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詳しいイベント情報は

音楽のまち

お知らせ
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。

川崎区
かわさき区ビオラコンサート

5月13日
（水） 12：10開演
出演／ボーカル・ギター：花奏日和
6月3日
（水） 12：10開演
出演／雅楽：下宮弘聖、岡庭健、熊井戸啓貴
7月1日（水） 12：10開演
出演／ピアノ：寺井梓
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

未

6月21日
（日） ①12：30開場 13：00開演
②15：00 開場 15：30開演
会場／川崎能楽堂
演目・出演／①狂言「呼声」山本則俊（大蔵流）、能「富士
太鼓 現之楽」鵜澤久（観世流銕仙会）
②狂言「悪坊」山本則秀（大蔵流）、能「女郎花」浅見真州
（観世流銕仙会）
料金（各部）／全席指定 一般4,000円、
U25
（25歳以下
の方。
脇正面、
中正面エリアのみ選択可）
3,000円
チケット発売日／5月中旬以降発売予定。詳細はホーム
ページでご確認ください。
定期能をより楽しむための事前講座
6月13日
（土）
14：00〜16：00
会場／川崎能楽堂
出演／講師：鵜澤久
（観世流銕仙会・シテ方）他
＊チケットご購入者が対象
問合せ／川崎能楽堂 ☎044-222-7995
川崎市文化財団 ☎044-272-7366

毎月第3日曜日開催予定 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

幸 区
水曜ナイトライブ in LAZONA

開催日未定 第2・4水曜日 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

※料金について表記のないものは無料です

5月24日
（日） 10：30開場 11：00開演
会場／産業振興会館
曲目／インザムード、春の海、トルコ行進曲、津軽じょん
がら節、
運命、
雨の想い出、
君だけに愛を、
キサナドォーの
伝説、
君に会いたい、
ヤングマン 他
出演／哀愁のブルーゾーン
（エレキバンド）
、
ギター：川島
孝男、
川島敏夫、
キーボード：川島みどり、
ベース：山本康弘、
ドラム：山本武彦、ヴォーカル：平本茂、歌手・沢田美 紀、
マヒプア
（フラダンス）
：加来節子 他
未
問合せ／事務局
（川島） ☎080-5889-1950

6月6日は楽器の日〜楽器に出会うコンサート〜

第120回川崎市定期能

飛鳥Night! LIVE

第27回
1円玉・チャリティーコンサート・入場無料
東日本大震災復興支援

6月6日
（土） 13：00開場 13：30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／映画「魔女の宅急便」より「海の見える街」、
「カー
ペンターズ・メドレー」、モーツァルト：フルート協奏曲、
ふるさと、
モルダウの流れ 他
出演／フルート：三田純子、
室内楽合奏団 他
問合せ／ファンタジー・フルート
（三田）
☎090-1775-2161

中 原 区

検 索

高 津 区
おんまち・みぞのくちライブ

6月20日（土） 14：00開演
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
＊天候により中止となる場合あり
問合せ／
「音楽のまち･かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

ピーナッツ・ブラス・クインテット 第4回演奏会

6月20日
（土） 18：00開場 18：30開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
曲目／ボレロ（ピーナッツバージョン）、コッツウォルズ
の風景、
八木節、
ポップ組曲 他
問合せ／ピーナッツ事務局 ☎090-3505-5372 未

宮 前 区
みやまえロビーコンサート

第318回 6月22日（月） 12：05開演
第319回 7月15 日（水） 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

ランチタイム・ロビーコンサート

第88回 5月19日（火） 12：00開場 12：10開演
曲目／美女と野獣、
この道わが旅、
Memory、
糸、
すべての
山に登れ、
ひとかけらの勇気、
千の風になって
出演／声楽
（ミュージカル）
：島倉学
第89回 6月18日（木） 12：00開場 12：10開演
出演／ヴァイオリン：坂下夏淑、岡部綾子
第90回 7月14日（火） 12：00開場 12：10開演
出演／能・仕舞：花月標(はなつくし)
会場／生涯学習プラザ
問合せ／生涯学習財団 ロビーコンサート担当
☎044-733-5560

映像オペラを楽しむ会

【死の都】
（3月例会の振替）
6月4日
（木） 13：10開場 13：30開演
出演／解説：髙山榮也
【皇帝ティートの慈悲】
（４月例会鑑賞会の振替）
7月9日
（木） 13：10開場 13：30開演
出演／解説：日和崎一郎
会場／国際交流センター
料金／年会費4,000円（12回） ＊初回見学は無料
問合せ／事務局（長澤） ☎03-5724-3312

音楽喫茶 in なかはら

6月19日
（金） 13：30開場 14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：稲葉栄子
会場／Coﬀee Spot Life
料金／全席自由 1,800円（ケーキセット付）
＊要事前予約
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎＆FAX 044-711-2316

フレルさぎ沼

おんまちライブ

6月24日
（水） 18：00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

多 摩 区
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」
5月8日（金）〜7月12日（日） ＊月曜日休館
会場／岡本太郎美術館
＊詳細は4ページに

大人の音色・楽しい楽器みーつけた♪
鍵盤ハーモニカ体験会＆ミニコンサート

5月28日（木） 10：00 開演
会場／小田急線読売ランド駅前 Caf'e ゆい〜と
出演／日比 野 綾 子（鍵 盤 ハーモニカ認 定 講師・アンチ
エイジング音楽呼吸法インストラクター）他
料金／教材費600円（ホースをお持ちの方は100円）
ホースは子供用でも可能参加費、
楽器レンタル無料
＊少人数制体験会＆ミニコンサートの為、要事前予約。
問合せ／AYA ケンハモスクール（日比野）
☎044-944-9349

＊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。

未 …未就学児入場可

※続きは2ページに

麻 生 区
音楽交流サロン

奏

子・気・楽
5月28日（木） 13：00開場 13：45開演
曲目／ドレミの歌、つぐない、ピクニック 他
色・陸・輪
6月25日（木） 13：00開場 13：45開演
曲目／通りゃんせ、ブル ーライトヨコ ハマ、この広 い
野原いっぱい 他
7月9日（木） 13：00開場 13：45開演
曲目／世界の国からこんにちわ、エーデルワイス、パプ
リカ 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、新井ファミリー（5/28）、コーラス講座受講者
（6/25）、プアリリレファア
（7/9）
会場・問合せ／川崎授産学園 ☎044-954-5011

第23回古典四重奏によるレクチャー付き
コンサート

5月30日（土） 14：00開場 14：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第10番“ハープ 、
弦楽四重奏曲 第11番“セリオーソ
出演／第1ヴァイオリン：川原千真、第2ヴァイオリン：
花崎淳生、ヴィオラ：三輪真樹、チェロ：田崎瑞博
料金／全席指定 3,000円
問合せ／弦楽四重奏を楽しむ会 事務局
（向山）
☎044-955-0206

第35回
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麻生音楽祭2020

オープニングイベント
6月14日（日） 13：00開演
会場／新百合ヶ丘エルミロード 1階吹き抜け広場
スクールコンサート
6月20日
（土） 9：30開場 10：00開演
出演／区内の小学校・高等学校の合唱、
吹奏楽等
ポピュラーミュージックショー
6月21日（日） 12：30開場 13：00開演
内容／ジャズ、ポップス、カントリー等
コーラスの集い
6月28日（日） 12：30開場 13：00開演
内容／子どもからシニアまで、さまざまな形の楽しい
コーラスの祭典
かなでようあさおの響き
7月1日（水） 12：30開場 13：00開演
出演／区内の中学校8校のソロ、
合唱、
吹奏楽など
アンサンブルのつどい
7月4日
（土） 12：00開場 12：30開演
内容／弦楽器、管楽器、民族楽器、邦楽など様々な楽器
が大集合
ファミリーコンサート
（要申込）
7月5日（日） 14：00開場 14：30開演
出演／麻生フィルハーモニー管弦楽団
申込方法／往復ハガキに、全員の氏名（0才から入場券
が必要です。1枚で4名まで）
・郵便番号・住所・電話番号
を記入の上、
〒215-8570 麻生区役所地域振興課内
麻生音楽祭「ファミリーコンサート」
係宛
6月16日
（火）
消印有効、
応募者多数の場合は抽選。
会場／麻生市民館
問合せ／麻 生 音 楽 祭 実 行 委 員 会（ 麻 生 区 役 所 地 域
未
振興課内） ☎044-965-5370

しんゆりジャズスクエアvol.44
Tribute to Wes Montgomery
Legend of Jazz Guitarist

6月26日（金） 18：30開場 19：00開演
曲目／4×6、
Ive Grown Accustomed to Her Face、
West
Coast Blues、
Road Songs、
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、ドラムス：井川晃
料金／一般3,500円
問合せ／川崎市アートセンター ☎044-955-0107

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

★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157回 5月17日
（日） 13：30開場 14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇
『魔笛』
序曲、
第2幕 夜の女王の
アリア
「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」
、
オッフェン
バック：喜歌劇
『天国と地獄』
序曲、
オッフェンバック：歌劇
『ホフマン物語』
オランピアのアリア
「生け垣に鳥たちが」
、
バーンスタイン：
『キャンディード』序 曲、クネゴンデの
アリア「着飾って、きらびやかに」、チャイコフスキ ー：
交響曲 第6番
「悲愴」
出演／指揮：飯森範親、ソプラノ：梅津碧
第158回 6月21日
（日） 13：30開場 14：00開演
曲目／ベート ーヴェン：ピ アノ協 奏 曲 第 5 番「皇 帝」、
交響曲 第3番
「英雄」
出演／指揮：沼尻竜典、ピアノ：マルカンドレ・アムラン
各回料金／全席指定 S席6,000円、
A席5,000円、
B席
託
4,000円、
C席3,000円

★東響ミニコンサート in ミューザガレリア

第80回 5月21日（木） 12：15開演
第81回 6月22日（月） 12：15開演
会場／ミューザ川崎 １階 ガレリア広場
出演／東京交響楽団メンバー

★モーツァルト・マチネ 第41回

5月23日
（土） 10：30開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲 第25番、
グラスハーモニカ
のためのアダージョとロンド ハ短調、交響曲 第29番
出演／指揮：井上道義、
グラスハープ：大橋エリ、
管弦楽：
東京交響楽団
料 金 ／全 席 指 定 4 ,0 0 0 円、U 2 5（小 学 生 〜2 5歳）
託
1,500円

★MUZAランチタイムコンサート

10代のライジング・スター外村理紗と仲間たちによる
ピアノ三重奏
5月26日
（火） 11：30開場 12：10開演
曲目／ブラームス:ピアノ三重奏曲 第1番 第1楽章、ショ
スタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲 第1番、
ピアソラ：
「ブエ
ノスアイレスの四季」より 春
出演／ヴァイオリン：外村理紗、
チェロ：菅井瑛斗、
ピアノ：
尼子裕貴
底抜けに明るいジャズ !
6月16日
（火） 11：30開場 12：10開演
曲目／中川英二郎：Into The Sky、
ストレイホーン：A列車
で行こう、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／中川英二郎 TRAD JAZZ COMPANY “Trio
（トロンボーン：中川英二郎、バンジョー：青木研、ピアノ：
宮本貴奈）
パイプオルガン＆トランペット〜天上のハーモニー〜
7月14日
（火） 11：30開場 12：10開演
曲目／フランク：コラール 第2番、J.S.バッハ：トラン
ペット協 奏 曲 ニ長 調から 第１楽章 ＊（トランペットと
オルガン版、原曲／ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲
ニ長調 RV230）他
出演／パイプオルガン：中田恵子、
トランペット：高見信行＊
託
料金／全席自由 500円

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
6月6日（土） 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第9番「クロイ
ツェル」
、
ヴァイオリン・ソナタ 第5番
「春」
、
ドヴォルザーク：
わが母の教え給いし歌、
スラヴ舞曲 op.72-2、
パガニー
ニ：ラ・カンパネラ、
マスネ：タイスの瞑想曲、
ショパン：ノ
クターン op.9-2、
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリ
チオーソ、
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

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
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出演／ピアノ：ヴァハン・マルディロシアン
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
【振替公演】
「ベートーヴェンが描いたチェロ」
藤原真理 チェロ・リサイタル
6月13日（土） 18：30開演
＊新型コロナウイルスの影響で延期となった3月7日公演
の振替公演。3月7日公演のチケットをそのまま使用可
「世界に羽ばたく超新星!」
奥井紫麻 ピアノ・リサイタル
7月11日（土） 13：30開演
曲目／スクリャービン：ピアノ・ソナタ 第2番
「幻想ソナタ」
、
ショパン：3つのノクターン op.15、ショパン：ピアノ・
ソナタ 第3番 他
料金／全席指定 一般3,700円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第3回 AQUAMUSE クラリネットコンサート
6月21日（日） 13：00開場 13：30開演
出演／クラリネット：中村奈央、
澤目未樹、
小田祐子、
山本裕子
第4回 王 明君 二胡コンサート
7月4日
（土） 13：00開場 13：30開演
出演／笛子・洞簫・二胡：王明君、
ピアノ：及川夕美
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

第17回梨の木太鼓祭り

7月5日（日） 開演時間未定
出演／梨 の 木 太 鼓（梨 の 木・八 州・撫 子・若 杉・白 扇）、
朝倉盛企
問合せ／事務局 ☎044-221-8856

テネラメンテフィルハーモニー管弦楽団
第5回定期演奏会

6月20日
（土） 13：30開場 14：00開演
曲目／ベルリオーズ：ローマの謝肉祭、
プーランク：バレエ
組曲
「牝鹿」
、
サン=サーンス：交響曲第3番
「オルガン付き」
出演／指揮：須藤裕也
料金／全席自由・入場無料(カンパ制)
問合せ／管弦楽団 広報 ☎050-5832-1771

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第76回

6月28日（日） 14：00開演
曲目／ベートーヴェン：
「プロメテウスの創造物」序曲、
ピアノ協奏曲 第3番、メンデルスゾーン：交響曲 第3番
「スコットランド」
出演／指揮：ユベール・スダーン、
ピアノ：イノン・バルナタン
料 金 ／全 席 指 定 S席 8,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、C席3,000円、
P席2,500円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
託
☎044-520-1511

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
第21回定期演奏会

6月27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
曲目／スメタナ:オペラ
《売られた花嫁》
序曲、
プロコフィ
エフ：ピアノ協奏曲 第3番、
ドヴォルザーク：交響曲 第8番
出演／指揮：伊藤翔、
ピアノ：黒木雪音
料金／全 席 指 定 S席3,500円、A 席2,500円、学生
1,000円(A席より)
＊やむを得ず開催内容が変更となる場合
がございます。演奏会や講座などの最新
開 催 情 報は昭 和 音 楽 大 学 公 式 サイトで
ご確認ください。

＊公 演 情 報・料 金 等 は 洗 足 コン サ ート
ガイドをご確認ください。

ミュートングッズ
ふせんのデザインが
リニューアル！

昭 和 音 楽 大 学

1個200円
販売場所
「音楽のまち・かわさき」推進協議会、
かわさききたテラス、
事務所
（平日9時
〜17時）他

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899
（平日10時〜16時＊短縮営業）
※未就学児入場不可

問合せ／
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会 ☎044-544-9641

令和2年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

「オーケストラ入門」
秋山和慶・東京交響楽団とめぐる音楽世界旅行
これからの日本、
そして川崎には、
世界中からたくさんの
人が来日します。
国の文化や芸術に触れる機会もたくさ
ん！
！今年のミューザの日
「ウェルカムコンサート」
は、
そん
な世界の国々を音楽で巡る
「音楽世界旅行」。国籍・性
別・年齢に関係なく、
みんなが ひとつ になれたら…とい
う思いを込めて
「世界中から こんにちは そして ありがと
う」
を世界初演いたします!
生で聴く音楽の臨場感、
わくわく感をお届けします。

▲は：問合せ／カルッツかわさき

▲Bossa da Culttz（ボッサ・ダ・カルッツ）

未 …未就学児入場可

第86回 6月18日（木） 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
出演／解説・バリトン：和下田大典
料金／全席自由 1,200円／回数券（6回分）6,500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

ミュー ザ の日 2 0 2 0

（川崎市スポーツ・文化総合センター）☎044-222-5223

託 …託児あり

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

5・6月号の情報は4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7月10日発刊号は、7月11日から9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！
（5月15日締め切り）※掲載無料

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

6月20日
（土） ①14：00開場 14：30開演
②17：30開場 18：00開演
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円（各消費
税込）
＊A席
（難視席）
はカルッツかわさき窓口販売のみ
問合せ／アクセス
☎045‐212‐5555
（月〜金11時〜18時 土日祝休）

問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時〜17時）

5月16日（土）、30日（土）、6月6日（土）、20日（土）、
7月4日（土）、11日（土） 18：00開演
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
5月14日（木）、21日（木）、28日（木）、6月4日（木）、25
日（木）、7月2日（木）、9日（木） 19：00開演
会場／中原市民館 会議室
6月3日（水）、17日（水） 17：30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、
月の砂漠、
朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生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

★ミューザの日2020「オーケストラ入門」

ものまねエンターテイメント コロッケコンサート
「勝手にやってすみません」40th Anniversary

洗 足 学 園 音 楽 大 学

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

6月29日（月） 18：00開場 19：00開演
曲目／当日発表
出演／トロンボーン：中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、
マーシャル・ジルクス、ブラント・アテマ
料 金 ／全 席 指 定 4 ,0 0 0 円、U2 5（小 学 生 〜2 5歳）
託
1,500円

5月30日（土） 16：30開場 17：00 開演
出演／ピアノ・オルガン：今井亮太郎、
今井亮太郎グループ
（サックス・フルート：Gustavo Anacleto、
フルート：満島
貴子、マリンバ：亀井恵、ギター：外園健彦、ベース：澤田
将弘、
ドラムス： Alex Alexandre Ozaki、
パーカッション：
Francis Silva）、ヴォーカル：小野リサ（ゲスト）
料金／全席指定 一般4,000円、18歳以下2,400円

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＞
5月29日
（金） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森 紀
第247回例会
＜ベートーヴェン：ラズモフスキー弦楽四重奏曲を聴く＞
6月22日（月） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：加藤文夫
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

公 開 講 座

★MUZAスペシャルナイトコンサート
SLIDE MONSTERS

7月1日
（水） 13：00開場 14：00開演
＊詳細は3ページに

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

〈3〉

出演

曲目

【日時】

指揮・機長：秋山和慶 ピアノ：小川典子
管弦楽：東京交響楽団 合唱：ミューザ2020合唱団
お話・チーフパーサー：朝岡聡

日時：7月1日
（水）
14：00開演
（13：00開場）

エルガー：
「威風堂々」
より第1番
（約70分途中休憩なし）
ビゼー：
「カルメン」第2組曲よりハバネラ
＊13：30〜プレトークも
チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」
よりトレパック
お楽しみください♩
菅野由弘：世界中から こんにちは そして ありがとう
（世界初演・新作委嘱）
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
より第3楽章 他

チケット 全席指定 ●大人 2,000円 ●シニア 1,500円（65歳以上） ●こども 500円（4歳〜中学3年生）

会場・問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール

☎044-520-0200（10時〜18時）

コンサートのほかにも楽しいイベントが盛りだくさん！ 詳しくは

わくわくミューザ

検 索

＊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。

チ ケット 発 売 日 に つ い て
昨今の社会情勢を鑑み、
チケット発売日を調整中です。
また、イベント内 容を変 更 する可 能 性 が あります。
最新の情報はホームページにて発表します。

※料金について表記のないものは無料です

麻 生 区
音楽交流サロン

奏

子・気・楽
5月28日（木） 13：00開場 13：45開演
曲目／ドレミの歌、つぐない、ピクニック 他
色・陸・輪
6月25日（木） 13：00開場 13：45開演
曲目／通りゃんせ、ブル ーライトヨコ ハマ、この広 い
野原いっぱい 他
7月9日（木） 13：00開場 13：45開演
曲目／世界の国からこんにちわ、エーデルワイス、パプ
リカ 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、新井ファミリー（5/28）、コーラス講座受講者
（6/25）、プアリリレファア
（7/9）
会場・問合せ／川崎授産学園 ☎044-954-5011

第23回古典四重奏によるレクチャー付き
コンサート

5月30日（土） 14：00開場 14：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第10番“ハープ 、
弦楽四重奏曲 第11番“セリオーソ
出演／第1ヴァイオリン：川原千真、第2ヴァイオリン：
花崎淳生、ヴィオラ：三輪真樹、チェロ：田崎瑞博
料金／全席指定 3,000円
問合せ／弦楽四重奏を楽しむ会 事務局
（向山）
☎044-955-0206

第35回

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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麻生音楽祭2020

オープニングイベント
6月14日（日） 13：00開演
会場／新百合ヶ丘エルミロード 1階吹き抜け広場
スクールコンサート
6月20日
（土） 9：30開場 10：00開演
出演／区内の小学校・高等学校の合唱、
吹奏楽等
ポピュラーミュージックショー
6月21日（日） 12：30開場 13：00開演
内容／ジャズ、ポップス、カントリー等
コーラスの集い
6月28日（日） 12：30開場 13：00開演
内容／子どもからシニアまで、さまざまな形の楽しい
コーラスの祭典
かなでようあさおの響き
7月1日（水） 12：30開場 13：00開演
出演／区内の中学校8校のソロ、
合唱、
吹奏楽など
アンサンブルのつどい
7月4日
（土） 12：00開場 12：30開演
内容／弦楽器、管楽器、民族楽器、邦楽など様々な楽器
が大集合
ファミリーコンサート
（要申込）
7月5日（日） 14：00開場 14：30開演
出演／麻生フィルハーモニー管弦楽団
申込方法／往復ハガキに、全員の氏名（0才から入場券
が必要です。1枚で4名まで）
・郵便番号・住所・電話番号
を記入の上、
〒215-8570 麻生区役所地域振興課内
麻生音楽祭「ファミリーコンサート」
係宛
6月16日
（火）
消印有効、
応募者多数の場合は抽選。
会場／麻生市民館
問合せ／麻 生 音 楽 祭 実 行 委 員 会（ 麻 生 区 役 所 地 域
未
振興課内） ☎044-965-5370

しんゆりジャズスクエアvol.44
Tribute to Wes Montgomery
Legend of Jazz Guitarist

6月26日（金） 18：30開場 19：00開演
曲目／4×6、
Ive Grown Accustomed to Her Face、
West
Coast Blues、
Road Songs、
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、ドラムス：井川晃
料金／一般3,500円
問合せ／川崎市アートセンター ☎044-955-0107

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

★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157回 5月17日
（日） 13：30開場 14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇
『魔笛』
序曲、
第2幕 夜の女王の
アリア
「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」
、
オッフェン
バック：喜歌劇
『天国と地獄』
序曲、
オッフェンバック：歌劇
『ホフマン物語』
オランピアのアリア
「生け垣に鳥たちが」
、
バーンスタイン：
『キャンディード』序 曲、クネゴンデの
アリア「着飾って、きらびやかに」、チャイコフスキ ー：
交響曲 第6番
「悲愴」
出演／指揮：飯森範親、ソプラノ：梅津碧
第158回 6月21日
（日） 13：30開場 14：00開演
曲目／ベート ーヴェン：ピ アノ協 奏 曲 第 5 番「皇 帝」、
交響曲 第3番
「英雄」
出演／指揮：沼尻竜典、ピアノ：マルカンドレ・アムラン
各回料金／全席指定 S席6,000円、
A席5,000円、
B席
託
4,000円、
C席3,000円

★東響ミニコンサート in ミューザガレリア

第80回 5月21日（木） 12：15開演
第81回 6月22日（月） 12：15開演
会場／ミューザ川崎 １階 ガレリア広場
出演／東京交響楽団メンバー

★モーツァルト・マチネ 第41回

5月23日
（土） 10：30開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲 第25番、
グラスハーモニカ
のためのアダージョとロンド ハ短調、交響曲 第29番
出演／指揮：井上道義、
グラスハープ：大橋エリ、
管弦楽：
東京交響楽団
料 金 ／全 席 指 定 4 ,0 0 0 円、U 2 5（小 学 生 〜2 5歳）
託
1,500円

★MUZAランチタイムコンサート

10代のライジング・スター外村理紗と仲間たちによる
ピアノ三重奏
5月26日
（火） 11：30開場 12：10開演
曲目／ブラームス:ピアノ三重奏曲 第1番 第1楽章、ショ
スタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲 第1番、
ピアソラ：
「ブエ
ノスアイレスの四季」より 春
出演／ヴァイオリン：外村理紗、
チェロ：菅井瑛斗、
ピアノ：
尼子裕貴
底抜けに明るいジャズ !
6月16日
（火） 11：30開場 12：10開演
曲目／中川英二郎：Into The Sky、
ストレイホーン：A列車
で行こう、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／中川英二郎 TRAD JAZZ COMPANY “Trio
（トロンボーン：中川英二郎、バンジョー：青木研、ピアノ：
宮本貴奈）
パイプオルガン＆トランペット〜天上のハーモニー〜
7月14日
（火） 11：30開場 12：10開演
曲目／フランク：コラール 第2番、J.S.バッハ：トラン
ペット協 奏 曲 ニ長 調から 第１楽章 ＊（トランペットと
オルガン版、原曲／ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲
ニ長調 RV230）他
出演／パイプオルガン：中田恵子、
トランペット：高見信行＊
託
料金／全席自由 500円

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
6月6日（土） 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第9番「クロイ
ツェル」
、
ヴァイオリン・ソナタ 第5番
「春」
、
ドヴォルザーク：
わが母の教え給いし歌、
スラヴ舞曲 op.72-2、
パガニー
ニ：ラ・カンパネラ、
マスネ：タイスの瞑想曲、
ショパン：ノ
クターン op.9-2、
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリ
チオーソ、
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン

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

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

出演／ピアノ：ヴァハン・マルディロシアン
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
【振替公演】
「ベートーヴェンが描いたチェロ」
藤原真理 チェロ・リサイタル
6月13日（土） 18：30開演
＊新型コロナウイルスの影響で延期となった3月7日公演
の振替公演。3月7日公演のチケットをそのまま使用可
「世界に羽ばたく超新星!」
奥井紫麻 ピアノ・リサイタル
7月11日（土） 13：30開演
曲目／スクリャービン：ピアノ・ソナタ 第2番
「幻想ソナタ」
、
ショパン：3つのノクターン op.15、ショパン：ピアノ・
ソナタ 第3番 他
料金／全席指定 一般3,700円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第3回 AQUAMUSE クラリネットコンサート
6月21日（日） 13：00開場 13：30開演
出演／クラリネット：中村奈央、
澤目未樹、
小田祐子、
山本裕子
第4回 王 明君 二胡コンサート
7月4日
（土） 13：00開場 13：30開演
出演／笛子・洞簫・二胡：王明君、
ピアノ：及川夕美
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

第17回梨の木太鼓祭り

7月5日（日） 開演時間未定
出演／梨 の 木 太 鼓（梨 の 木・八 州・撫 子・若 杉・白 扇）、
朝倉盛企
問合せ／事務局 ☎044-221-8856

テネラメンテフィルハーモニー管弦楽団
第5回定期演奏会

6月20日
（土） 13：30開場 14：00開演
曲目／ベルリオーズ：ローマの謝肉祭、
プーランク：バレエ
組曲
「牝鹿」
、
サン=サーンス：交響曲第3番
「オルガン付き」
出演／指揮：須藤裕也
料金／全席自由・入場無料(カンパ制)
問合せ／管弦楽団 広報 ☎050-5832-1771

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第76回

6月28日（日） 14：00開演
曲目／ベートーヴェン：
「プロメテウスの創造物」序曲、
ピアノ協奏曲 第3番、メンデルスゾーン：交響曲 第3番
「スコットランド」
出演／指揮：ユベール・スダーン、
ピアノ：イノン・バルナタン
料 金 ／全 席 指 定 S席 8,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、C席3,000円、
P席2,500円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
託
☎044-520-1511

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
第21回定期演奏会

6月27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
曲目／スメタナ:オペラ
《売られた花嫁》
序曲、
プロコフィ
エフ：ピアノ協奏曲 第3番、
ドヴォルザーク：交響曲 第8番
出演／指揮：伊藤翔、
ピアノ：黒木雪音
料金／全 席 指 定 S席3,500円、A 席2,500円、学生
1,000円(A席より)
＊やむを得ず開催内容が変更となる場合
がございます。演奏会や講座などの最新
開 催 情 報は昭 和 音 楽 大 学 公 式 サイトで
ご確認ください。

＊公 演 情 報・料 金 等 は 洗 足 コン サ ート
ガイドをご確認ください。

ミュートングッズ
ふせんのデザインが
リニューアル！

昭 和 音 楽 大 学

1個200円
販売場所
「音楽のまち・かわさき」推進協議会、
かわさききたテラス、
事務所
（平日9時
〜17時）他

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899
（平日10時〜16時＊短縮営業）
※未就学児入場不可

問合せ／
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会 ☎044-544-9641

令和2年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

「オーケストラ入門」
秋山和慶・東京交響楽団とめぐる音楽世界旅行
これからの日本、
そして川崎には、
世界中からたくさんの
人が来日します。
国の文化や芸術に触れる機会もたくさ
ん！
！今年のミューザの日
「ウェルカムコンサート」
は、
そん
な世界の国々を音楽で巡る
「音楽世界旅行」。国籍・性
別・年齢に関係なく、
みんなが ひとつ になれたら…とい
う思いを込めて
「世界中から こんにちは そして ありがと
う」
を世界初演いたします!
生で聴く音楽の臨場感、
わくわく感をお届けします。

▲は：問合せ／カルッツかわさき

▲Bossa da Culttz（ボッサ・ダ・カルッツ）

未 …未就学児入場可

第86回 6月18日（木） 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
出演／解説・バリトン：和下田大典
料金／全席自由 1,200円／回数券（6回分）6,500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

ミュー ザ の日 2 0 2 0

（川崎市スポーツ・文化総合センター）☎044-222-5223

託 …託児あり

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

5・6月号の情報は4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7月10日発刊号は、7月11日から9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！
（5月15日締め切り）※掲載無料

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

6月20日
（土） ①14：00開場 14：30開演
②17：30開場 18：00開演
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円（各消費
税込）
＊A席
（難視席）
はカルッツかわさき窓口販売のみ
問合せ／アクセス
☎045‐212‐5555
（月〜金11時〜18時 土日祝休）

問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時〜17時）

5月16日（土）、30日（土）、6月6日（土）、20日（土）、
7月4日（土）、11日（土） 18：00開演
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
5月14日（木）、21日（木）、28日（木）、6月4日（木）、25
日（木）、7月2日（木）、9日（木） 19：00開演
会場／中原市民館 会議室
6月3日（水）、17日（水） 17：30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、
月の砂漠、
朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生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

★ミューザの日2020「オーケストラ入門」

ものまねエンターテイメント コロッケコンサート
「勝手にやってすみません」40th Anniversary

洗 足 学 園 音 楽 大 学

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

6月29日（月） 18：00開場 19：00開演
曲目／当日発表
出演／トロンボーン：中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、
マーシャル・ジルクス、ブラント・アテマ
料 金 ／全 席 指 定 4 ,0 0 0 円、U2 5（小 学 生 〜2 5歳）
託
1,500円

5月30日（土） 16：30開場 17：00 開演
出演／ピアノ・オルガン：今井亮太郎、
今井亮太郎グループ
（サックス・フルート：Gustavo Anacleto、
フルート：満島
貴子、マリンバ：亀井恵、ギター：外園健彦、ベース：澤田
将弘、
ドラムス： Alex Alexandre Ozaki、
パーカッション：
Francis Silva）、ヴォーカル：小野リサ（ゲスト）
料金／全席指定 一般4,000円、18歳以下2,400円

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＞
5月29日
（金） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森 紀
第247回例会
＜ベートーヴェン：ラズモフスキー弦楽四重奏曲を聴く＞
6月22日（月） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：加藤文夫
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

公 開 講 座

★MUZAスペシャルナイトコンサート
SLIDE MONSTERS

7月1日
（水） 13：00開場 14：00開演
＊詳細は3ページに

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

〈3〉

出演

曲目

【日時】

指揮・機長：秋山和慶 ピアノ：小川典子
管弦楽：東京交響楽団 合唱：ミューザ2020合唱団
お話・チーフパーサー：朝岡聡

日時：7月1日
（水）
14：00開演
（13：00開場）

エルガー：
「威風堂々」
より第1番
（約70分途中休憩なし）
ビゼー：
「カルメン」第2組曲よりハバネラ
＊13：30〜プレトークも
チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」
よりトレパック
お楽しみください♩
菅野由弘：世界中から こんにちは そして ありがとう
（世界初演・新作委嘱）
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
より第3楽章 他

チケット 全席指定 ●大人 2,000円 ●シニア 1,500円（65歳以上） ●こども 500円（4歳〜中学3年生）

会場・問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール

☎044-520-0200（10時〜18時）

コンサートのほかにも楽しいイベントが盛りだくさん！ 詳しくは

わくわくミューザ

検 索

＊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。

チ ケット 発 売 日 に つ い て
昨今の社会情勢を鑑み、
チケット発売日を調整中です。
また、イベント内 容を変 更 する可 能 性 が あります。
最新の情報はホームページにて発表します。

※料金について表記のないものは無料です

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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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

‑バシェ音響彫刻と岡本太郎の共振

●関連コンサート

各コンサートは企画展示室で無料（要観覧料）でご覧いただけます。

コンサート 武満徹「四季」

灰野敬二 コンサート

大阪万博・鉄鋼館でバシェ音響彫刻のために作
曲、演奏された武満徹の「四季」
を東京で半世紀
ぶりに演奏。

演 奏 家 として
様々な楽器の可
能性を引き出す
灰野敬二がバ
シェ音 響 彫 刻に
挑みます。

灰野敬二 撮影：舟木和幸

日時：6月7日
（日）
15:00〜16:00
演奏：灰野敬二（音楽家）
山口恭範

撮影：守屋友樹

バシェ音響彫刻×
《マリンバピンポン》演奏会

資料提供：京都芸術センター

日時：6月21日（日）15:00〜15:30

演奏：山口恭範（打楽器奏者）、吉原すみれ（打楽器奏者）
野尻小矢佳（打楽器奏者）、前田啓太（打楽器奏者）
F・バシェ《川上フォーン》1970年 大阪府蔵

岡本太郎は、芸術がすべての人と共有するものであるという理念を貫き、
《 太陽の
塔》
をはじめとする多くのパブリック作品を制作しました。彼と同じく、誰でも自由に
演奏することのできる楽器でありオブジェでもある
「音響彫刻」
と言う新しいスタイ
ルを生み出した芸術家がフランソワ・バシェとベルナール・バシェの兄弟です。
本展は、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
という試みです。
《 高木フォーン》
《 川上フォーン》
《 桂フォーン》
《 渡辺フォーン》
《 勝原
フォーン》のそれぞれ異なる個性的な造形は、奏でる人によって無限の音色を発
し、岡本太郎の作品との共演によって更なる芸術的空間を創造し人々を魅了する
でしょう。
●会
期：2020年5月8日
（金）
〜7月12日
（日）
●開館時間：9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
＊月曜日休館
●観 覧 料：一般900
（720）
円、
高・大学生・65歳以上700
（560）
円、
中学生以下は無料
※(

)内は20名以上の団体料金

※常設展もあわせてご覧いただけます。

鈴木昭男 コンサート

原倫太郎（現代美術家）の木琴卓球《マリンバ
ピンポン》と安江佐和子演奏による音響彫刻
の競演。会期中に《マリンバピンポン》で遊ぶこ
ともできます。

何からでも音をつ
むぎ出してしまう
鈴木昭男がバシェ
音響彫刻を奏で
ます。

鈴木昭男 ©Atsushi Koyama̲2011

日時：7月12日
（日）
15:00〜16:00
演奏：鈴木昭男
（サウンド・アーティスト）

原倫太郎《マリンバピンポン》

日時：7月4日（土）14:00〜15:00
演奏：安江佐和子（パーカッショニスト）
他、卓球選手

問合せ／岡本太郎美術館 ☎044-900-9898
※最新情報は美術館ホームページで

新型コロナウイルス感染対策のため、イベントの開催内容が変更となる場合がございます。

「東京交響楽団 Live from Muza！」

イベント ニコニコ生放送
リポート

中止になったコンサートを無観客で配信、
延べ20万人が視聴！
ミューザ川崎シンフォニーホールと東京交響楽団は、
新 型コロナウイルス感 染 症 拡 大 防 止のため中 止と
なった２つの公演をニコニコ生放送で配信し、2公演
併せて延べ20万人という、驚異的な視聴数を記録し
ました。14日の配信では、東京交響楽団がアンコール
に坂本九の「上を向いて歩こう」
を演奏。思いもよらない
選曲に、多くの方が「元気をもらえた」
「 涙が出た」
と

《 配 信され た 公 演 》

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155回」
3月8日
（日）14:00開演

出演／●指揮：大友直人 ●ピアノ：黒沼香恋
●オルガン：大木麻理 ●管弦楽：東京交響楽団

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「モーツァルト・マチネ 第40回」
3月14日
（土）11:00開演

出演／●指揮：原田慶太楼 ●ピアノ：金子三勇士
●管弦楽：東京交響楽団

ニコニコ生放送やSNSでコメントされていました。

問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール

音まち協議会が運営する、川崎市内の
音楽系スクール
（習い事）検索サイト

教室経営者の方からの
掲載申込募集中
（掲載は原則無料です）

☎044-520-0200

無観客の客席に手を振る出演者

音まち公式サイトに投稿した
イベント情報を１か月間
トップページで告知強化する

ン
プレミアムプラ
が登場！

有料

イベント投稿画面から告知プラン
（無料・有料）
が
選べるようになりました。

1か月わずか

3,000円〜

これまでどおりの通常プランは引き続き無料です！

告知枠の有料提供を始めました！

掲載情報を募集中です。
この「横60mm×縦50mm」のスペースで、あ
なたのイベントの集客・出場者募集などをお手
伝いします！

１枠

２0,000円〜

２枠以上は

応相談

問合せ：協議会事務局 ☎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。

