持 桜 他
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円
問合せ／実行委員会（谷岡）　☎080-1283-9859

うたごえサロン
3月27日（金）、4月15日（水）
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（3/27）、影山浩
(4/15)、ピアノ：五十川慶子、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

専修大学EmoHillスプリングライブ
3月28日（土）　12：40開演
会場／岡本太郎美術館 カフェ前（屋外）
問合せ／岡本太郎美術館　☎044-900-9898

第16回多摩川桜のコンサート
4月4日（土）　11：00開演
出演／桜井純恵 他
会場・問合せ／二ヶ領せせらぎ館
☎044-900-8386（10時～16時）
＊月曜（祝日の場合は翌日）、第1・3水曜は休館

F・バシェ生誕100年、日本万国博覧会から50年
「音と造形のレゾナンスーバシェ音響彫刻と岡本
太郎の共振」
4月25日（土）～7月12日（日）
休館日：月曜日（5月4日を除く）、5月7日（木）、8日（金）
内容／現在国内に存在するバシェの「音響彫刻」5点を
一堂に集め岡本太郎の芸術空間で共演させるという
試み。音楽アーチストによる演奏会やワークショップ
などのイベントを開催
料金／一般900円、高・大学生・65歳以上700円、
中学生以下無料　＊常設展もあわせて観覧可
会場・問合せ／岡本太郎美術館　☎044-900-9898

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

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第39回定期演奏会
3月21日（土）　12：30開場　13：00開演
曲目／高昌帥：アッフェローチェ、松田彬人：リズと青い
鳥、ポピュラーステージ 他
問合せ／生田高等学校吹奏楽部顧問（井上）
☎044-977-9827

森村学園中高等部管弦楽部　第15回定期演奏会
4月12日（日）　12：30開場　13：30開演 
曲目／ベートーヴェン：交響曲第8番、プレトニョフ：「ア
ダージョ」（オーケストラのための13の小品より）、ウェ
バー：「オペラ座の怪人」セレクション、久石譲：交響組曲
「千と千尋の神隠し」 他
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部（三枝・深井）
☎080-5464-8786

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア第79回
4月6日（月）　12：15開場
会場／ミューザ川崎 1F ガレリア広場
問合せ／東京交響楽団メンバー

東京交響楽団キッズプログラム　
0歳からのオーケストラ　
ズーラシアンブラスmeets東京交響楽団
4月29日（水・祝）　①11：00開演　②14：30開演
＊詳細は7ページに

公 開 講 座

良い姿勢でLet'sDance!!
キミも姿勢小町の仲間入り
4月4日（土）　14：00開場　14：30開演
会場／国際交流センター
出演／川崎純情小町☆
料金／1家族500円（子どもはおみやげ付）
＊申込み時に人数をお知らせください
問合せ／KCSセンター元住吉（川村）
☎044-750-0133 未

音楽交流サロン　奏
人・光・旅　　　
3月26日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／「世界中のこどもたちが」「時をかける少女」 他
子・気・楽
4月23日（木）　13：00開場　13：45開演
曲目／「こんにちは赤ちゃん」「やさしさに包まれたな
ら」「ミッキーマウスマーチ」 他
5月14日（木）　13：00開場　13：45開演
曲目／「ありがとうの花」「ずいずいずっころばし」 他
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：夕やけ山合唱団（3/26）
会場・問合せ／川崎授産学園　☎044-954-5011

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第75回
4月26日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／藤倉大：海、エルガー：エニグマ変奏曲、ウォルトン：
オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」～バリトン独唱、混声
合唱とオーケストラのためのカンタータ
出演／指揮：ジョナサン・ノット、バスバリトン：ニール・
デイヴィス、合唱：東響コーラス
料金／全席指定 S席10,000円～C席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

★MUZAスペシャルナイトコンサート
　MUZA JAZZ NIGHT! Vol.3
　“ドラムの神様”がミューザに降臨!

★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156回
4月19日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇『ニュルンベルクのマイスター
ジンガー』第1幕への前奏曲、ショパン：ピアノ協奏曲 第
1番、チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：小山実稚恵
料金／全席指定 S席6,000円～C席3,000円 託

日本弦楽指導者協会 第85回全国大会
3月29日（日）　13：00開場　13：30開演
出演／指揮：壽田琉之アンナ、安冨洋、佐野貴昭、青嶋
直樹、川本義幸、田渕彰、深山尚久、立木茂
曲目／キラキラ星変奏曲、J.S.バッハ：アンナ・マグタレー
ナ・バッハの音楽帳よりメヌエット、管弦楽組曲 第3番 
より ガボット、パーセル：シャコンヌ 他
問合せ／日本弦楽指導者協会 関東支部
☎03-3576-5230

ホリデーアフタヌーンコンサート2020
「ベートーヴェン5大ソナタ」
及川浩治 ピアノ・リサイタル
4月5日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ピアノ・ソナタ「悲愴」、「月光」、「ワルトシュタイン」、
「テンペスト」、「熱情」 他
料金／全席指定 4,000円、舞台後方席2,500円

★ホールアドバイザー秋山和慶企画      
　オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅺ
4月4日（土）　14：00開場　15：00開演
＊14：20～出演者によるプレトークあり
曲目／『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』、『ロケッ
トマン』、『マイ・フェア・レディ』、『ハリー・ポッターと賢者
の石』、佐山アレンジメドレー『サウンド・オブ・ミュー
ジック』、『オクラホマ!』、『回転木馬』、『南太平洋』、『王様と
私』、〈迫力のオーケストラサウンドで大宇宙旅行☆☆〉
『2001年宇宙の旅』、『未知との遭遇』、『宇宙戦艦ヤマト』、
『スター・ウォーズ』 他
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 S席7,000円～C席4,000円
＊U25（小学生～25歳）各席半額 託

★MUZAランチタイムコンサート   
ヴァイオリンとハープが織りなす51絃の調べ 
≪春休み特別企画！4歳から入場OK≫
3月31日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／ジョプリン：エンターテイナー、加藤昌則：ケルト
スピリッツ、ピアソラ：タンゴの歴史より 他
出演／ヴァイオリン：奥村愛、ハープ：山宮るり子
パイプオルガン＆ソプラノ ～フランスのエスプリを感じて～
4月14日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ドビュッシー（メルカールト編）：牧神の午後への
前奏曲、ラヴェル（メルカールト編）：シェヘラザード、
デュプレ：「エヴォカシオン」より アレグロ・デチーゾ
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト、
ソプラノ：國光ともこ
各回料金／全席自由 500円 託

第315回みやまえロビーコンサート
3月23日（月）　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

第38回神奈川県立生田高校グリークラブ
定期演奏会
3月24日（火）　17：00開場　17：30開演 
会場／宮前市民館
問合せ／グリークラブ顧問（川井）
☎044-977-3800

フレルさぎ沼　おんまちライブ
3月25日（水）、4月22日（水）　17：00開演
会場／フレルさぎ沼 1階 入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

川崎市立向丘中学校吹奏楽部　定期演奏会
3月20日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
会場／宮前市民館
曲目／シーゲート序曲、遠つ人～雁金の宰、Official髭
男dismメドレー、宝島 他
問合せ／向丘中学校吹奏楽部顧問（宍戸）
☎044-866-2875

宮 前 区

3・4月号の情報は2月18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5月10日発刊号は、5月11日から7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！（3月13日締め切り）※掲載無料

2019年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

神奈川県立多摩高校ギターアンサンブル部
第54回定期演奏会
3月26日（木）　16：30開場　17：00開演
会場／多摩市民館
曲目／A.メンケン:ディズニーメドレー、福山雅治：vs.～
知覚と快楽の螺旋～、藤原基央：天体観測、エルガー：序奏

多 摩 区

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

◇音楽学部・短期大学部
　2019年度卒業演奏会
3月18日（水）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
内容／ピアノ、弦・管楽器　＊要整理券
3月19日（木）【昼の部】　13：30開場　14：00開演
　　　　　　【夜の部】　17：30開場　18：00開演

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第83回　3月19日（木）　13：30開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第84回　4月22日（水）　13：30開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：國井道子
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／回数券（6回分）
6,500円　＊初回の方のみ歌集代1,000円
問合せ／プレルーディオ
☎044-953-2105

SHOWAミュージックカフェ2019
オーデション選出者によるコンサート
3月22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
曲目／マスネ：「タイス」より“瞑想曲”、プーランク：
“ヴァイオリン・ソナタ”より第1楽章、第3楽章、ウェ
バー：ピエ・イエズ、ロッシーニ：ヴェネツィアの競艇 他
出演／デュオ・ルミナリエ（ヴァイオリン：上敷領藍子、
ピアノ：川嶌那奈）、Le Soleil ル・ソレイユ（ソプラノ：
滝川祐加、メゾソプラノ：下倉結衣、ピアノ：三上彩花）
料金／全席自由 一般1,600円、学生1,000円、回数券
（3回分）3,750円（各種税込み）※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

◇しょうわジュニア・オーケストラ
　第15回定期演奏会
3月22日（日）　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
曲目／ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、オペラ
「フィデリオ」序曲、ホルスト：セントポール組曲
出演／指揮：江上孝則
料金／全席自由 500円

公認サークル　
昭和音楽大学打楽器アンサンブル
第32回定期演奏会
3月28日（土）　17：00開場　17：30開演 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席自由 500円（販売は当日券のみ）
問合せ／昭和音楽大学 学生課[8：45～17：30（土日
祝を除く）　☎044-953-9835

◇2020年度第1回推薦演奏会
5月12日(火)　18：00開場　18：20開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
＊申込不要

＜プレイベント＞
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 一般1,500円、学生1,000円

未来づくりコンサートVol.3　
小森谷巧と若き俊英たちによる室内楽
4月18日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
＊要事前申込・先着順

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 
出演／フルート：工藤重典、甲藤さち、藤田真頼 他
ピアノ：石橋衣里
料金／全席指定 一般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
出演／The Coconut Cups（原順子、斉藤久美、吉川
智子、長屋美希、清水美恵、菅木真智子）、Musicians：
大山泰輝（ピアノ）、箭島裕治（ベース）、岩瀬立飛
（ドラムス）
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
出演／石田泰尚（ヴァイオリン）、中岡太志（ピアノ、
ヴォーカル）、松原孝政（サクソフォン）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000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
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）、辻喜久栄（ピアノ） 他
料金／全席指定 前売3,000円、当日3,500円

未

0歳からのコンサート
～幸せなら手をたたこう！～
5月3日（日・祝）　① 9：15開場　10：00開演　
　　　　　　　　②11：25開場　12：10開演 
会場／新百合21ホール
出演／和下田大典（うたのおにいさん）、池田知穗
（うたのおねえさん） 他
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

能と狂言 人間国宝の競演
～友枝昭世と山本東次郎の至芸～
5月3日（日・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
出演／解説：馬場あき子、狂言「花盗人」山本東次郎、
能「清経」友枝昭世、アフタートーク：馬場あき子、
山本東次郎、友枝昭世
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円

未

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」
子供も大人も、心から音楽を好きになる♪
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

日本児童・青少年演劇劇団協同組合 
ベイビーシアタープロジェクト
「KUUKI」
5月5日（火・祝）、6日（水･振）　11：00開場・開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／かとうかなこ、松田紀子、はらだまほ
料金／全席自由 大人・子どもペア2,200円、大人 
2,200円、ベイビー500円
※対象年齢：0～18ヵ月まで 。対象年齢以外の
お子さんの入場はお断りします。

東京交響楽団ドイツ“三大B”名曲コンサート
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、A席4,500円、B席 
3,500円

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～プレトークあり

「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、昭和音楽大学合唱団 他
料金／全席指定 S席7,000円～学生席（見切れ
席）3,000円

BBB NAKAMA FES 2020
in KAWASAKI
4月18日（土）　16：00開場　17：00開演
　　19日（日）　14：30開場　15：30開演
会場／麻生市民館

神奈川県立生田東高等学校吹奏楽部
第33回定期演奏会
3月27日（金）　18：00開場　18：30開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／オペラ座の怪人、雲のコラージュ、ユーロビート・
ディズニー・メドレー、ムーンライト・セレナーデ 他
問合せ／生田東高等学校(柳沼)
☎044-932-8989 未

奄美の黒うさぎコンサート
～集まろう!奄美の歴史と芸能の下に!!!～
5月6日（水・振）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／萩原かおり（歌）、里アンナ（島唄）、大藤桂子
（チェロ）、案野弘子（ピアノ）、山舘冬樹（指揮）、昭和
音楽大学合唱団、森山ユリ子（島唄）、山ゆり会
（踊り） 他
料金／全席自由 前売3,500円、当日4,000円
※小学生以下無料 未

Jazz Festival at Conservatory 
2020 
5月5日（火・祝）　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
料金／全席自由 一般・大学生 1,000円、高校生・
中学生 500円　※小学生以下無料 未

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

＜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 一般1,500円、学生1,000円

日程／4月18日(土)～5月10日(日)
申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（平日10時～17時）
＊4/1からは毎日営業
問合せ／かわさきしんゆり芸術祭実行委員会事務局
☎044-952-3100

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
会場／麻生市民館
出演／和太鼓：小林政高、小林桃 他、篠笛：仲林利恵、
津軽三味線：岩田桃楠、ピアノ：永井みなみ 他
料金／全席指定 5,000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
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 
出演／かのんぷ♪（中村里衣・中村大介）
料金／全席自由 一般2,000円、学生1,000円、
子ども500円（3歳以上～小学生）＊2歳以下ひざ
上無料 未

ドラマティック・シアター
3月20日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
　　　　　　　　　 16：30開場　17：00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選抜学生  

＊演奏会の日時・会場は変更になる場合もございます
ので、HP等でご確認ください。

川崎市立高津中学校吹奏楽部
Spring Concert
3月21日（土）　14：00開場　14：30開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／祈りの手（東関東吹奏楽コンクール演奏曲）、
ノートルダムの鐘、ポップスステージ 他
問合せ／高津中学校吹奏楽部（飯島・北村）
☎044-822-2331

ラヴィアン シャンソン第五回発表会
3月21日（土）　13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
曲目／シャンソン、カンツォーネ、映画音楽 他
問合せ／事務局（白石）　☎044-865-3670

おんまち・みぞのくちライブ　
Let’s Swing!!
3月21日（土）　14：00開演
出演／大西学園中高等学校吹奏楽部、川崎市立
橘中学校吹奏楽部
アカペラライブ!
4月18日（土）　14：00開演（予定） 
出演／専修大学 EmoHill、明治大学 No-S
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

第217回花コンサート
3月17日（火）　12：00開演
会場／かながわサイエンスパーク（KSP） ロビー
出演／Hopscoootch!＜ホップスコッチ＞（マリンバ：
喜屋武礼寧、鈴木絵里香、パーカッション：松尾弥生）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

麻 生 区
しんゆりジャズスクエアvol.43
3月20日（金・祝）　18：30開場　19：00開演
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／エラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーン、カーメン・
マクレエなどの名曲の数々
出演／ヴォーカル：渡辺明日香、ピアノ：井上ゆかり、
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／アートセンター　☎044-955-0107

★第9回音楽大学フェスティバル・オーケストラ
3月28日（土）　14：30開場　15：00開演
曲目／ヨーゼフ・シュトラウス：ワルツ「天体の音楽」、
伊福部昭：シンフォニア・タプカーラ、ストラヴィンスキー：
バレエ音楽『春の祭典』
出演／指揮：井上道義、管弦楽：音楽大学フェスティバル･
オーケストラ（上野学園大学、国立音楽大学、昭和音楽
大学、洗足学園音楽大学、東京音楽大学、東京藝術大学、
東邦音楽大学、桐朋学園大学、武蔵野音楽大学、京都市立
芸術大学）
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円 託

★バッハ・コレギウム・ジャパン
　J.S.バッハ：マタイ受難曲 BWV244
　（日本語字幕付き）
4月11日（土）　16：30開場　17：00開演
出演／指揮：鈴木雅明、エヴァンゲリスト（テノール）： 
ジェイムズ・ギルクリスト、ソプラノ： ジョアン・ラン、
松井亜希、アルト： ジョン・ミンホ、青木洋也、テノール：
櫻田亮、バス：ベンジャミン・ベヴァン、加耒徹、
料金／全席指定 S席10,000円～C席6,000円
＊U25（小学生～25歳）各席半額 託

山本彩 LIVE TOUR 2020 ～ α ～
4月3日（金）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 7,150円
※就学児要チケット※未就学児は保護者1名につき膝上
1名可。未就学児もお席が必要な場合は要チケット。
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888（平日12時～19時）

小黒恵子童謡記念館
ミニコンサートvol.34　
「音のおくりもの　～Piano Concert～」
3月15日（日）　14：00開演
曲目／ドビュッシー：アラベスク、ショパン：ワルツ
第5番「大円舞曲」 他
出演／ピアノ：岩井亜咲
やさしい童話と童謡　第36回
3月22日（日）　10：00開場　11：00開演
内容／童話：はじめまして（近藤薫美子作）、詩：春もう
すぐ春です（小黒恵子詩）
出演／おはなし：公文理恵
料金／全席自由 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

「﨑谷直人の“四季”」
﨑谷直人＆神奈川フィル・メンバー
5月3日（日・祝）　13：00開演  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 4,200円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

▲カルッツかわさき×神奈川フィルハーモニー
　管弦楽団　ミュージカル・ガラ・コンサート
　2020
3月20日（金・祝）　16：15開場　17：00開演
＊詳細は7ページに

BIG BAND NIGHT
3月14日（土）　17：30開場　18：00開演
会場／川崎市民プラザ　屋内広場
出演／伊波秀進＆The Big Band of ROGUES（東京
キューバンボーイズJr.）
料金／テーブル指定 予約2,500円、当日3,000円
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

未

とアレグロ、J.Sバッハ：ブランデンブルク協奏曲第三番 他
問合せ／多摩高等学校ギターアンサンブル部
☎044-911-7107

未
会場・問合せ／溝ノ口劇場　
☎044-850-0038(11時～20時)

託

3月18日（水）　18：30開場　19：00開演
出演／Blicher Hemmer Gadd Tr io（ドラムス：
スティーヴ・ガッド、サックス：ミカエル・ブリッチャー、
ハモンド B-3 オルガン：ダン・ヘマー）
料金／全席指定 一般4,000円
＊U25（小学生～25歳）1,500円

未

出演／Beat Buddy Boi 他
料金／全席指定 前売4,500円、当日5,500円
※5歳以下無料（要身分証提示　ただし座席が必要
な場合はチケットが必要）

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、S席10,000円
（子ども6,000円）、A席7,000円（子ども4,000円）、
B席4,000円（子ども2,000円）、C席2,000円
（子ども1,000円）、学生S席 6,500円、学生B席 
2,500円
※3歳以下入場不可、学生（25歳以下の学生）
※C席、学生席はスターダンサーズ・バレエ団のみ
　で取扱い

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
内容／昼の部：ジャズ・ポピュラー、作曲、ミュージカル、
電子オルガン、夜の部：管・打楽器、声楽　
＊申込不要

アルテリッカしんゆり2020
若きアーティスト達の響演
～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
ジャズ・ポピュラーライブ
～昭和音楽大学同怜会とともに～
4月12日（日）　16：30開場　17：00開演
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
Jazz Festival at Conservatory2020
5月5日(火・祝)　13：15開場　14：00開演
＊詳細は5、6ページに
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洗足学園中学校高等学校弦楽合奏部　
第11回定期演奏会
4月5日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 前田ホール
曲目／メンデルスゾーン：弦楽のための交響曲 第1番、
ふたたび（「千と千尋の神隠し」より）、カプリオール組曲、
Show me your fire truck（「バックドラフト」より）、
Oriental Wind、「レ・ミゼラブル」メドレー、「塔の上の
ラプンツェル」メドレー
問合せ／洗足学園中学・高等学校　事務局
☎044-856-2777

かるがも虹色コンサート
4月9日（木）　①14：30開演　②18：00開演  
会場／生活文化会館 （てくのかわさき）
曲目／童謡・歌曲・カンツォーネ・シャンソン・オペラ曲 他
出演／歌:古渡智江、ピアノ：坂本紫
料金／前売2,500円、当日3,000円
＊①②通し割引チケットあり　電話・FAXにて申込み
問合せ／かるがもコンサート実行委員会
☎＆FAX 044-811-7863

川崎市民オペラ公演　「ヘンゼルとグレーテル」
5月2日（土）、3日（日・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／指揮：金岡秀典、演出：境信博
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円、小学生
以下1,000円
問合せ／事務局　☎090-9374-0316

古渡智江と一緒に歌う「かるがもコンサート」
5月14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：古渡智江、APA木曜会合奏団(オーケ
ストラ)、指揮：吉倉弘真、声楽：田中安基子、根岸智枝、
熊井真美、ピアノ：坂本紫
料金／会費1,000円（手づくり冊子・おやつ代含む）
問合せ／かるがもコンサート実行委員会
☎044-811-7863

えん　～ひとつの太鼓から～　Vol.5
5月9日（土）　16：30開場　17：00開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／和太鼓零、和太鼓蓮、和太鼓暁、和太鼓衆龍月、玄
〈興魂太鼓〉、光明学園高校和太鼓部
料金／前売券2,000円、当日券2,500円
問合せ／和太鼓蓮事務局（山田）　☎044-722-5891

▲ウィズ・ミューズシリーズ　第1回　
　野村亮太サクソフォンコンサート
4月4日（土）　13：00開場 　13：30開演
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、高校生以下600円

DISH// SpringTour 2020 「CIRCLE」
5月 9日（土）　16：00開場　17：00開演 
　　10日（日）　15：00開場　16：00開演
料金／全席指定 7,800円
＊3歳以上は要チケット、3歳未満のお子様は大人1名
につき1名まで膝上に限り無料。ただしお席が必要な場合
は要チケット。小学生以下は保護者（高校1年生以上）
同伴に限り入場可。
問合せ／キョードー東京　☎0570-550-799
(平日11時～18時、土日祝10時～18時)

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
勇気の花に歌おう♪
4月29日（水・祝）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　　 ②13：00開場　13：30開演
　　　　　　　　　③16：00開場　16：30開演
料金／全席指定 3,900円（税込）
問合せ／ｔｖｋチケットカウンター
☎0570-003-117

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

福田こうへいコンサートツアー2020
3月16日（月）[昼の部]　13：00開場　13：30開演
 　　　　　　[夜の部]　17：30開場　18：00開演
料金／全席指定 SS席6,800円、S席5,800円、A席
4,800円（各席税込）
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～18時）

TBSK管弦楽団　第10回定期演奏会振替公演
5月6日（水・振）　13：00開場　13：30開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」
（1947年版）、スクリャービン：法悦の詩、プロコフィエ
フ：交響曲第5番 
出演／指揮：久世武志
問合せ／TBSK管弦楽団執行部　☎080-3497-7895

マーラー祝祭オーケストラ第18回定期演奏会
5月9日（土）　13：30開場　14：00開演
曲目／マーラー：交響曲第3番
料金／全席自由 2,500円
問合せ／公演事務局　☎0422-45-1585

川崎市立高津高等学校吹奏楽部
第24回定期演奏会
3月18日（水）　17：00開場　17：30開演 
曲目／フランシス・マクベス：マスク、ホルジンガー：スクー
ティン・オン・ハードロック、江原大介：クラリネット4重奏
「朱のインパルス」、スパーク：宇宙の音楽 他
出演／指揮：高田亮、植松雅史
問合せ／高津高等学校　吹奏楽部顧問（島田）
☎044-811-2555

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246回例会＜クラシック・ライヴあれこれⅩⅪコン
サート・ベスト2019から＞
3月23日（月）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：森 紀
第247回例会＜グリュミオーを聴く＞
4月26日（日）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：中村宏朗
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
4月12日（日）　9：30開場　10：00開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
内容／プロのオペラ歌手が魅力的な声の出し方を指導。
出演／講師：境信博（二期会会員・洗足学園音楽大学講師）
申込み／電話またはメール（kawasaki.opera@gmail.com）
問合せ／事務局　☎090-9374-0316

川崎・単発ゴスペルワークショップ
ホリデーゴスペル vol.5
3月20日（金･祝）　10：00開場　10：15開演 
会場／教育文化会館
出演／講師：蔵本順
料金／参加費3,000円（当日受付にて）
問合せ／GOSMAC アカデミー事務局
☎03-3518-9898

洗足学園室内楽フェスティヴァル
3月19日（木）、20日（金・祝）
開演時間未定
会場／洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン
料金／聴講料1コマ:1,000円、1日:4,000円、全日:
13,000円 ※申込不要

☆卒業演奏会
3月14日（土）、15日（日）
開演時間未定

☆ニューフィルハーモニック管弦楽団定期演奏会
3月20日（金・祝）　14：30開場　15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：ピアノ協奏曲 ト短調 他
出演／指揮：秋山和慶
料金／全席自由 3,000円

新百合子どもミュージカル 第19回公演 
ミュージカル「桃太郎！」
3月28日（土）　①13：30開場　14：00開演
　　　　　　　②17：30開場　18：00開演
　　29日（日）　①11：30開場　12：00開演
　　　　　　　 ②15：30開場　16：00開演
会場／麻生市民館
出演／新百合子どもミュージカル 劇団員桃組、だんご組
料金／前売自由席1,500円、当日自由席1,800円、指
定席 2,000円（枚数限定）　　
問合せ／新百合子どもミュージカル 父母会
☎080-5079-4252 未

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

洗足学園ジュニア音楽コンクール
（打楽器部門）予選
3月21日（土）　11：30開場　12：00開演
会場／洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン

☆洗足学園ジュニア音楽コンクール
　（打楽器部門）本選
3月22日（日）　12：30開場　13：00開演

川崎市立白鳥中学校吹奏楽部
第7回定期演奏会
3月26日（木）　12：30開場　13：00開演
会場／麻生市民館
出演／白鳥合唱団、放送部
問合せ／白鳥中学校　吹奏楽部顧問
☎044-988-9701

桐光学園中学高等学校合唱部
第24回定期演奏会
3月23日（月）　18：00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／上田真樹：「夢のように僕たちは」（委嘱新作）、
ミュージカルステージ「アナと雪の女王」 他
問合せ／桐光学園中学高等学校合唱部顧問（上田）
☎044-987-0519

川崎市立柿生中学校吹奏楽部 定期演奏会
3月28日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／柿生中学校体育館
曲目／ハチャトリアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より抜粋、
Official髭男dism：Pretender 他
問合せ／柿生中学校吹奏楽部　☎044-988-0004

昭和歌謡ショウ
4月19日（日）　17：30開場　18：00開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ボーカル：元榮菜摘、新田絢加、宮下嘉彦、ギター：
栗原陸人、ベース:dada、ドラム：山田祐輔、キーボード：
beja、フルート:渡邉ゆりの、サックス：福田恵真、月岡穂南、
いでさきゆう、トランペット：金津理仁、宇佐美仁、西脇
紗来、トロンボーン:野村咲希、工藤弦汰 他
料金／全席自由 3,000円
問合せ／代表（福田）　☎080-2730-2443

第19回ブルー・スカイズ
ジャズコーラスコンサート
4月4日（土）　15：30開場　16：00開演
会場／麻生市民館
曲目／Autumn Leaves、My One And Only Love、
Satin Doll 他
出演／サックス：中村誠一、ピアノ：後藤沙紀、ベース：遠藤
定、ドラム：小泉高之、指揮：紗理、白仁賢哉
料金／2,000円
問合せ／事務局　☎070-6575-0481

Alohai day!
4月12日（日）　13：30開場　14：00開演  
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ハワイアン：KAORU、フラダンサー：マカレア
理恵、三線:饒邊紫乃、世持 桜 他
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円
問合せ／実行委員会（谷岡）　☎080-1283-9859

うたごえサロン
3月27日（金）、4月15日（水）
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（3/27）、影山浩
(4/15)、ピアノ：五十川慶子、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

専修大学EmoHillスプリングライブ
3月28日（土）　12：40開演
会場／岡本太郎美術館 カフェ前（屋外）
問合せ／岡本太郎美術館　☎044-900-9898

第16回多摩川桜のコンサート
4月4日（土）　11：00開演
出演／桜井純恵 他
会場・問合せ／二ヶ領せせらぎ館
☎044-900-8386（10時～16時）
＊月曜（祝日の場合は翌日）、第1・3水曜は休館

F・バシェ生誕100年、日本万国博覧会から50年
「音と造形のレゾナンスーバシェ音響彫刻と岡本
太郎の共振」
4月25日（土）～7月12日（日）
休館日：月曜日（5月4日を除く）、5月7日（木）、8日（金）
内容／現在国内に存在するバシェの「音響彫刻」5点を
一堂に集め岡本太郎の芸術空間で共演させるという
試み。音楽アーチストによる演奏会やワークショップ
などのイベントを開催
料金／一般900円、高・大学生・65歳以上700円、
中学生以下無料　＊常設展もあわせて観覧可
会場・問合せ／岡本太郎美術館　☎044-900-9898

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

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第39回定期演奏会
3月21日（土）　12：30開場　13：00開演
曲目／高昌帥：アッフェローチェ、松田彬人：リズと青い
鳥、ポピュラーステージ 他
問合せ／生田高等学校吹奏楽部顧問（井上）
☎044-977-9827

森村学園中高等部管弦楽部　第15回定期演奏会
4月12日（日）　12：30開場　13：30開演 
曲目／ベートーヴェン：交響曲第8番、プレトニョフ：「ア
ダージョ」（オーケストラのための13の小品より）、ウェ
バー：「オペラ座の怪人」セレクション、久石譲：交響組曲
「千と千尋の神隠し」 他
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部（三枝・深井）
☎080-5464-8786

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア第79回
4月6日（月）　12：15開場
会場／ミューザ川崎 1F ガレリア広場
問合せ／東京交響楽団メンバー

東京交響楽団キッズプログラム　
0歳からのオーケストラ　
ズーラシアンブラスmeets東京交響楽団
4月29日（水・祝）　①11：00開演　②14：30開演
＊詳細は7ページに

公 開 講 座

良い姿勢でLet'sDance!!
キミも姿勢小町の仲間入り
4月4日（土）　14：00開場　14：30開演
会場／国際交流センター
出演／川崎純情小町☆
料金／1家族500円（子どもはおみやげ付）
＊申込み時に人数をお知らせください
問合せ／KCSセンター元住吉（川村）
☎044-750-0133 未

音楽交流サロン　奏
人・光・旅　　　
3月26日（木）　13：00開場　13：45開演 
曲目／「世界中のこどもたちが」「時をかける少女」 他
子・気・楽
4月23日（木）　13：00開場　13：45開演
曲目／「こんにちは赤ちゃん」「やさしさに包まれたな
ら」「ミッキーマウスマーチ」 他
5月14日（木）　13：00開場　13：45開演
曲目／「ありがとうの花」「ずいずいずっころばし」 他
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：夕やけ山合唱団（3/26）
会場・問合せ／川崎授産学園　☎044-954-5011

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第75回
4月26日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／藤倉大：海、エルガー：エニグマ変奏曲、ウォルトン：
オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」～バリトン独唱、混声
合唱とオーケストラのためのカンタータ
出演／指揮：ジョナサン・ノット、バスバリトン：ニール・
デイヴィス、合唱：東響コーラス
料金／全席指定 S席10,000円～C席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

★MUZAスペシャルナイトコンサート
　MUZA JAZZ NIGHT! Vol.3
　“ドラムの神様”がミューザに降臨!

★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156回
4月19日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇『ニュルンベルクのマイスター
ジンガー』第1幕への前奏曲、ショパン：ピアノ協奏曲 第
1番、チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：小山実稚恵
料金／全席指定 S席6,000円～C席3,000円 託

日本弦楽指導者協会 第85回全国大会
3月29日（日）　13：00開場　13：30開演
出演／指揮：壽田琉之アンナ、安冨洋、佐野貴昭、青嶋
直樹、川本義幸、田渕彰、深山尚久、立木茂
曲目／キラキラ星変奏曲、J.S.バッハ：アンナ・マグタレー
ナ・バッハの音楽帳よりメヌエット、管弦楽組曲 第3番 
より ガボット、パーセル：シャコンヌ 他
問合せ／日本弦楽指導者協会 関東支部
☎03-3576-5230

ホリデーアフタヌーンコンサート2020
「ベートーヴェン5大ソナタ」
及川浩治 ピアノ・リサイタル
4月5日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ピアノ・ソナタ「悲愴」、「月光」、「ワルトシュタイン」、
「テンペスト」、「熱情」 他
料金／全席指定 4,000円、舞台後方席2,500円

★ホールアドバイザー秋山和慶企画      
　オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅺ
4月4日（土）　14：00開場　15：00開演
＊14：20～出演者によるプレトークあり
曲目／『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』、『ロケッ
トマン』、『マイ・フェア・レディ』、『ハリー・ポッターと賢者
の石』、佐山アレンジメドレー『サウンド・オブ・ミュー
ジック』、『オクラホマ!』、『回転木馬』、『南太平洋』、『王様と
私』、〈迫力のオーケストラサウンドで大宇宙旅行☆☆〉
『2001年宇宙の旅』、『未知との遭遇』、『宇宙戦艦ヤマト』、
『スター・ウォーズ』 他
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 S席7,000円～C席4,000円
＊U25（小学生～25歳）各席半額 託

★MUZAランチタイムコンサート   
ヴァイオリンとハープが織りなす51絃の調べ 
≪春休み特別企画！4歳から入場OK≫
3月31日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／ジョプリン：エンターテイナー、加藤昌則：ケルト
スピリッツ、ピアソラ：タンゴの歴史より 他
出演／ヴァイオリン：奥村愛、ハープ：山宮るり子
パイプオルガン＆ソプラノ ～フランスのエスプリを感じて～
4月14日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ドビュッシー（メルカールト編）：牧神の午後への
前奏曲、ラヴェル（メルカールト編）：シェヘラザード、
デュプレ：「エヴォカシオン」より アレグロ・デチーゾ
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト、
ソプラノ：國光ともこ
各回料金／全席自由 500円 託

第315回みやまえロビーコンサート
3月23日（月）　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

第38回神奈川県立生田高校グリークラブ
定期演奏会
3月24日（火）　17：00開場　17：30開演 
会場／宮前市民館
問合せ／グリークラブ顧問（川井）
☎044-977-3800

フレルさぎ沼　おんまちライブ
3月25日（水）、4月22日（水）　17：00開演
会場／フレルさぎ沼 1階 入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

川崎市立向丘中学校吹奏楽部　定期演奏会
3月20日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
会場／宮前市民館
曲目／シーゲート序曲、遠つ人～雁金の宰、Official髭
男dismメドレー、宝島 他
問合せ／向丘中学校吹奏楽部顧問（宍戸）
☎044-866-2875

宮 前 区

3・4月号の情報は2月18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5月10日発刊号は、5月11日から7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！（3月13日締め切り）※掲載無料

2019年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

神奈川県立多摩高校ギターアンサンブル部
第54回定期演奏会
3月26日（木）　16：30開場　17：00開演
会場／多摩市民館
曲目／A.メンケン:ディズニーメドレー、福山雅治：vs.～
知覚と快楽の螺旋～、藤原基央：天体観測、エルガー：序奏

多 摩 区

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

◇音楽学部・短期大学部
　2019年度卒業演奏会
3月18日（水）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
内容／ピアノ、弦・管楽器　＊要整理券
3月19日（木）【昼の部】　13：30開場　14：00開演
　　　　　　【夜の部】　17：30開場　18：00開演

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第83回　3月19日（木）　13：30開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第84回　4月22日（水）　13：30開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：國井道子
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／回数券（6回分）
6,500円　＊初回の方のみ歌集代1,000円
問合せ／プレルーディオ
☎044-953-2105

SHOWAミュージックカフェ2019
オーデション選出者によるコンサート
3月22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
曲目／マスネ：「タイス」より“瞑想曲”、プーランク：
“ヴァイオリン・ソナタ”より第1楽章、第3楽章、ウェ
バー：ピエ・イエズ、ロッシーニ：ヴェネツィアの競艇 他
出演／デュオ・ルミナリエ（ヴァイオリン：上敷領藍子、
ピアノ：川嶌那奈）、Le Soleil ル・ソレイユ（ソプラノ：
滝川祐加、メゾソプラノ：下倉結衣、ピアノ：三上彩花）
料金／全席自由 一般1,600円、学生1,000円、回数券
（3回分）3,750円（各種税込み）※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

◇しょうわジュニア・オーケストラ
　第15回定期演奏会
3月22日（日）　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
曲目／ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、オペラ
「フィデリオ」序曲、ホルスト：セントポール組曲
出演／指揮：江上孝則
料金／全席自由 500円

公認サークル　
昭和音楽大学打楽器アンサンブル
第32回定期演奏会
3月28日（土）　17：00開場　17：30開演 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席自由 500円（販売は当日券のみ）
問合せ／昭和音楽大学 学生課[8：45～17：30（土日
祝を除く）　☎044-953-9835

◇2020年度第1回推薦演奏会
5月12日(火)　18：00開場　18：20開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
＊申込不要

＜プレイベント＞
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 一般1,500円、学生1,000円

未来づくりコンサートVol.3　
小森谷巧と若き俊英たちによる室内楽
4月18日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
＊要事前申込・先着順

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 
出演／フルート：工藤重典、甲藤さち、藤田真頼 他
ピアノ：石橋衣里
料金／全席指定 一般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
出演／The Coconut Cups（原順子、斉藤久美、吉川
智子、長屋美希、清水美恵、菅木真智子）、Musicians：
大山泰輝（ピアノ）、箭島裕治（ベース）、岩瀬立飛
（ドラムス）
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
出演／石田泰尚（ヴァイオリン）、中岡太志（ピアノ、
ヴォーカル）、松原孝政（サクソフォン）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000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
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）、辻喜久栄（ピアノ） 他
料金／全席指定 前売3,000円、当日3,500円

未

0歳からのコンサート
～幸せなら手をたたこう！～
5月3日（日・祝）　① 9：15開場　10：00開演　
　　　　　　　　②11：25開場　12：10開演 
会場／新百合21ホール
出演／和下田大典（うたのおにいさん）、池田知穗
（うたのおねえさん） 他
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

能と狂言 人間国宝の競演
～友枝昭世と山本東次郎の至芸～
5月3日（日・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
出演／解説：馬場あき子、狂言「花盗人」山本東次郎、
能「清経」友枝昭世、アフタートーク：馬場あき子、
山本東次郎、友枝昭世
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円

未

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」
子供も大人も、心から音楽を好きになる♪
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

日本児童・青少年演劇劇団協同組合 
ベイビーシアタープロジェクト
「KUUKI」
5月5日（火・祝）、6日（水･振）　11：00開場・開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
出演／かとうかなこ、松田紀子、はらだまほ
料金／全席自由 大人・子どもペア2,200円、大人 
2,200円、ベイビー500円
※対象年齢：0～18ヵ月まで 。対象年齢以外の
お子さんの入場はお断りします。

東京交響楽団ドイツ“三大B”名曲コンサート
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、A席4,500円、B席 
3,500円

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～プレトークあり

「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、昭和音楽大学合唱団 他
料金／全席指定 S席7,000円～学生席（見切れ
席）3,000円

BBB NAKAMA FES 2020
in KAWASAKI
4月18日（土）　16：00開場　17：00開演
　　19日（日）　14：30開場　15：30開演
会場／麻生市民館

神奈川県立生田東高等学校吹奏楽部
第33回定期演奏会
3月27日（金）　18：00開場　18：30開演 
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／オペラ座の怪人、雲のコラージュ、ユーロビート・
ディズニー・メドレー、ムーンライト・セレナーデ 他
問合せ／生田東高等学校(柳沼)
☎044-932-8989 未

奄美の黒うさぎコンサート
～集まろう!奄美の歴史と芸能の下に!!!～
5月6日（水・振）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／萩原かおり（歌）、里アンナ（島唄）、大藤桂子
（チェロ）、案野弘子（ピアノ）、山舘冬樹（指揮）、昭和
音楽大学合唱団、森山ユリ子（島唄）、山ゆり会
（踊り） 他
料金／全席自由 前売3,500円、当日4,000円
※小学生以下無料 未

Jazz Festival at Conservatory 
2020 
5月5日（火・祝）　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
料金／全席自由 一般・大学生 1,000円、高校生・
中学生 500円　※小学生以下無料 未

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

＜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 一般1,500円、学生1,000円

日程／4月18日(土)～5月10日(日)
申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（平日10時～17時）
＊4/1からは毎日営業
問合せ／かわさきしんゆり芸術祭実行委員会事務局
☎044-952-3100

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
会場／麻生市民館
出演／和太鼓：小林政高、小林桃 他、篠笛：仲林利恵、
津軽三味線：岩田桃楠、ピアノ：永井みなみ 他
料金／全席指定 5,000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
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 
出演／かのんぷ♪（中村里衣・中村大介）
料金／全席自由 一般2,000円、学生1,000円、
子ども500円（3歳以上～小学生）＊2歳以下ひざ
上無料 未

ドラマティック・シアター
3月20日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
　　　　　　　　　 16：30開場　17：00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選抜学生  

＊演奏会の日時・会場は変更になる場合もございます
ので、HP等でご確認ください。

川崎市立高津中学校吹奏楽部
Spring Concert
3月21日（土）　14：00開場　14：30開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／祈りの手（東関東吹奏楽コンクール演奏曲）、
ノートルダムの鐘、ポップスステージ 他
問合せ／高津中学校吹奏楽部（飯島・北村）
☎044-822-2331

ラヴィアン シャンソン第五回発表会
3月21日（土）　13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
曲目／シャンソン、カンツォーネ、映画音楽 他
問合せ／事務局（白石）　☎044-865-3670

おんまち・みぞのくちライブ　
Let’s Swing!!
3月21日（土）　14：00開演
出演／大西学園中高等学校吹奏楽部、川崎市立
橘中学校吹奏楽部
アカペラライブ!
4月18日（土）　14：00開演（予定） 
出演／専修大学 EmoHill、明治大学 No-S
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

第217回花コンサート
3月17日（火）　12：00開演
会場／かながわサイエンスパーク（KSP） ロビー
出演／Hopscoootch!＜ホップスコッチ＞（マリンバ：
喜屋武礼寧、鈴木絵里香、パーカッション：松尾弥生）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

麻 生 区
しんゆりジャズスクエアvol.43
3月20日（金・祝）　18：30開場　19：00開演
会場／アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／エラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーン、カーメン・
マクレエなどの名曲の数々
出演／ヴォーカル：渡辺明日香、ピアノ：井上ゆかり、
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／アートセンター　☎044-955-0107

★第9回音楽大学フェスティバル・オーケストラ
3月28日（土）　14：30開場　15：00開演
曲目／ヨーゼフ・シュトラウス：ワルツ「天体の音楽」、
伊福部昭：シンフォニア・タプカーラ、ストラヴィンスキー：
バレエ音楽『春の祭典』
出演／指揮：井上道義、管弦楽：音楽大学フェスティバル･
オーケストラ（上野学園大学、国立音楽大学、昭和音楽
大学、洗足学園音楽大学、東京音楽大学、東京藝術大学、
東邦音楽大学、桐朋学園大学、武蔵野音楽大学、京都市立
芸術大学）
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円 託

★バッハ・コレギウム・ジャパン
　J.S.バッハ：マタイ受難曲 BWV244
　（日本語字幕付き）
4月11日（土）　16：30開場　17：00開演
出演／指揮：鈴木雅明、エヴァンゲリスト（テノール）： 
ジェイムズ・ギルクリスト、ソプラノ： ジョアン・ラン、
松井亜希、アルト： ジョン・ミンホ、青木洋也、テノール：
櫻田亮、バス：ベンジャミン・ベヴァン、加耒徹、
料金／全席指定 S席10,000円～C席6,000円
＊U25（小学生～25歳）各席半額 託

山本彩 LIVE TOUR 2020 ～ α ～
4月3日（金）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 7,150円
※就学児要チケット※未就学児は保護者1名につき膝上
1名可。未就学児もお席が必要な場合は要チケット。
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888（平日12時～19時）

小黒恵子童謡記念館
ミニコンサートvol.34　
「音のおくりもの　～Piano Concert～」
3月15日（日）　14：00開演
曲目／ドビュッシー：アラベスク、ショパン：ワルツ
第5番「大円舞曲」 他
出演／ピアノ：岩井亜咲
やさしい童話と童謡　第36回
3月22日（日）　10：00開場　11：00開演
内容／童話：はじめまして（近藤薫美子作）、詩：春もう
すぐ春です（小黒恵子詩）
出演／おはなし：公文理恵
料金／全席自由 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

「﨑谷直人の“四季”」
﨑谷直人＆神奈川フィル・メンバー
5月3日（日・祝）　13：00開演  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 4,200円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

▲カルッツかわさき×神奈川フィルハーモニー
　管弦楽団　ミュージカル・ガラ・コンサート
　2020
3月20日（金・祝）　16：15開場　17：00開演
＊詳細は7ページに

BIG BAND NIGHT
3月14日（土）　17：30開場　18：00開演
会場／川崎市民プラザ　屋内広場
出演／伊波秀進＆The Big Band of ROGUES（東京
キューバンボーイズJr.）
料金／テーブル指定 予約2,500円、当日3,000円
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

未

とアレグロ、J.Sバッハ：ブランデンブルク協奏曲第三番 他
問合せ／多摩高等学校ギターアンサンブル部
☎044-911-7107

未
会場・問合せ／溝ノ口劇場　
☎044-850-0038(11時～20時)

託

3月18日（水）　18：30開場　19：00開演
出演／Blicher Hemmer Gadd Tr io（ドラムス：
スティーヴ・ガッド、サックス：ミカエル・ブリッチャー、
ハモンド B-3 オルガン：ダン・ヘマー）
料金／全席指定 一般4,000円
＊U25（小学生～25歳）1,500円

未

出演／Beat Buddy Boi 他
料金／全席指定 前売4,500円、当日5,500円
※5歳以下無料（要身分証提示　ただし座席が必要
な場合はチケットが必要）

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、S席10,000円
（子ども6,000円）、A席7,000円（子ども4,000円）、
B席4,000円（子ども2,000円）、C席2,000円
（子ども1,000円）、学生S席 6,500円、学生B席 
2,500円
※3歳以下入場不可、学生（25歳以下の学生）
※C席、学生席はスターダンサーズ・バレエ団のみ
　で取扱い

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
内容／昼の部：ジャズ・ポピュラー、作曲、ミュージカル、
電子オルガン、夜の部：管・打楽器、声楽　
＊申込不要

アルテリッカしんゆり2020
若きアーティスト達の響演
～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
ジャズ・ポピュラーライブ
～昭和音楽大学同怜会とともに～
4月12日（日）　16：30開場　17：00開演
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
Jazz Festival at Conservatory2020
5月5日(火・祝)　13：15開場　14：00開演
＊詳細は5、6ページに



＊『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。

「音楽のまち・かわさき アジア交流音楽祭2020」を、
4月25日(土)と26日(日)の2日間にわたり開催します。

川崎駅周辺9会場で、アジア各国の音楽や踊り、地元で活躍中のミュージシャンによるさまざまなジャンルのフリー
ライブを開催します。会場周辺で同時開催される「かわさきアジアンフェスタ」とともに心行くまでアジアの音楽と
グルメをお楽しみください！

●日　時／４月２５日（土）、２６日（日）12：00～17：00（予定）[一部会場は11：00～]　

●会　場／ラ チッタデッラ中央噴水広場、アトレ川崎ツバキひろば、川崎駅東口駅前広場、
地下街アゼリア、かわしんふれあい広場、銀座街ダイス駐輪場入口横、
川崎市役所第3庁舎広場、東田公園、銀柳街入口

●問合せ／アジア交流音楽祭実行委員会　☎044-544-9641

4月25日土・26日日  11：00～（予定）
開催場所／川崎駅周辺商店街および大型商業施設 他
開催内容／アジア屋台村、アジア系飲食店等の紹介、スタンプラリー、各商店街イベント 他
問 合 せ／かわさきアジアンフェスタ実行委員会事務局

（川崎市経済労働局商業振興課） ☎044-200-2356

同時開催

観覧
無料

水曜ナイトライブ in
 LAZONA

アジア交流音楽祭P
Rライブ

●日時／3月25日（
水） 18:00開演

●会場／ラゾーナ川崎
プラザ ルーファ広場

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶〈7〉

【こどもと楽しむコンサート】 カルッツかわさき×神奈川フィルハーモニー管弦楽団

ミュージカル・
ガラ・コンサート2020

ゴールデンウィークは家族そろってオーケストラ体験！0歳からのオーケストラ

問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター  ☎044-520-1511

ベビーカー置き場、おむつ交換室、授乳室などご準備有！

4月29日（水・祝） 11：00開演／14：30開演（2回公演）
ミューザ川崎シンフォニーホール

ズーラシアンブラス
meets東京交響楽団

金管五重奏：ズーラシアンブラス／指揮：水戸博之、オカピ／管弦楽：東京交響楽団
●大人：3,500円　●子ども（中学生以下）：1,500円※0～2歳は保護者膝上の場合は無料

ミュージカル界とオペラ界を牽引するソリスト、そして声優界唯一無二の歌
声を持つ新星による、ミュージカル作品を代表する珠玉のナンバーの数々。
聴き馴染んだミュージカルやオペラの名曲、映画音楽などを取り上げます。

田代万里生、藤岡正明、笛田博昭、宮本益光、武内駿輔、指揮：阿部未来、演奏：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団、コーラス：昭和音楽大学ミュージカルコース

全席
指定

●SS席/8,000円（お土産付・前方確約）
●S席/7,000円 　●A席/5,000円 　●U-18/2,000円

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

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（10時～18時）

出演

会場

3月20日（金・祝） 16:15開場　17:00開演日時

料金



川崎市の音楽情報あつまってます。

＊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。

目的別ナビゲーションを整理し、初めて訪問する方にもわかり
やすいサイトになります

この春、ウェブサイト
全面リニューアル●！

見たい・聴きたい 演奏・出演したい 練習したい

募集・告知したい 買いたい 手伝いたい・応援したい

かわさきのオケイコ♪への掲載は原則無料。
掲載申し込みをお待ちしています！

改良

音楽を習いたい人、教えたい人をつなぐため、音楽スクール
情報サイト『かわさきのオケイコ♪』を開設します！新設
音楽関連ショップの情報サイト『かわさきの音楽ショップ』を開
設します！

上記のほかにもさまざまな機能改修を行います。詳しくは随時ウェブ
サイト上でご案内していきます。
また、右の画面は開発中のイメージで、実際に導入されるものとは異
なる場合があります。

「かわさきのオケイコ♪」掲載申し込み・お問い合わせは
事務局 ☎044-544-9641まで

川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）２０２０

川崎・しんゆり芸術祭２０２０実行委員会事務局　☎０４４-９５２－５０２４　

昭和音楽大学(テアトロ･ジーリオ･ショウワ、ユリホール)、川崎市アートセンター(アルテリオ小劇場、アルテリオ映像館)、
新百合トウェンティワンホール(多目的ホール)、麻生市民館、多摩市民館 、宮前市民館 他

4月１８日（土）～5月1０日（日）

　12年目をむかえる川崎・しんゆり芸術祭2020は、ジャンルを超えたトップアーティス
トによる31演目40公演で今年も開催します。人気のジャズバーをはじめ、バレエ「コッペ
リア」等、子どもから大人までが楽しめる公演がたくさんあります。23日間にわたって
繰り広げられるアートの祭典をお楽しみください。

＊音楽公演詳細は5、6ページに　その他の公演等は アルテリッカ 検索

藤原歌劇団公演「カルメン」

0歳からのコンサート ～幸せなら手をたたこう！～ 藤原歌劇団Quattro Aria スプリングコンサート2020The Coconut Cups Live 2020 かのんぷ♪と歌おう！＠しんゆり

トリオ・リベルタ コンサート 和太鼓 梵天コンサート2020

「ゴジラ」シネマコンサート

ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕
ⒸRao Jie/A.I Co.,Ltd.

東京交響楽団 ドイツ“三大B”名曲コンサート
ⒸRowland Kirishima©N.IkegamiTM&©TOHO CO.,LTD. ⒸNaruyasu Nabeshima

大
友
直
人

松
田
理
奈

大谷康子がこどもの日に贈る「スペシャルコンサート」
© Masashige Ogata

大
谷
康
子

奄美の黒うさぎコンサート

萩
原
か
お
り

里
ア
ン
ナ

フルートライヴinユリホール2020 工藤重典と仲間たち

工
藤
重
典

甲
藤
さ
ち

藤
田
真
頼

小森谷巧と若き俊英たちによる室内楽

小
森
谷
巧

ⒸT-TOC RECORDS

ベイビーシアタープロジェクト「KUUKI」
©松浦範子

日　程

会　場

問合せ

Ⓒ公益財団法人日本オペラ振興会

準備中
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