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詳しいイベント情報は
検 索
音楽のまち

サマーミューザ

みんな大好き夏音。

7/23

8/10

（木・祝）
〜

（月・祝）
※詳細は2・3・5ページに

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。
各 公 演にご来 場 の 際 は、ソー
シャルディスタンスを保ち、
マスク
等の着用をお願いいたします。

川崎区
ぴあにしも

No Charge LIVE
7月16日（木）、23日（木・祝）、8月7日
（金）
18：00開場

19：00開演

料金／チャージ無料のライブで投げ銭
（チップ）
スタイル
Weekday Special LIVE
7月21日
（火） 18：00開場

19：30開演

料金／全席自由 チャージ2,000円
Saturday Night JAZZ
7月25日（土）、8月1日（土）、8日（土）
18：00開場

19：30開演

料金／全席自由 チャージ 2,500円
Sunday afternoon LIVE

※料金について表記のないものは無料です

8月23日
（日）
、30日
（日） 15：00開場

15：30開演

料金／チャージ1,500円
問合せ／Public House ぴあにしも
☎044-201-1668

飛鳥Night! LIVE

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）
＊詳細はHPでご確認ください。
会場・問合せ／飛鳥ドライビングカレッジ
☎044-244-5266

かわさき区ビオラコンサート

8月5日
（水） 12：10開演
会場／川崎市役所第3庁舎 1階 ロビー
出演／フルート：井上昭史、ピアノ：井上真美
〜坂本九さん追悼コンサート〜
8月12日
（水） 14：00開演
会場／川崎ルフロン 1階 イベントスペース
内容／昭和60年の日航機墜落事故で亡くなった川崎区
生まれの偉大な歌手、
坂本九さんを追悼するコンサート。
出演／川崎小学校
（映像による出演）
、
川崎市消防音楽隊
9月2日
（水） 12：10開演
会場／川崎市役所第3庁舎 1階 ロビー
出演／テノール：斉藤彰一
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127
＊HP等で注意事項をご確認の上、
ご来場ください。 未

第119回川崎市定期能〜観世流〜

8月22日
（土） 第1部 12：30開場 13：00開演
第2部 15：30開場 16：00開演
＊3月14日の振替公演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は6ページに

BAYCAMP 2020 10th Anniversary

9月12日
（土）
12：00開場 13：00開演 翌日5：00終演
会場／東扇島東公園・特設会場
出演／Awesome City Club、Wienners、大森靖子、
キュウソネコカミ、サニーデイ・サービス、四星球、the
t e l e p h o n e s 、C z e c h o N o R e p u b l i c 、t e t o 、
TENDOUJI、東京初期衝動、ドミコ、HUSKING BEE、
フジファブリック、フラワーカンパニーズ、[DJ] FREE
THROW
（弦先誠人／神啓文／タイラダイスケ）他
料金／前売一般入場券9,900円
＊ドリンク代600円が必要。
＊18歳未満入場不可。
＊オール ナイト 公 演 の ため 、リストバ ンド 交 換 時 I D
チェックを行います。
必ず年齢のわかる顔写真付き身分
証を携帯ください。
＊雨天決行、
荒天中止。
＊詳細はオフィシャルHPをご確認ください。
問合せ／チッタワークス
☎044-276-8841
（平日12時〜18時）
未 …未就学児入場可

※続きは2ページに
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中 原 区

麻 生 区

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」

軽音楽とジャズを聴くプログラム

映像オペラを楽しむ会

【皇帝ティートの慈悲】（4月例会振替）
7月16日
（木） 13：10開場 13：30開演
【連隊の娘】（5月例会振替）
8月13日（木） 13：10開場 13：30開演
会場／国際交流センター ホール
料金／参加費 年会費4,000円
（12回）
初回見学は無料
問合せ／映像オペラを楽しむ会 ☎03-5724-3312

南武線フォーク村
第23回 フリートークコンサート

8月23日（日） 12：00開場 12：30開演
会場／中原市民館 音楽室
出演／Martin028k 、
富塚保之助倶楽部、
MJ、
モリさん、
末っ子ブラザーズ 他
問合せ／南武線フォーク村長
（大塚）
☎044-533-6536

高 津 区

曲目／宮 城 道 雄：春 の 海、今 野 玲 央：ディープ ブル ー、
沢井比河流：土声 他
出演／箏：LEO
（今野玲央）フルート：神田勇哉
料金／全席自由 500円

問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アル
テリッカしんゆり）2020実行委員会
事務局
☎044-952-5024
©Photos:Maciej Zakrzewski

トリオ・リベルタ コンサート
7月25日
（土） 13：30開場

会場／川崎市アートセンター 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いた
します）
＊リラックス公演は、会場（044-955-0107）に
お問合せください。

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／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ・ヴォーカル：
中岡太志、サクソフォン：松原孝政
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円
＊未就学児入場不可

大谷康子がこどもたちに贈る
「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♪
8月10日
（月・祝） 13：30開場

14：00開演

ミューザ川崎シンフォニーホール
通常より座 席 数を制 限して販 売しておりますので、売り
切れの可能性がございます。詳しくはミューザ公式ホーム
ページをご覧ください。
★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

★MUZAランチタイムコンサート

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

8月15日
（土） 14：00開演
会場／ノクティ2 マルイ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

9月5日
（土） 13：00開場 14：00開演
会場／男女共同参画センター
（すくらむ21）
曲目／モーツァルト：交響曲 第40番、ハイドン：チェロ
協奏曲 第2番
出演／指揮：末永隆一、チェロ：高木慶太（読売日本交響
楽団）
料金／全席自由 2,800円
問合せ／モーツァルトの音楽をたのしむ会
（末永）
☎080-2243-1245

宮 前 区
フレルさぎ沼

おんまちライブ

8月26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

プ ……プレトークまたはプレコンサート
室 ……室内楽コンサート

東京交響楽団オープニングコンサート

7月23日
（木・祝） 14：00開場 15：00開演
曲目／三 澤慶：
「音 楽 のまちのファンファーレ」〜
フェスタ サマーミューザ KAWASAKIによせて、
ベートーヴェン：交響曲 第3番「英雄」他
出演／指揮：ジョナサン・ノット
料金／全席指定 4,000円

7月24日（金・祝） 14：00開場 15：00開演
曲目／「みじかくも美しく燃え」
〜モーツァルト：ピアノ
協奏曲 第21番から 第2楽章、
サティ：
「風変わりな
美女」
から、
モーツァルト
（国府弘子編曲）
：トルコ行進
曲、
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／ピアノ：国府弘子、小川典子
料金／全席指定 2,000円

NHK交響楽団

ピーナッツ・ブラス・クインテット第4回演奏会

プロフェッショナルズオーケストラ
10周年記念コンサート

＊オンライン配信決定！詳しくは5ページ

ヒロコ＆ノリコの楽しい2台ピアノ

おんまち・みぞのくちライブ

7月25日
（土） 13：30開場 14：00開演
＊6月20日の振替公演
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

7月30日（木） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」、交響
曲 第5番「運命」
出演／指揮：秋山和慶
料金／全席指定 4,000円
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東京交響楽団フィナーレコンサート

8月10日
（月・祝） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ショスタコーヴィチ：祝典序曲、グリエール：
ハープ協奏曲、リムスキー＝コルサコフ：交響組曲
「シェエラザード」
出演／指揮：原田慶太楼、
ハープ：景山梨乃
料金／全席指定 4,000円

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第5回 宮下祥子 クラシックギターコンサート
8月2日
（日） 13：00開場 13：30開演

群馬交響楽団

第90回ランチタイム・ロビーコンサート

7月14日（火） 12：00開場 12：10開演
会場／川崎市生涯学習プラザ
出演／能・仕舞：花月標
（はなつくし）
問合せ／生涯学習財団 総務室 ロビーコンサート担当
☎044-733-5560

東京交響楽団

8月20日（木） ①11：00開場・開演
②14：00開演
（リラックス公演）
21日（金） 11：00開場・開演

7月12日（日） 13：00開場 13：15開演
8月 9日（日） 13：00開場 13：15開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
料金／全席自由 1,500円（ペットボトル持ち込み可）
＊当日先着順約50名。
マスクの持参をお願いします。
問合せ／音楽好きな友の会 ☎090 -9398-2889
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7月25日
（土） 室 15：00開場 16：00開演
曲目／グリーグ：組曲「ホルベアの時代より」、ベー
トーヴェン：交響曲 第8番
出演／指揮：広上淳一
料金／全席指定 4,000円

©Masashige Ogata

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／ヴァイオリン：大谷康 子、ピ アノ：冨永 愛 子
賛助共演：Quartet SISLEY＜シスレー弦楽四重奏団＞
料金／全 席 指 定 大 人 2 ,5 0 0 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

藤原歌劇団公演オペラ「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＞

8月15日
（土）
・16日（日）
・17日(月)
12：45開場 14：00開演 ＊13：15作品解説

曲目／フランク：コラール 第2番 ロ短調、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 ）他
出演／パイプオルガン：中田恵子、
トランペット：高見信行
口笛とギターで奏でる爽やかな響き
≪夏休みスペシャル ! 4歳から入場OK≫
8月19日（水） 11：30開場 12：10開演

サマーナイト・ジャズ

7月26日（日） 16：00開場 17：00開演
曲目／Love Walked In、Over The Rainbow、
Summertime、New York State of Mind 他
出演／ピアノ：国府弘子、
ベース：井上陽介、
ドラムス：
岩瀬立飛、
＜ゲスト＞ヴォーカル：阿川泰子、
アルト・
サックス：寺久保エレナ、
ヴァイオリン：早稲田桜子
料金／全席指定 4,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

7月28日（火） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：管楽セレナード、
J.S.バッハ：
２つのヴァイオリンのための協奏曲、ドヴォルザー
ク：交響曲 第9番「新世界より」
出演／指揮：川瀬賢太郎、ヴァイオリン：石田泰尚、
﨑谷直人
料金／全席指定 4,000円
2017年藤原歌劇団公演「カルメン」©公益財団法人日本オペラ振興会

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：鈴木恵里奈、
カルメン：桜井万祐子、
二瓶
純子、
ドン・ホセ：藤田卓也、澤﨑一了
料金／全席指定 S席12,800円、
A席9,800円、
B席
6,800円、
C席3,000円
＊未就学児入場不可

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

読売日本交響楽団
曲目／成田為三：浜辺の歌、モンティ：チャルダッシュ、
ロブレス：コンドルは飛んでいく 他
出演／口笛：青柳呂武、ギター：志野文音
注目若手奏者LEOが伝える箏の魅力
9月8日（火） 11：30開場 12：10開演

※料金について表記のないものは無料です

7月29日（水） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／プーランク：2台ピアノのための協奏曲 、
サン
＝サーンス：動物の謝肉祭 他
出演／指揮：下野竜也、
ピアノ：反田恭平、
務川慧悟
料金／全 席 指定 4,000円

※料金について表記のないものは無料です

8月1日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第4番、
交響曲 第2番
出演／指揮：高関健
料金／全席指定 4,000円

東京フィルハーモニー交響楽団

8月2日（日） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン、
チェロとピアノ
のため の三 重 協 奏 曲、チャイコフスキ ー：交 響 曲
第5番
出 演 ／指 揮：尾 高 忠 明、ヴァイオリン：戸 澤 采 紀、
チェロ：佐藤晴真、ピアノ：田村響
料金／全席指定 4,000円

新日本フィルハーモニー交響楽団

イッツ・ア・ピアノワールド

7月24日
（金・祝） 10：00開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第11番
「トルコ
行 進 曲 付き」から 第2、3楽章、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」
、
武満徹：雨の樹素描、
ショパン：バラード 第1番
出演／ピアノ：小川典子
未
料金／全 席 指定 1,000円

8月4日（火） 室 14：00開場 15：00開演
曲目／久石譲：Encounter for String Orchestra、
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲、
交響曲 第7番
出演／指揮：久石譲、
ヴァイオリン：豊嶋泰嗣
料金／全席指定 4,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

8月6日（木） 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番、ピアノ
協奏曲 第4番 、ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
出演／指揮：渡邊一正、
ピアノ：黒木雪音、
阪田知樹、
清水和音
料金／全席指定 4,000円

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

8月7日（金） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ワーグナー：歌劇
「タンホイザー」
序曲、
ブルック
ナー：交 響曲 第4番「ロマンティック」
（ ハース版）
出演／指揮：飯守泰次郎
料金／全席指定 4,000円

日本フィルハーモニー交響楽団

8月8日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／レスピーギ：リュートのための古風な舞曲と
アリア 第3 組 曲、武 満 徹：虹へ 向かって、パ ルマ、
ベートーヴェン：交響曲 第1番
出演／指揮：梅田俊明 ギター：村治佳織
料金／全席指定 4,000円

真夏のバッハⅤ
椎名雄一郎パイプオルガン・リサイタル

8月9日（日） プ 16：00開場 17：00開演
曲目／＜オールJ.S.バッハプログラム＞トッカータと
フーガ ニ短調、目覚めよと呼ぶ声あり、カンタータ
第51番から 第1曲アリア、アンナ・マグダレーナ・
バッハの音楽帳から「ただあなたが 共にいてくだ
されば」
、
ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ 第3番、
前奏曲
とフーガ 変ホ長調「聖アン」他
出演／パイプオルガン：椎名雄一郎、サクソフォン：
長瀬正典、ソプラノ：天羽明惠
料金／全席指定 2,500円

音と科学の実験室

夏ラボ !

7月26日（日）、8月1日（土）、9日（日）
14：00〜16：00
※オンライン配信。
事前申込が必要です。
詳しくは
「わくわくミューザ」
をご覧ください。

★モーツァルト・マチネ 第42回

8月22日
（土） 10：30開場 11：00開演
曲目／＜オール・モーツァルト・プログラム＞2つのヴァイ
オリンのためのコンチェルトーネ ハ長調、ヴァイオリン
協奏曲 第5番
「トルコ風」
出演／ヴァイオリン：大谷康子
（独奏・弾き振り）
、
水谷晃、
管弦楽：東京交響楽団
※チケット再販売はありません。

★MUZA MUSIC BAR
注目若手奏者LEOが伝える箏の魅力

9月8日（火） 18：30開場 19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホーム 2F ホワイエ
曲目／宮 城 道 雄：春 の 海、今 野 玲央：ディープ ブル ー、
沢井比河流：土声 他
出演／箏：LEO（今野玲央）
、
フルート：神田勇哉
料金／全席自由 一般3,000円、
ペア割5,000円

★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159回

9月13日（日） 13：30開場 14：00開演
曲目／スッペ：喜歌劇
『詩人と農夫』
序曲、
ベートーヴェン：
ピアノ協奏曲 第0番 変ホ長調、プロコフィエフ：交響曲
第5番 変ロ長調
出演／指揮：原田慶太楼、
ピアノ：鐵百合奈
※チケット販売を停止しております。
（6月23日現在）
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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：中村靖
料金／全席自由 1回券：1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

第247回例会＜グリュミオーを聴く＞
7月23日（木・祝） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：中村宏朗
第248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＞
8月22日（土） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森 紀
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

◇音楽療法講座 地域における音楽療法

第１回 地域とつながる子どもの音楽療法
〜音楽療法室アンダンテ・アンダンティーノの活動から〜
8月23日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／伊藤啓子、
白川ゆう子、
大山祥子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小〜高校生無料
＊要事前申込

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

ミュートンの
LINEスタンプが
できました！

☎044-856-2713（平日10時〜17時）

スタンプショップで販売中♪

昭 和 音 楽 大 学

▲カルッツ吹奏楽フェスタ2020
〜来て見て学んで、
体験型吹奏楽コンサート〜

関連イベント

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

＊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。

曲 目 ／ 美 空 ひ ば り：リン ゴ 追 分 、T h e B e a t l e s：
Yesterday、
岩田卓也：Happy wind
出演／尺八：岩田卓也、
大河内淳矢、
松下尚暉、
松村湧太
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

昭和音楽大学

8月5日（水） 17：30開場 18：30開演
曲目／ド ビ ュッ シ ー：牧 神 の 午 後 へ の 前 奏 曲 、
イベ ール：室 内 小 協 奏 曲 、ラ ヴェ ル：バ レエ 音 楽
「ダフニスとクロエ」第2組曲 他
出演／指揮：田中祐子、サクソフォン：小荒井千里
料金／全席指定 1,000円

曲目／A.バリオス：大聖堂、藤井敬吾：羽衣伝説〜沖縄
の天女の物語、
ビートルズ
（武満徹・編曲）
：イエスタディ
第6回 GMQ 尺八コンサート
9月13日
（日） 13：00開場 13：30開演

www.ongakunomachi.jp ̶

こどもブリッツ !
8月29日
（土） 10：30開場 11：00開演
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 大人1,000円、
小学生以下500円
＊ハイハイをするお子さまや、まだ 長 い 時 間 椅 子 に
座っているのが 難しいお子さまも一 緒にご鑑 賞いた
だけるよう、
プレイマットエリアをご用意します。
みんなでブリッツ !
8月30日
（日） 13：45開場 14：30開演
出演／ブリッツフィルハーモニックウインズ、松元宏康
（指揮）
、
さんしろう吹奏楽部※30日のみ
（司会）
料金／全席自由 一般2,500円、
高校生以下1,000円
＊未就学児入場不可
♪みんなでブリッツ!参加出演および
吹 奏 楽 クリニック参 加 者を募 集 中!
詳細はHPで→

◇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）
※未就学児入場不可
＊やむを得ず開催内容が変更となる場合が
ございます。また、一部の演奏会等は一般
公開を検討中です。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。
＊事前申込制の公演・講座は、定 員数に限りがござい
ますので、必ず事前にお申込みください。

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第88回 8月17日
（月）
午前の部
9：45開場 10：30開演
午後の部 13：15開場 14：00開演
＊開演時間が状況により変更になる場合がございます。

開催中止のお知らせ
8月9日に等々力陸上競技場で
行う予定だったスタジアムライブ
「SHISHAMO NO 夏
MATSURI!!!」が、新型コロナ
ウイルスの感染拡大状況を受
け、来場者や関係者の安全面
を考慮して中止されることが決
まりました。

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

7月11日（土）、25日（土）、8月1日（土）、9月5日（土）、
12日
（土） 18：00開演
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
7月15日（水）、8月5日（水）、9月2日（水）、9日（水）
17：30開演
7月16日（木）、30日（木）、8月6日（木）、9月3日（木）、
10日(木） 19：00開演
会場／中原市民館会議室
曲目／夜 来 香、草 原情 歌、蘇 州 夜 曲、愛 の 賛 歌、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

問合せ／
シティプロモーション推進室
☎044-200-2273

メンバーからのコメン
トとチケット関係の問
合せはSHISHAMO
のHPで

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

未

…未就学児入場可

7・8月号の情報は6月23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9月10日発刊号は、9月11日から11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！
（7月16日締め切り）※掲載無料

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

託

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

託児サービスは当面の間休止しております。

www.ongakunomachi.jp ̶
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中 原 区

麻 生 区

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」

軽音楽とジャズを聴くプログラム

映像オペラを楽しむ会

【皇帝ティートの慈悲】（4月例会振替）
7月16日
（木） 13：10開場 13：30開演
【連隊の娘】（5月例会振替）
8月13日（木） 13：10開場 13：30開演
会場／国際交流センター ホール
料金／参加費 年会費4,000円
（12回）
初回見学は無料
問合せ／映像オペラを楽しむ会 ☎03-5724-3312

南武線フォーク村
第23回 フリートークコンサート

8月23日（日） 12：00開場 12：30開演
会場／中原市民館 音楽室
出演／Martin028k 、
富塚保之助倶楽部、
MJ、
モリさん、
末っ子ブラザーズ 他
問合せ／南武線フォーク村長
（大塚）
☎044-533-6536

高 津 区

曲目／宮 城 道 雄：春 の 海、今 野 玲 央：ディープ ブル ー、
沢井比河流：土声 他
出演／箏：LEO
（今野玲央）フルート：神田勇哉
料金／全席自由 500円

問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アル
テリッカしんゆり）2020実行委員会
事務局
☎044-952-5024
©Photos:Maciej Zakrzewski

トリオ・リベルタ コンサート
7月25日
（土） 13：30開場

会場／川崎市アートセンター 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いた
します）
＊リラックス公演は、会場（044-955-0107）に
お問合せください。

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／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ・ヴォーカル：
中岡太志、サクソフォン：松原孝政
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円
＊未就学児入場不可

大谷康子がこどもたちに贈る
「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♪
8月10日
（月・祝） 13：30開場

14：00開演

ミューザ川崎シンフォニーホール
通常より座 席 数を制 限して販 売しておりますので、売り
切れの可能性がございます。詳しくはミューザ公式ホーム
ページをご覧ください。
★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

★MUZAランチタイムコンサート

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

8月15日
（土） 14：00開演
会場／ノクティ2 マルイ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

9月5日
（土） 13：00開場 14：00開演
会場／男女共同参画センター
（すくらむ21）
曲目／モーツァルト：交響曲 第40番、ハイドン：チェロ
協奏曲 第2番
出演／指揮：末永隆一、チェロ：高木慶太（読売日本交響
楽団）
料金／全席自由 2,800円
問合せ／モーツァルトの音楽をたのしむ会
（末永）
☎080-2243-1245

宮 前 区
フレルさぎ沼

おんまちライブ

8月26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

プ ……プレトークまたはプレコンサート
室 ……室内楽コンサート

東京交響楽団オープニングコンサート

7月23日
（木・祝） 14：00開場 15：00開演
曲目／三 澤慶：
「音 楽 のまちのファンファーレ」〜
フェスタ サマーミューザ KAWASAKIによせて、
ベートーヴェン：交響曲 第3番「英雄」他
出演／指揮：ジョナサン・ノット
料金／全席指定 4,000円

7月24日（金・祝） 14：00開場 15：00開演
曲目／「みじかくも美しく燃え」
〜モーツァルト：ピアノ
協奏曲 第21番から 第2楽章、
サティ：
「風変わりな
美女」
から、
モーツァルト
（国府弘子編曲）
：トルコ行進
曲、
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／ピアノ：国府弘子、小川典子
料金／全席指定 2,000円

NHK交響楽団

ピーナッツ・ブラス・クインテット第4回演奏会

プロフェッショナルズオーケストラ
10周年記念コンサート

＊オンライン配信決定！詳しくは5ページ

ヒロコ＆ノリコの楽しい2台ピアノ

おんまち・みぞのくちライブ

7月25日
（土） 13：30開場 14：00開演
＊6月20日の振替公演
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

7月30日（木） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」、交響
曲 第5番「運命」
出演／指揮：秋山和慶
料金／全席指定 4,000円

̶
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東京交響楽団フィナーレコンサート

8月10日
（月・祝） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ショスタコーヴィチ：祝典序曲、グリエール：
ハープ協奏曲、リムスキー＝コルサコフ：交響組曲
「シェエラザード」
出演／指揮：原田慶太楼、
ハープ：景山梨乃
料金／全席指定 4,000円

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第5回 宮下祥子 クラシックギターコンサート
8月2日
（日） 13：00開場 13：30開演

群馬交響楽団

第90回ランチタイム・ロビーコンサート

7月14日（火） 12：00開場 12：10開演
会場／川崎市生涯学習プラザ
出演／能・仕舞：花月標
（はなつくし）
問合せ／生涯学習財団 総務室 ロビーコンサート担当
☎044-733-5560

東京交響楽団

8月20日（木） ①11：00開場・開演
②14：00開演
（リラックス公演）
21日（金） 11：00開場・開演

7月12日（日） 13：00開場 13：15開演
8月 9日（日） 13：00開場 13：15開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
料金／全席自由 1,500円（ペットボトル持ち込み可）
＊当日先着順約50名。
マスクの持参をお願いします。
問合せ／音楽好きな友の会 ☎090 -9398-2889

www.ongakunomachi.jp ̶
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7月25日
（土） 室 15：00開場 16：00開演
曲目／グリーグ：組曲「ホルベアの時代より」、ベー
トーヴェン：交響曲 第8番
出演／指揮：広上淳一
料金／全席指定 4,000円

©Masashige Ogata

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／ヴァイオリン：大谷康 子、ピ アノ：冨永 愛 子
賛助共演：Quartet SISLEY＜シスレー弦楽四重奏団＞
料金／全 席 指 定 大 人 2 ,5 0 0 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

藤原歌劇団公演オペラ「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＞

8月15日
（土）
・16日（日）
・17日(月)
12：45開場 14：00開演 ＊13：15作品解説

曲目／フランク：コラール 第2番 ロ短調、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 ）他
出演／パイプオルガン：中田恵子、
トランペット：高見信行
口笛とギターで奏でる爽やかな響き
≪夏休みスペシャル ! 4歳から入場OK≫
8月19日（水） 11：30開場 12：10開演

サマーナイト・ジャズ

7月26日（日） 16：00開場 17：00開演
曲目／Love Walked In、Over The Rainbow、
Summertime、New York State of Mind 他
出演／ピアノ：国府弘子、
ベース：井上陽介、
ドラムス：
岩瀬立飛、
＜ゲスト＞ヴォーカル：阿川泰子、
アルト・
サックス：寺久保エレナ、
ヴァイオリン：早稲田桜子
料金／全席指定 4,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

7月28日（火） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：管楽セレナード、
J.S.バッハ：
２つのヴァイオリンのための協奏曲、ドヴォルザー
ク：交響曲 第9番「新世界より」
出演／指揮：川瀬賢太郎、ヴァイオリン：石田泰尚、
﨑谷直人
料金／全席指定 4,000円
2017年藤原歌劇団公演「カルメン」©公益財団法人日本オペラ振興会

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：鈴木恵里奈、
カルメン：桜井万祐子、
二瓶
純子、
ドン・ホセ：藤田卓也、澤﨑一了
料金／全席指定 S席12,800円、
A席9,800円、
B席
6,800円、
C席3,000円
＊未就学児入場不可

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

読売日本交響楽団
曲目／成田為三：浜辺の歌、モンティ：チャルダッシュ、
ロブレス：コンドルは飛んでいく 他
出演／口笛：青柳呂武、ギター：志野文音
注目若手奏者LEOが伝える箏の魅力
9月8日（火） 11：30開場 12：10開演

※料金について表記のないものは無料です

7月29日（水） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／プーランク：2台ピアノのための協奏曲 、
サン
＝サーンス：動物の謝肉祭 他
出演／指揮：下野竜也、
ピアノ：反田恭平、
務川慧悟
料金／全 席 指定 4,000円

※料金について表記のないものは無料です

8月1日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第4番、
交響曲 第2番
出演／指揮：高関健
料金／全席指定 4,000円

東京フィルハーモニー交響楽団

8月2日（日） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン、
チェロとピアノ
のため の三 重 協 奏 曲、チャイコフスキ ー：交 響 曲
第5番
出 演 ／指 揮：尾 高 忠 明、ヴァイオリン：戸 澤 采 紀、
チェロ：佐藤晴真、ピアノ：田村響
料金／全席指定 4,000円

新日本フィルハーモニー交響楽団

イッツ・ア・ピアノワールド

7月24日
（金・祝） 10：00開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第11番
「トルコ
行 進 曲 付き」から 第2、3楽章、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」
、
武満徹：雨の樹素描、
ショパン：バラード 第1番
出演／ピアノ：小川典子
未
料金／全 席 指定 1,000円

8月4日（火） 室 14：00開場 15：00開演
曲目／久石譲：Encounter for String Orchestra、
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲、
交響曲 第7番
出演／指揮：久石譲、
ヴァイオリン：豊嶋泰嗣
料金／全席指定 4,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

8月6日（木） 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番、ピアノ
協奏曲 第4番 、ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
出演／指揮：渡邊一正、
ピアノ：黒木雪音、
阪田知樹、
清水和音
料金／全席指定 4,000円

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

8月7日（金） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ワーグナー：歌劇
「タンホイザー」
序曲、
ブルック
ナー：交 響曲 第4番「ロマンティック」
（ ハース版）
出演／指揮：飯守泰次郎
料金／全席指定 4,000円

日本フィルハーモニー交響楽団

8月8日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／レスピーギ：リュートのための古風な舞曲と
アリア 第3 組 曲、武 満 徹：虹へ 向かって、パ ルマ、
ベートーヴェン：交響曲 第1番
出演／指揮：梅田俊明 ギター：村治佳織
料金／全席指定 4,000円

真夏のバッハⅤ
椎名雄一郎パイプオルガン・リサイタル

8月9日（日） プ 16：00開場 17：00開演
曲目／＜オールJ.S.バッハプログラム＞トッカータと
フーガ ニ短調、目覚めよと呼ぶ声あり、カンタータ
第51番から 第1曲アリア、アンナ・マグダレーナ・
バッハの音楽帳から「ただあなたが 共にいてくだ
されば」
、
ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ 第3番、
前奏曲
とフーガ 変ホ長調「聖アン」他
出演／パイプオルガン：椎名雄一郎、サクソフォン：
長瀬正典、ソプラノ：天羽明惠
料金／全席指定 2,500円

音と科学の実験室

夏ラボ !

7月26日（日）、8月1日（土）、9日（日）
14：00〜16：00
※オンライン配信。
事前申込が必要です。
詳しくは
「わくわくミューザ」
をご覧ください。

★モーツァルト・マチネ 第42回

8月22日
（土） 10：30開場 11：00開演
曲目／＜オール・モーツァルト・プログラム＞2つのヴァイ
オリンのためのコンチェルトーネ ハ長調、ヴァイオリン
協奏曲 第5番
「トルコ風」
出演／ヴァイオリン：大谷康子
（独奏・弾き振り）
、
水谷晃、
管弦楽：東京交響楽団
※チケット再販売はありません。

★MUZA MUSIC BAR
注目若手奏者LEOが伝える箏の魅力

9月8日（火） 18：30開場 19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホーム 2F ホワイエ
曲目／宮 城 道 雄：春 の 海、今 野 玲央：ディープ ブル ー、
沢井比河流：土声 他
出演／箏：LEO（今野玲央）
、
フルート：神田勇哉
料金／全席自由 一般3,000円、
ペア割5,000円

★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159回

9月13日（日） 13：30開場 14：00開演
曲目／スッペ：喜歌劇
『詩人と農夫』
序曲、
ベートーヴェン：
ピアノ協奏曲 第0番 変ホ長調、プロコフィエフ：交響曲
第5番 変ロ長調
出演／指揮：原田慶太楼、
ピアノ：鐵百合奈
※チケット販売を停止しております。
（6月23日現在）
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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：中村靖
料金／全席自由 1回券：1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

第247回例会＜グリュミオーを聴く＞
7月23日（木・祝） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：中村宏朗
第248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＞
8月22日（土） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森 紀
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

◇音楽療法講座 地域における音楽療法

第１回 地域とつながる子どもの音楽療法
〜音楽療法室アンダンテ・アンダンティーノの活動から〜
8月23日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／伊藤啓子、
白川ゆう子、
大山祥子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小〜高校生無料
＊要事前申込

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

ミュートンの
LINEスタンプが
できました！

☎044-856-2713（平日10時〜17時）

スタンプショップで販売中♪

昭 和 音 楽 大 学

▲カルッツ吹奏楽フェスタ2020
〜来て見て学んで、
体験型吹奏楽コンサート〜

関連イベント

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

＊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。

曲 目 ／ 美 空 ひ ば り：リン ゴ 追 分 、T h e B e a t l e s：
Yesterday、
岩田卓也：Happy wind
出演／尺八：岩田卓也、
大河内淳矢、
松下尚暉、
松村湧太
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

昭和音楽大学

8月5日（水） 17：30開場 18：30開演
曲目／ド ビ ュッ シ ー：牧 神 の 午 後 へ の 前 奏 曲 、
イベ ール：室 内 小 協 奏 曲 、ラ ヴェ ル：バ レエ 音 楽
「ダフニスとクロエ」第2組曲 他
出演／指揮：田中祐子、サクソフォン：小荒井千里
料金／全席指定 1,000円

曲目／A.バリオス：大聖堂、藤井敬吾：羽衣伝説〜沖縄
の天女の物語、
ビートルズ
（武満徹・編曲）
：イエスタディ
第6回 GMQ 尺八コンサート
9月13日
（日） 13：00開場 13：30開演

www.ongakunomachi.jp ̶

こどもブリッツ !
8月29日
（土） 10：30開場 11：00開演
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 大人1,000円、
小学生以下500円
＊ハイハイをするお子さまや、まだ 長 い 時 間 椅 子 に
座っているのが 難しいお子さまも一 緒にご鑑 賞いた
だけるよう、
プレイマットエリアをご用意します。
みんなでブリッツ !
8月30日
（日） 13：45開場 14：30開演
出演／ブリッツフィルハーモニックウインズ、松元宏康
（指揮）
、
さんしろう吹奏楽部※30日のみ
（司会）
料金／全席自由 一般2,500円、
高校生以下1,000円
＊未就学児入場不可
♪みんなでブリッツ!参加出演および
吹 奏 楽 クリニック参 加 者を募 集 中!
詳細はHPで→

◇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）
※未就学児入場不可
＊やむを得ず開催内容が変更となる場合が
ございます。また、一部の演奏会等は一般
公開を検討中です。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。
＊事前申込制の公演・講座は、定 員数に限りがござい
ますので、必ず事前にお申込みください。

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第88回 8月17日
（月）
午前の部
9：45開場 10：30開演
午後の部 13：15開場 14：00開演
＊開演時間が状況により変更になる場合がございます。

開催中止のお知らせ
8月9日に等々力陸上競技場で
行う予定だったスタジアムライブ
「SHISHAMO NO 夏
MATSURI!!!」が、新型コロナ
ウイルスの感染拡大状況を受
け、来場者や関係者の安全面
を考慮して中止されることが決
まりました。

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

7月11日（土）、25日（土）、8月1日（土）、9月5日（土）、
12日
（土） 18：00開演
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
7月15日（水）、8月5日（水）、9月2日（水）、9日（水）
17：30開演
7月16日（木）、30日（木）、8月6日（木）、9月3日（木）、
10日(木） 19：00開演
会場／中原市民館会議室
曲目／夜 来 香、草 原情 歌、蘇 州 夜 曲、愛 の 賛 歌、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

問合せ／
シティプロモーション推進室
☎044-200-2273

メンバーからのコメン
トとチケット関係の問
合せはSHISHAMO
のHPで

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

未

…未就学児入場可

7・8月号の情報は6月23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9月10日発刊号は、9月11日から11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！
（7月16日締め切り）※掲載無料

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

託

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

託児サービスは当面の間休止しております。

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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中 原 区

麻 生 区

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」

軽音楽とジャズを聴くプログラム

映像オペラを楽しむ会

【皇帝ティートの慈悲】（4月例会振替）
7月16日
（木） 13：10開場 13：30開演
【連隊の娘】（5月例会振替）
8月13日（木） 13：10開場 13：30開演
会場／国際交流センター ホール
料金／参加費 年会費4,000円
（12回）
初回見学は無料
問合せ／映像オペラを楽しむ会 ☎03-5724-3312

南武線フォーク村
第23回 フリートークコンサート

8月23日（日） 12：00開場 12：30開演
会場／中原市民館 音楽室
出演／Martin028k 、
富塚保之助倶楽部、
MJ、
モリさん、
末っ子ブラザーズ 他
問合せ／南武線フォーク村長
（大塚）
☎044-533-6536

高 津 区

曲目／宮 城 道 雄：春 の 海、今 野 玲 央：ディープ ブル ー、
沢井比河流：土声 他
出演／箏：LEO
（今野玲央）フルート：神田勇哉
料金／全席自由 500円

問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アル
テリッカしんゆり）2020実行委員会
事務局
☎044-952-5024
©Photos:Maciej Zakrzewski

トリオ・リベルタ コンサート
7月25日
（土） 13：30開場

会場／川崎市アートセンター 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いた
します）
＊リラックス公演は、会場（044-955-0107）に
お問合せください。

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／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ・ヴォーカル：
中岡太志、サクソフォン：松原孝政
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円
＊未就学児入場不可

大谷康子がこどもたちに贈る
「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♪
8月10日
（月・祝） 13：30開場

14：00開演

ミューザ川崎シンフォニーホール
通常より座 席 数を制 限して販 売しておりますので、売り
切れの可能性がございます。詳しくはミューザ公式ホーム
ページをご覧ください。
★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

★MUZAランチタイムコンサート

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

8月15日
（土） 14：00開演
会場／ノクティ2 マルイ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

9月5日
（土） 13：00開場 14：00開演
会場／男女共同参画センター
（すくらむ21）
曲目／モーツァルト：交響曲 第40番、ハイドン：チェロ
協奏曲 第2番
出演／指揮：末永隆一、チェロ：高木慶太（読売日本交響
楽団）
料金／全席自由 2,800円
問合せ／モーツァルトの音楽をたのしむ会
（末永）
☎080-2243-1245

宮 前 区
フレルさぎ沼

おんまちライブ

8月26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

プ ……プレトークまたはプレコンサート
室 ……室内楽コンサート

東京交響楽団オープニングコンサート

7月23日
（木・祝） 14：00開場 15：00開演
曲目／三 澤慶：
「音 楽 のまちのファンファーレ」〜
フェスタ サマーミューザ KAWASAKIによせて、
ベートーヴェン：交響曲 第3番「英雄」他
出演／指揮：ジョナサン・ノット
料金／全席指定 4,000円

7月24日（金・祝） 14：00開場 15：00開演
曲目／「みじかくも美しく燃え」
〜モーツァルト：ピアノ
協奏曲 第21番から 第2楽章、
サティ：
「風変わりな
美女」
から、
モーツァルト
（国府弘子編曲）
：トルコ行進
曲、
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／ピアノ：国府弘子、小川典子
料金／全席指定 2,000円

NHK交響楽団

ピーナッツ・ブラス・クインテット第4回演奏会

プロフェッショナルズオーケストラ
10周年記念コンサート

＊オンライン配信決定！詳しくは5ページ

ヒロコ＆ノリコの楽しい2台ピアノ

おんまち・みぞのくちライブ

7月25日
（土） 13：30開場 14：00開演
＊6月20日の振替公演
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

7月30日（木） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」、交響
曲 第5番「運命」
出演／指揮：秋山和慶
料金／全席指定 4,000円

̶
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東京交響楽団フィナーレコンサート

8月10日
（月・祝） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ショスタコーヴィチ：祝典序曲、グリエール：
ハープ協奏曲、リムスキー＝コルサコフ：交響組曲
「シェエラザード」
出演／指揮：原田慶太楼、
ハープ：景山梨乃
料金／全席指定 4,000円

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第5回 宮下祥子 クラシックギターコンサート
8月2日
（日） 13：00開場 13：30開演

群馬交響楽団

第90回ランチタイム・ロビーコンサート

7月14日（火） 12：00開場 12：10開演
会場／川崎市生涯学習プラザ
出演／能・仕舞：花月標
（はなつくし）
問合せ／生涯学習財団 総務室 ロビーコンサート担当
☎044-733-5560

東京交響楽団

8月20日（木） ①11：00開場・開演
②14：00開演
（リラックス公演）
21日（金） 11：00開場・開演

7月12日（日） 13：00開場 13：15開演
8月 9日（日） 13：00開場 13：15開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
料金／全席自由 1,500円（ペットボトル持ち込み可）
＊当日先着順約50名。
マスクの持参をお願いします。
問合せ／音楽好きな友の会 ☎090 -9398-2889

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

7月25日
（土） 室 15：00開場 16：00開演
曲目／グリーグ：組曲「ホルベアの時代より」、ベー
トーヴェン：交響曲 第8番
出演／指揮：広上淳一
料金／全席指定 4,000円

©Masashige Ogata

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／ヴァイオリン：大谷康 子、ピ アノ：冨永 愛 子
賛助共演：Quartet SISLEY＜シスレー弦楽四重奏団＞
料金／全 席 指 定 大 人 2 ,5 0 0 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

藤原歌劇団公演オペラ「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＞

8月15日
（土）
・16日（日）
・17日(月)
12：45開場 14：00開演 ＊13：15作品解説

曲目／フランク：コラール 第2番 ロ短調、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 ）他
出演／パイプオルガン：中田恵子、
トランペット：高見信行
口笛とギターで奏でる爽やかな響き
≪夏休みスペシャル ! 4歳から入場OK≫
8月19日（水） 11：30開場 12：10開演

サマーナイト・ジャズ

7月26日（日） 16：00開場 17：00開演
曲目／Love Walked In、Over The Rainbow、
Summertime、New York State of Mind 他
出演／ピアノ：国府弘子、
ベース：井上陽介、
ドラムス：
岩瀬立飛、
＜ゲスト＞ヴォーカル：阿川泰子、
アルト・
サックス：寺久保エレナ、
ヴァイオリン：早稲田桜子
料金／全席指定 4,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

7月28日（火） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：管楽セレナード、
J.S.バッハ：
２つのヴァイオリンのための協奏曲、ドヴォルザー
ク：交響曲 第9番「新世界より」
出演／指揮：川瀬賢太郎、ヴァイオリン：石田泰尚、
﨑谷直人
料金／全席指定 4,000円
2017年藤原歌劇団公演「カルメン」©公益財団法人日本オペラ振興会

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：鈴木恵里奈、
カルメン：桜井万祐子、
二瓶
純子、
ドン・ホセ：藤田卓也、澤﨑一了
料金／全席指定 S席12,800円、
A席9,800円、
B席
6,800円、
C席3,000円
＊未就学児入場不可

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

読売日本交響楽団
曲目／成田為三：浜辺の歌、モンティ：チャルダッシュ、
ロブレス：コンドルは飛んでいく 他
出演／口笛：青柳呂武、ギター：志野文音
注目若手奏者LEOが伝える箏の魅力
9月8日（火） 11：30開場 12：10開演

※料金について表記のないものは無料です

7月29日（水） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／プーランク：2台ピアノのための協奏曲 、
サン
＝サーンス：動物の謝肉祭 他
出演／指揮：下野竜也、
ピアノ：反田恭平、
務川慧悟
料金／全 席 指定 4,000円

※料金について表記のないものは無料です

8月1日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲 第4番、
交響曲 第2番
出演／指揮：高関健
料金／全席指定 4,000円

東京フィルハーモニー交響楽団

8月2日（日） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン、
チェロとピアノ
のため の三 重 協 奏 曲、チャイコフスキ ー：交 響 曲
第5番
出 演 ／指 揮：尾 高 忠 明、ヴァイオリン：戸 澤 采 紀、
チェロ：佐藤晴真、ピアノ：田村響
料金／全席指定 4,000円

新日本フィルハーモニー交響楽団

イッツ・ア・ピアノワールド

7月24日
（金・祝） 10：00開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第11番
「トルコ
行 進 曲 付き」から 第2、3楽章、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」
、
武満徹：雨の樹素描、
ショパン：バラード 第1番
出演／ピアノ：小川典子
未
料金／全 席 指定 1,000円

8月4日（火） 室 14：00開場 15：00開演
曲目／久石譲：Encounter for String Orchestra、
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲、
交響曲 第7番
出演／指揮：久石譲、
ヴァイオリン：豊嶋泰嗣
料金／全席指定 4,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

8月6日（木） 14：00開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番、ピアノ
協奏曲 第4番 、ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
出演／指揮：渡邊一正、
ピアノ：黒木雪音、
阪田知樹、
清水和音
料金／全席指定 4,000円

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

8月7日（金） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ワーグナー：歌劇
「タンホイザー」
序曲、
ブルック
ナー：交 響曲 第4番「ロマンティック」
（ ハース版）
出演／指揮：飯守泰次郎
料金／全席指定 4,000円

日本フィルハーモニー交響楽団

8月8日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／レスピーギ：リュートのための古風な舞曲と
アリア 第3 組 曲、武 満 徹：虹へ 向かって、パ ルマ、
ベートーヴェン：交響曲 第1番
出演／指揮：梅田俊明 ギター：村治佳織
料金／全席指定 4,000円

真夏のバッハⅤ
椎名雄一郎パイプオルガン・リサイタル

8月9日（日） プ 16：00開場 17：00開演
曲目／＜オールJ.S.バッハプログラム＞トッカータと
フーガ ニ短調、目覚めよと呼ぶ声あり、カンタータ
第51番から 第1曲アリア、アンナ・マグダレーナ・
バッハの音楽帳から「ただあなたが 共にいてくだ
されば」
、
ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ 第3番、
前奏曲
とフーガ 変ホ長調「聖アン」他
出演／パイプオルガン：椎名雄一郎、サクソフォン：
長瀬正典、ソプラノ：天羽明惠
料金／全席指定 2,500円

音と科学の実験室

夏ラボ !

7月26日（日）、8月1日（土）、9日（日）
14：00〜16：00
※オンライン配信。
事前申込が必要です。
詳しくは
「わくわくミューザ」
をご覧ください。

★モーツァルト・マチネ 第42回

8月22日
（土） 10：30開場 11：00開演
曲目／＜オール・モーツァルト・プログラム＞2つのヴァイ
オリンのためのコンチェルトーネ ハ長調、ヴァイオリン
協奏曲 第5番
「トルコ風」
出演／ヴァイオリン：大谷康子
（独奏・弾き振り）
、
水谷晃、
管弦楽：東京交響楽団
※チケット再販売はありません。

★MUZA MUSIC BAR
注目若手奏者LEOが伝える箏の魅力

9月8日（火） 18：30開場 19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホーム 2F ホワイエ
曲目／宮 城 道 雄：春 の 海、今 野 玲央：ディープ ブル ー、
沢井比河流：土声 他
出演／箏：LEO（今野玲央）
、
フルート：神田勇哉
料金／全席自由 一般3,000円、
ペア割5,000円

★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159回

9月13日（日） 13：30開場 14：00開演
曲目／スッペ：喜歌劇
『詩人と農夫』
序曲、
ベートーヴェン：
ピアノ協奏曲 第0番 変ホ長調、プロコフィエフ：交響曲
第5番 変ロ長調
出演／指揮：原田慶太楼、
ピアノ：鐵百合奈
※チケット販売を停止しております。
（6月23日現在）

〈4〉

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：中村靖
料金／全席自由 1回券：1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

第247回例会＜グリュミオーを聴く＞
7月23日（木・祝） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：中村宏朗
第248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＞
8月22日（土） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森 紀
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

◇音楽療法講座 地域における音楽療法

第１回 地域とつながる子どもの音楽療法
〜音楽療法室アンダンテ・アンダンティーノの活動から〜
8月23日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／伊藤啓子、
白川ゆう子、
大山祥子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小〜高校生無料
＊要事前申込

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

ミュートンの
LINEスタンプが
できました！

☎044-856-2713（平日10時〜17時）

スタンプショップで販売中♪

昭 和 音 楽 大 学

▲カルッツ吹奏楽フェスタ2020
〜来て見て学んで、
体験型吹奏楽コンサート〜

関連イベント

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

＊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。

曲 目 ／ 美 空 ひ ば り：リン ゴ 追 分 、T h e B e a t l e s：
Yesterday、
岩田卓也：Happy wind
出演／尺八：岩田卓也、
大河内淳矢、
松下尚暉、
松村湧太
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

昭和音楽大学

8月5日（水） 17：30開場 18：30開演
曲目／ド ビ ュッ シ ー：牧 神 の 午 後 へ の 前 奏 曲 、
イベ ール：室 内 小 協 奏 曲 、ラ ヴェ ル：バ レエ 音 楽
「ダフニスとクロエ」第2組曲 他
出演／指揮：田中祐子、サクソフォン：小荒井千里
料金／全席指定 1,000円

曲目／A.バリオス：大聖堂、藤井敬吾：羽衣伝説〜沖縄
の天女の物語、
ビートルズ
（武満徹・編曲）
：イエスタディ
第6回 GMQ 尺八コンサート
9月13日
（日） 13：00開場 13：30開演

www.ongakunomachi.jp ̶

こどもブリッツ !
8月29日
（土） 10：30開場 11：00開演
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 大人1,000円、
小学生以下500円
＊ハイハイをするお子さまや、まだ 長 い 時 間 椅 子 に
座っているのが 難しいお子さまも一 緒にご鑑 賞いた
だけるよう、
プレイマットエリアをご用意します。
みんなでブリッツ !
8月30日
（日） 13：45開場 14：30開演
出演／ブリッツフィルハーモニックウインズ、松元宏康
（指揮）
、
さんしろう吹奏楽部※30日のみ
（司会）
料金／全席自由 一般2,500円、
高校生以下1,000円
＊未就学児入場不可
♪みんなでブリッツ!参加出演および
吹 奏 楽 クリニック参 加 者を募 集 中!
詳細はHPで→

◇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）
※未就学児入場不可
＊やむを得ず開催内容が変更となる場合が
ございます。また、一部の演奏会等は一般
公開を検討中です。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。
＊事前申込制の公演・講座は、定 員数に限りがござい
ますので、必ず事前にお申込みください。

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第88回 8月17日
（月）
午前の部
9：45開場 10：30開演
午後の部 13：15開場 14：00開演
＊開演時間が状況により変更になる場合がございます。

開催中止のお知らせ
8月9日に等々力陸上競技場で
行う予定だったスタジアムライブ
「SHISHAMO NO 夏
MATSURI!!!」が、新型コロナ
ウイルスの感染拡大状況を受
け、来場者や関係者の安全面
を考慮して中止されることが決
まりました。

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

7月11日（土）、25日（土）、8月1日（土）、9月5日（土）、
12日
（土） 18：00開演
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
7月15日（水）、8月5日（水）、9月2日（水）、9日（水）
17：30開演
7月16日（木）、30日（木）、8月6日（木）、9月3日（木）、
10日(木） 19：00開演
会場／中原市民館会議室
曲目／夜 来 香、草 原情 歌、蘇 州 夜 曲、愛 の 賛 歌、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

問合せ／
シティプロモーション推進室
☎044-200-2273

メンバーからのコメン
トとチケット関係の問
合せはSHISHAMO
のHPで

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

未

…未就学児入場可

7・8月号の情報は6月23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9月10日発刊号は、9月11日から11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！
（7月16日締め切り）※掲載無料

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

託

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

託児サービスは当面の間休止しております。

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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全公演を、ライブ映像配信と有観客公演により開催することを決定！
！
2020年の「フェスタサマーミューザKAWASAKI」
は、
感染症対策を行いながらホー
ルにお客様をお迎えし、
さらに映像配信を行う新たな音楽祭の形で開催します。

全国どこからでもアクセスしてご鑑賞いただくことができます。視聴チケットの購入
方法については後日発表します。

＊詳細はフェスタサマーミューザ
ホームページにて

昨年の様子

問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール

フリーライブ
出演者募集

☎０４４-５２０-０１００

ジャズアカデミー
受講者募集

かわさきジャズを一緒に盛り上げて ジャズを中心に音楽の楽しみ方を
豪華講師陣がレクチャー。
くださる出演者を募集します！
受講者を募集します！
●公募フリーライブ会場

屋外等の街中ステージ、
屋内無観客ライブ
配信ステージなど。
※詳細はホームページをご覧ください。
●応募資格
年齢、
プロ／アマ不問。SNSの
投稿・拡散や、かわさきジャズ
オリジナルグッズの購入、
PRなど
かわさきジャズの広報に協力
してくださる方。
詳 細はホームページをご覧
ください。

日時
会場
講師
受講料
申込
方法

*いただいた映 像は、 ※8月18日（火）必着。
選考結果は9月上旬まで
かわさきジャズHPへ掲載 にお知らせ
します。
する可能性があります。
●問合せ
かわさきジャズ実行委員会 公募フリーライブ運営担当
カワサキミュージックキャスト
（10時〜18時、
木曜定休）
☎044-272-6636 〒211-0062 川崎市中原区小杉陣屋町2-13-20
info@k-m-c.org

各日13:30〜15:30
ミューザ川崎
シンフォニーホール
市民交流室
調整中

決まり次第、
ホームページ上で
発表します

1講座：1,500円（各回定員30名予定）
※未就学のお子様の入場はご遠慮ください

ホームページの申込フォームまたはハガキかe-mailにて
①氏名 ②郵便番号と住所 ③電話番号 ④受講希望日
を明記し下記までお申し込みください。
〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310
「かわさきジャズ2020 ジャズアカデミー」
係
e-mail：academy@kawasakijazz.jp

●申込方法
ＨＰ（ Q Rコード）から
フォームで申込み。
エント
リーシート、写真、5分程
度の映像
（または音源）
。

10月2日㈮、
16日㈮、
23日㈮、
30日㈮

締め
切り
注意
事項

問合せ

8月26日
（水）
必着

応募者多数の場合は抽選。
抽選結果は9月上旬にお知らせいたします。

・本講座は公開収録を行い、後日インターネットで公
開を予定しております。
受講者が映りこむ場合がありますのでご了承の上、
ご応募ください。
かわさきジャズ実行委員会 事務局
（平日10時〜17時）

☎044-223-8623
かわさきジャズ

検 索

※今後の新型コロナウイルス感染症状況により、中止や変更となる可能性がありますので、最新情報はHPでご確認ください。
＊
『プチマガ』
は、
市役所及び各区公共施設のほか、
ミューザ川崎シンフォニーホール、
川崎市内の鉄道の主な駅やシティホテル、
理・美容組合加盟店、
一部のスーパーマーケット、
郵便局、
JAセレサ川崎、
川崎信用金庫の各店舗などで入手できます。

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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4月よりリニューアルしたおんまちホームページを活用しよう！
！
■目的から探す

■情報の種類から
探す

何をしたいか、
したいイラストを
クリック！
！

何を知りたいか、
知りたい情報は
こちらから
！
！

■イベント登録では…
2つのプランが登場！表示方法が新しくなり、登録時に選べます。

●標準プラン→掲載無料

（見てもらいやすい位置にくるのは開催日の1週間前くらいから）

●プレミアムプラン→掲載料1ヶ月3,000円
（トップページ等で表示し続ける固定枠）

■かわさきのオケイコ♪が新登場！
！市内の音楽
関係の教室情報を募集中！
ピアノ・ヴァイオリン・ギター・ダンス・バレエなど、
川崎のおけいこ情報ポータルサイトを目指します！
！
HPよりお問合せください。

掲載したい方は
こちらから

お気軽に お問合せください！ 問合せ／
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会 ☎044-544-9641

第119回

東京交響楽団支援のお願い

川崎市定期能
～観世流～

振替公演

2020年8月22日（土）
能「二人静」
（撮影：前島吉裕）

̶3月14日の振替公演̶

【第1部】
12:30開場 13：00開演
狂言「佐渡狐」山本 則重 ＊出演者が変更になりました。
能「弱法師」観世 恭秀
【第2部】
15:30開場 16：00開演 ＊振替前と時間が異なります。
狂言「長光」山本 泰太郎 ＊出演者が変更になりました。
能「二人静 立出之一声」田邉 哲久

新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、多く
の演奏会が中止となりま
した。川崎市フランチャイ
ズオーケストラ東京交響
楽団も困難な状況にあり
ます。川崎市の文化芸術
を守るために皆様のご支
援をお願いいたします。

料金／各部4,000円、
U25：各部3,000円＊25歳以下の方。脇正面、中正面エリアのみ選択可。
チケット発売日／7月下旬予定
（決まり次第ホームページにてお知らせします）

出演者による事前講座

支援 ・オンライン決済
方法 ・銀行振込
詳細はお問合せください。

8月15日（土）10：00〜11：30
（予定）
チケット購入者が対象。料金無料。
チケット取扱
問合せ

ミュ ート ン
チャンネル+

川崎能楽堂 川崎市川崎区日進町1−37
TEL.044 222 7995 FAX.044 222 1995（9:00〜17:00※水曜定休日）

●ご寄附には税制の優遇措置が受けられます。

問合せ／東京交響楽団 支援開拓本部 ☎044-520-1518

自宅で
「音楽のまち・かわさき」
ゆかりの音楽動画配信はじめました！ 観よう
！

ミュートンチャンネル+
STAY HOME

（プラス）

市内で活動する音楽団体やアーティストの映像を配信しています。

・音楽動画も募集中！

動画のURLとタイトルを協議会
（bank@ongakunomachi.jp）
までお送りください。
問合せ／
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会 ☎044-544-9641

■川崎市文化芸術応援チャンネル
【よみぃ】
フラワーパークの温室のど真ん中で無観客コンサート

【川崎のミュージシャン総勢65人が参加】花火〜音楽のまち・かわさき2020〜

【kajii×福本純也】
トルコ行進曲/コラボ ブラジルミックス arranged by Junya Fukumoto

【TAMA STAR SINGERS】星霜（せいそう）
【リモート合唱27人】

＊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。

川崎市にゆかりのある著名人から文化芸術
に触れる機会が制限されるなど困難な状況
にある市民に向けて届けていただいたメッ
セージとパフォーマンスの動画
と、川崎市文化芸術活動奨励
金制度により提供される動画を
配信しています。
問合せ／市民文化振興室 ☎044-200-2029

