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ぴあにしも
Saturday Night JAZZ
9月19日（土）、26日（土）　18：00開場　19：00開演
料金／全席自由　チャージ 2,500円
No Charge LIVE  
9月23日（水）、24日（木）、25日（金）、10月28日（水）
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
Sunday afternoon LIVE 
9月27日（日）　15：00開場　15：30開演
料金／全席自由　チャージ1,500円
会場・問合せ／Public House ぴあにしも
☎044-201-1668

かわさき区ビオラコンサート
10月7日（水）、11月4日（水）　12：10開演 
会場／川崎市役所第3庁舎 1階ロビー
出演／ハンドベル：クララ・ベルリンガーズ（10/7）
東京交響楽団メンバー（11/4）
問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

　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。

お知らせ

はいさいFESTA2020　
9月19日（土）・20日（日）・21日（月・祝）・22日（火・祝）
開催時間未定
会場／チネチッタ通り、ラ チッタデッラ 他
出演／沖縄に縁がある注目の人気アーティスト達が
勢揃い。
問合せ／チッタエンタテイメント　☎044-233-1934

川 崎 区
銀座街バスカーライブ 
毎週土曜・日曜・祝日　13：00開演
会場／川崎駅東口銀座街
問合せ／銀座街愛知ふとん店（小林）
☎044-211-2251

第120回川崎市定期能
9月21日（月）　第1部　12：30開場　13：00開演
 　　  　　　　第2部　15：30開場　16：00開演
曲目／【第1部】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） 
【第2部】狂言「悪坊」山本則秀（大蔵流）、能「女郎花」

9月12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）、鵜澤
光（観世流銕仙会・シテ方）、中野顕正（日本女子大学
学術研究員）
＊チケットご購入者が対象

定期能をより楽しむための事前講座

浅見真州（観世流銕仙会）
料金／全席指定 一般各部 4,000円、U25 各部 3,000円
＊U25は25歳以下の方。脇正面、中正面エリアのみ選択
　可。購入時に生年月日のわかる身分証明書が必要。

会場･問合せ／川崎能楽堂　☎044-222-7995

第12回狂言全集
10月17日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は6ページに

幸 区
かわさきジャズ FRIDAY MUSIC NIGHT
毎週金曜日　①19：00開演　②20：00開演
会場／ホテルメトロポリタン川崎 2階 ロビー
出演／YOKOHAMA JAZZ EGGS 他
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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 託 託児サービスは当面の間休止しております。 ＊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。未…未就学児入場可

★MUZAランチタイムコンサート
　東京交響楽団　麗しのトリオ・ダンシュ
10月5日（月）　12：10開演 
曲目／イベール：トリオのための5つの小品、モーツァルト
（ウーブラドゥ編）：ディヴェルティメント 第1番 他
出演／東京交響楽団トリオ・ダンシュ（オーボエ：荒木
奏美、クラリネット： 吉野亜希菜、ファゴット：福士マリ子）
料金／全席自由 500円
※400席限定　完売の場合、当日券はありません。

東京交響楽団 川崎定期演奏会 
第77回　10月9日（金）　18：00開場　18：30開演
曲目／シェーンベルク：交響詩「ペレアスとメリザンド」、
ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」（演奏会形式・
字幕付き）第1幕
第78回　10月15日（木）　18：00開場　18：30開演
曲目／ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」（演奏
会形式・字幕付き）第2幕／第3幕
出演／指揮：ジョナサン・ノット、トリスタン（テノール）：
ブライアン・レジスター、イゾルデ（ソプラノ）：リサ・リンド
ストローム、ブランゲーネ（メゾソプラノ）：クラウディア・
マーンケ、クルヴェナール（バリトン）：ダニエル・シュムッツ
ハルト、水夫・メロート・牧童（テノール）：アンジェロ・
ポラック、合唱：新国立劇場合唱団（第1幕）、マルケ王
（バス）：ミハイル・ペトレンコ（第2幕＆第3幕）、舵手/
バリトン：髙田智士（第3幕）、演出：彌勒忠史
料金／全席指定 S席14,000円、A席11,000円、B席
9,000円、C席7,000円、P席5,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

モザンビークとソロモン諸島学校支援コンサート
10月16日（金）　17：30開場　18：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／バリトン：宮本史利
料金／全席自由 前売2,500円、当日2,800円、18歳
以下1,000円
＊未就学児の入場は不可。
問合せ／世界平和女性連合神奈川第3連合会チャリティ
コンサート実行委員会
☎044-455-4875

川崎マンドリン倶楽部 第78回定期演奏会
10月31日（土）　13：30 開場　14：00 開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ショスタコービッチ：ジャズ組曲より ワルツ2番 他
出演／指揮：市川雅典、山本小菊、小野寺哲義
問合せ／事務局（田畑）
☎090-4492-0240

★MUZAスペシャル・ナイトコンサート
　渡辺貞夫オーケストラ2020
9月29日（火）　18：00開場　19：00開演 
曲目／当日発表
出演／サクソフォン：渡辺貞夫、Sax Section：吉田治 、
小池修、近藤和彦、竹野昌邦、山本拓夫、Trombone Section：
村田陽一、辻冬樹、奥村晃、山城純子、Trumpet Section：
西村浩二、奥村晶、佐久間勲、松島啓之、Rhythm Section：
小野塚晃 (piano)、粟谷巧 (bass)、竹村一哲 (drums)
料金／全席指定 S席6,500円、A席（舞台後方席） 
5,000円、U25（Aのみ）1,500円

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

※プログラムは変更になる場合がございます。
　新型コロナウイルス感染症予防対策として、連番での
　チケット販売はいたしません。あらかじめご了承ください。
　また、入場時はマスク着用、手指消毒のご協力をお願い
　いたします

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア第82回
9月18日（金）  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 他

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249回例会
＜シューベルト、シューマンに聴く弦楽四重奏曲＞　
9月28日（月）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：小野高弘
第250回例会
＜モーツァルト「オペラの探求と観どころ・聴きどころ」＞ 
10月29日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小澤久生
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

9・10月号の情報は8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11月10日発刊号は、11月11日から1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！（9月18日締め切り）※掲載無料

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第89回　 9月16日(水)　①9：45開場　10：30開演
　　　　　　　　　　　　 ②13：15開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第90回　10月22日(木)　①9：45開場　10：30開演
　　　　　　　　　　　　 ②13：15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、初回の方のみ歌集代
1,100円
※開場時間が状況により変更になる場合がございます。

◇2時間で学ぶ作曲家2020～シューマン～
【第1回「成功への野望、そしてクララとの愛」】
10月3日（土）　13：30開場　14：00開講
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円
小～高校生無料
【第2回「理想の活動を夢みる音楽家の現実～愛と苦悩
のはざまで」（演奏付）】
11月7日（土）　13：30開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／米田かおり
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
小～高校生無料

おとなのコンサートvol.23
9月27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
出演／50歳以上のアマチュア音楽ファンの皆様
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105
※開場時間が状況により変更になる場合がございます。

◇昭和音楽大学オペラ公演2020
　《ドン・ジョヴァンニ》プレ講座
9月20日（日）　13：15開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／講師：小畑恒夫
料金／500円　※小～高校生無料

◇昭和音楽大学オペラ公演2020
　《ドン・ジョヴァンニ》
10月10日(土)、11日(日)　13：00開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
演出／マルコ・ガンディーニ（セミ・ステージ形式）
出演／【10日】程音聡、木村有希、髙橋大、仁戸部桃子、上野
裕之、宮村春樹、來崎寛未【11日】岩美陽大、小田桐貴樹、
今牧香乃、西山広大、朱禹妃、平賀僚太、小野隆伸、米田七海
料金／全席指定 S席4,800円、A席3,800円、B席
2,800円、学生1,000円（B席のみ）

◇音大で学ぶ ! !DTM音楽講座～ジャズ編～
　【オンライン講座】
11月7日（土）　14：00開講
出演／講師：大谷安宏
料金／一般3,000円、高校生以下2,000円
★昭和音楽大学ウェブサイトイベントページよりお申し
　込みください。

◇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（6/27延期公演）
10月24日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／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席のみ)

◇音楽療法講座
　「音楽を通した地域拠点づくり
　～コミュニティ音楽スペースの試み～」
10月18日（日）　13：30開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎1F C102教室
出演／講師：小柳玲子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

大隅智佳子 ソプラノリサイタル
10月31日（土）　18：00開場　18：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
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）
☎044-944-3171

桜井純恵リサイタル
11月1日（日）　12：45開場　13：45開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
出演／桜井純恵、上田早智子、樺山潤一郎
料金／一般3,500円、後援会会員3,000円、子ども
1,500円
問合せ／ミュージック・マーケット
☎044-813-3409

BIG BAND NIGHT
9月12日（土）　15：00開場　15：30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／完全予約制 2,000円
＊大人１人につき未就学児１人まで膝上無料
※その他詳しくはイベント公式ページまで
問合せ／川崎市民プラザ 企画担当
☎044-888-3131

高 津 区

おんまち・みぞのくちライブ
10月17日（土）、11月7日（土）
14：00開演
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
出演／神奈川フィルハーモニー管弦楽団メンバー(11/7)
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

＊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
開催情報および新型コロナウイルス感染症
対策については、昭和音楽大学公式サイト
で確認の上、ご来場ください。

＊必ず事前にお申し込みください。

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）

※未就学児入場不可

★モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」
　～庭師は見た!～
9月19日（土）　15：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」～庭師は
見た!～（全4幕／日本語字幕／イタリア語[一部日本語]
上演／2015制作）
出演／指揮・総監督：井上道義、演出：野田秀樹、アルマ
ヴィーヴァ伯爵：ヴィタリ・ユシュマノフ＊、アルマヴィーヴァ
伯爵夫人：ドルニオク綾乃＊、フィガ郎（フィガロ）：大山
大輔、ケルビーノ：村松稔之＊、マルチェ里奈（マルチェ
リーナ）：森山京子、バルト郎（ドン・バルトロ）：三戸大久、
走り男（バジリオ）：黒田大介、狂っちゃ男（クルツィオ）：
三浦大喜、バルバ里奈（バルバリーナ）：コロンえりか、
庭師アントニ男（アントニオ）：廣川三憲、花娘：藤井玲南、
中川郁文、声楽アンサンブル：藤井玲南、中川郁文、増田弓、
新後閑大介、平本英一、東玄彦、演劇アンサンブル：川原
田樹、菊沢将憲、近藤彩香、佐々木富貴子、末富真由、花島令、
上村聡、的場祐太、合唱：ザ・オペラ・クワイア、管弦楽：東京
交響楽団
＊当初予定のキャストから変更になりました。
料金／全席指定 S席14,000円、A席11,000円、B席
8,000円、C席6,000円、U25（小学生～25歳）：各席半額
※新型コロナウイルス感染症対策に配慮した座席配置を
　実施します。チケットご購入済みのお客様の座席配置を
　行った上で、再販売しています。

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月12日（土）、19日（土）、10月3日（土）、10日（土）、11月
7日（土）、14日（土）　18：00開演 
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
9月23日（水）、10月7日（水）、28日（水）、11月4日（水）、
11日（水）　17：00開場　17：30開演
9月17日（木）、10月15日（木）、29日（木）、11月5日（木）、
12日（木）　18：30開場　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、宵待草 他
出演／ソプラノ：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

公 開 講 座

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第6回　GMQ　尺八コンサート
 9月13日（日）　13：00開場　13：30開演 
曲目／美空ひばり：りんご追分、The Beat les：
Yesterday、岩田卓也：Happy wind
出演／尺八：岩田卓也、大河内淳矢、松村湧太、松下尚暉
第7回　占部智美　フルートコンサート
10月4日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ヴィヴァルディ：ピッコロ協奏曲 RV443 より、林光：
「赤とんぼ」変奏曲、ビゼー：メヌエット～「アルルの女」より
出演／フルート：占部智美、ピアノ：川村沙耶香
第8回　高崎将充　津軽三味線トーク＆ライブ
11月15日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／津軽じょんがら節、津軽おはら節、津軽あいや節
出演／津軽三味線：高崎将充
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、友の会800円、18歳
以下600円

★ホールアドバイザー小川典子企画　
　小川典子ピアノ・リサイタル 
11月7日（土）　12：50開場　14：00開演
＊プレトーク　13：10～13：40
出演／ピアノ：小川典子、音楽評論家：下田幸二（プレトーク）
曲目／ラフマニノフ：「10の前奏曲」作品23から 第1番、
第4番、第5番、第6番、第7番、「13の前奏曲」作品32から 
第7番、第10番、第12番、プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ
第7番、ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」
料金／全席指定 4,000円、Ｕ25（小学生から25歳以下）
1,500円
※招聘を予定していました、イリヤ・ラシュコフスキー氏
　の来日の見通しが立たないため、タイトル・曲目を変更
　して開催します。なお、公演内容変更に伴うチケット
　代金の払い戻しはございません。

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

※公演内容につきましては変更が生じる場合がございます。
　最新の開催情報は公式サイトでご確認ください。

★ミューザ川崎シンフォニーホール&東京交響
　楽団　名曲全集  
第159回　 9月13日（日）　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、プロコフィエフ：交響曲 第5番
出演／指揮：原田慶太楼、ピアノ：鐵百合奈
第160回　10月24日（土）　14：00開演
曲目／J.S.バッハ（ウェーベルン編）：6声のリチェル
カーレ（「音楽の捧げもの」より）、バーバー：ヴァイオリン
協奏曲、ブラームス：交響曲 第4番 
出演／指揮：梅田俊明、ヴァイオリン：川久保賜紀

音楽喫茶inなかはら
10月16日（金）　13：30開場　14：00開演 
会場／溝ノ口カレー
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、行事の歌、青春
時代に歌ったフォークソングや歌謡曲 他
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
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

モーニング&アフタヌーン コンサート
10月16日（金）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演
料金／全席自由 1,000円 （1ドリンク込）　
出演／サクソフォン：山川寛子、バリトン：新見準平、
ピアノ：齋藤亜都沙 
問合せ／カンフェティ
☎0120-240-540、03-6228-1630（平日10時～18時）

未

コスギアート　ラ・ファブリカ2020
9月20日（日）・21日（月・祝）　10：00～18：00
会場／中原市民館
料金／一部費用がかかるものあり。詳しくはオフィシャル
WEBサイトを参照 
問合せ／コスギアート　ラ・ファブリカ実行委員会
☎090-8560-5410

▲カルッツかわさき開館3周年記念　
　オペラ・ガラ・コンサート
　～あの名場面への誘い～
10月3日（土）　14：00開場　15：00開演
曲目／シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」より“侯爵様、
あなたのようなお方は”、ビゼー：歌劇「カルメン」より
“ハバネラ”、ドリーブ：歌劇「ラクメ」より“花の二重唱”、
プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より“誰も寝ては
ならぬ”、レハール：喜歌劇「メリーウィドウ」から“唇は

劇団四季ミュージカル『コーラスライン』
9月24日（木）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 S席9,900円、A席6,600円、B席
3,300円　＊公演当日3歳以上有料。2歳以下入場不可。
※車椅子で観劇を希望の方は、予約前に問合せください。
問合せ／劇団四季　☎0570-008-110

川崎市民交響楽団　第192回定期演奏会
9月20日(日）　14：30開場　15：00開演
曲目／ショスタコーヴィチ：祝典序曲、交響曲第5番、
ハチャトリアン：組曲「仮面舞踏会」
出演／指揮：河上隆介
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル18時～21時）
☎080-1275-1056

▲【カルッツ・オープンハウス】
カルッツ・ファミリー・コンサート
11月3日（火・祝）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　　②12：30開場　13：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／誰もが知っている童謡から本格クラシックまで
出演／ペンタス合奏団（うた：染谷美寿々、中村昭子、
ピアノ：川村沙耶香、フルート：占部智美、ヴァイオリン：
豊田泰子）＊出演者は一部変更となる可能性有。
※0歳から入場可。大人1名につき1名までひざ上無料。   
　席が必要な方は有料。
音楽の森へようこそ！
11月3日（火・祝）　14：30開場　15：00開演
会場／アクトスタジオ
出演／AQUAMUSE（アクアミューズ）（クラリネット：
中村奈央、澤目未樹、小田祐子、山本裕子）
料金／全席自由 一般1,000円、友の会800円、18歳
以下600円(要学生証・身分証明書提示)
Bossa da Culttz （ボッサ・ダ・カルッツ）
11月3日（火・祝） 　16：30開場　17：00開演
曲目／イパネマの娘、彼女はカリオカ 他
出演／ピアノ・オルガン：今井亮太郎、今井亮太郎グループ
（サクソフォン・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：“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、友の会3,200円、18歳
以下2,400円　＊未就学児入場不可

未

音友レコード倶楽部
『軽音楽とジャズを聴くプログラム』
9月20日（日）　13：00開場　13：15開演
会場／川崎市国際交流センター 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）
※参加の際はマスクの持参と入場時の手のアルコール
　消毒をお願いします。
問合せ／音楽好きな友の会　☎090-9398-2889

中 原 区
映像オペラを楽しむ会
【サロメ】（7月例会振替）
9月17日（木）　13：10開場　13：30開演 
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／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」事務局（長澤）
☎03-5724-3312

多 摩 区
第67回たまアトリウムコンサート
10月21日（水）　12：00開演 
会場／多摩区総合庁舎 1階 アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3239

しんゆりジャズスクエア vol.45
9月25日（金）　18：30開場　19：00開演 
会場／川崎市アートセンター
曲目／Take The A Train、In A Mellow Tone、I God it Bad 他
出演／サックス:近藤和彦、ピアノ:守屋純子、トロンボーン：
池田雅明、ベース：安ヵ川大樹、ドラム:小山太郎、トラン
ペット：三上貴大
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
4枚セット券11,000円、障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第71回定期演奏会
10月25日(日）　13：00開場　14：00開演
会場／麻生市民館
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、ミャスコフス
キー：チェロ協奏曲 ハ短調
出演／指揮：田中健、チェロ：伊藤悠貴
料金／1,000円
問合せ／事務局　☎090-2676-4488

未

第143回
あさお芸術のまちグランドコンサート　
～秋空のハーモニー～
9月13日（日）　13：45開場　14：30開演
会場／麻生市民館 
曲目／群青、「土の歌」より大地讃頌、My Way、いのちの
歌、夢をかなえてドラえもん、ハンガリー狂詩曲第2番 他
出演／忘れない～明日に向かって Since3.11合唱団
2020、あさお芸術のまち少年少女合唱団2020、あさお
芸術のまち合奏団、Ya!Voices
第144回あさお芸術のまちコンサート　
ウエルカムコンサート
11月15日（日）　11：45開演
会場／新百合トウェンティワンビル 地下1階 ロビー
出演／ヴァイオリン：小林貴子、フルート：畑澤加代子、
リコーダー：丸山哲郎
ユニヴァーサルコンサート
11月15日（日）　12：30開場　13：30開演
会場／新百合トウェンティワンホール
曲目／遙か、メリーポピンズメドレー～2020、愛の
挨拶、君の瞳に恋している 他
出演／アンサンブル麻生OBOG会、アンサンブルミレー、
Duo Fortuna、Tap in a Jazz
パラアート作品展＆ミニコンサート
11月15日（日）
①12：30開演　②15：00開演
作品展　12：20～
会場／新百合トウェンティワンホール ホワイエ
曲目／もみじ、ふるさと 他
出演／ヴァイオリン：大薗一樹、小林貴子、丸山哲郎
※出演者、曲目等、変更する場合があります。
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5370

麻 生 区

◇文化庁委託事業
　「令和2年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
　日本のオペラ作品をつくる～オペラ創作人材
　育成事業第Ⅲ期　［公開座談会＆演奏会初演］
　新作オペラ《咲く～もう一度、生まれ変わるために》
11月13日（金）　17：00開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
作曲／竹内一樹　台本／宇吹萌
出演／指揮：仲田淳也、独唱：芝野遥香、丹呉由利子、佐藤
みほ、曽我雄一、大塚雄太、合唱：日本オペラ協会、管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／1,000円

◇昭和音楽大学第27回コンチェルト定期演奏会
11月10日（火）　17：30開場　18：30開演 
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
1,000円(A席のみ)

未

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

＊今年度開催中止になったイベント

未

夢こんさぁと
9月17日（木）　11：45開場　12：05開演 
会場／幸市民館 大会議室
出演／木管三重奏団エミリ
10月15日（木）　11：45開場　12：05開演
会場／幸市民館 大会議室
出演／テノール：前川健生、ピアノ：赤松美紀
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

奥平哲也マリンバコンサート
9月13日（日）　①14：30開演　②18：30開演
　  15日（火）　①11：00開演　②14：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／3,000円
問合せ／マリンバ奏楽の森　☎044-533-5389

料金／ミュージックチャージなし、投げ銭方式
問合せ／ホテルメトロポリタン川崎
☎044-533-1111 

みぞげきclassics vol.5
10月12日（月）～17日（土）
＊公演内容・出演者・開演時間・料金等は
　ホームページでご確認ください。
問合せ／カンフェティ
☎0120-240-540、03-6228-1630（平日10時～18時）

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）

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。

 9月26日（土）／ごえん楽市
10月 3日（土）／第79回川崎市制記念
　　　　　　　　多摩川花火大会
10月10日（土）／音楽のまち・かわさき
　　　　　　　　交流会 
10月10日（土）・11日（日）
　　　　　　　／川崎みなとまつり
10月11日（日）／市民吹奏楽祭2020
11月 1日（日）～3日（火・祝）
　　　　　　　／かわさき市民祭り

第161回　11月14日（土）　14：00開演
曲目／矢代秋雄：ピアノ協奏曲、ブルックナー：交響曲 
第6番 
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：小菅優
※5/19以降、いったん発売を停止させていただき、
　感染症対策のための環境整備と調整を行っております。
　詳細はお問合せください。

語らずとも” 他
出演／ソプラノ：三宅理恵、メゾソプラノ：林美智子、
テノール：水口聡、バリトン：岡昭宏、指揮：大井剛史、
管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 SS席5,000円、S席4,000円、A席
3,000円、B席2,000円　＊未就学児入場不可

こんな時でも音楽を楽しめます!
音楽を届けられます!
今だからできるアーティストとファンの
新しい楽しみ方、配信ライブ＆配信用映像
収録を体感しませんか!?
問合せ／溝ノ口劇場　☎044-850-0038

かわさきミュートン
感染予防対策ポスター（A4サイズ）

新品のスタインウェイ D（約2,300万円相当）
で配信ライブ！

溝ノ口劇場配信型ライブのご案内 小黒恵子童謡記念館からの贈り物（動画配信）

音楽イベントの運営に
　　　　　　ご活用ください！

協議会ホームページの「イベント情報」に登録されて
いるイベントでご使用いただけます。
ご希望の方は、協議会（info@ongakunomachi.jp）ま
でご連絡ください。PDFデータをお送りします。
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
　　　　☎044-544-9641

ピアノショールーム『Harmonia』でシンプル配信パッケージ（会場使用料・
ピアノ・調律・カメラ・PA・配信・立会い人
件費）やオプションも豊富です。一流の楽
器とスタッフで。
遮音・調音に適したアクリル円板、「クリア
サウンド・バッフル」を取り扱っております！
飛まつ対策としても使用できますので、
是非ご利用ください。
問合せ／サンフォニックス
　　　　☎044-948-4106

記念館のオルゴールや詩の朗読をホーム
ページでお聞きいただけます。
問合せ／小黒恵子童謡記念館
　　　　☎044-767-9646

ポスターの絵柄一覧はこちら

コロナに負けない!!コロナに負けない!! 市内での音楽活動を応援する情報をお届けします。

子ども向け、
白黒版もあります
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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 託 託児サービスは当面の間休止しております。 ＊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。未…未就学児入場可

★MUZAランチタイムコンサート
　東京交響楽団　麗しのトリオ・ダンシュ
10月5日（月）　12：10開演 
曲目／イベール：トリオのための5つの小品、モーツァルト
（ウーブラドゥ編）：ディヴェルティメント 第1番 他
出演／東京交響楽団トリオ・ダンシュ（オーボエ：荒木
奏美、クラリネット： 吉野亜希菜、ファゴット：福士マリ子）
料金／全席自由 500円
※400席限定　完売の場合、当日券はありません。

東京交響楽団 川崎定期演奏会 
第77回　10月9日（金）　18：00開場　18：30開演
曲目／シェーンベルク：交響詩「ペレアスとメリザンド」、
ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」（演奏会形式・
字幕付き）第1幕
第78回　10月15日（木）　18：00開場　18：30開演
曲目／ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」（演奏
会形式・字幕付き）第2幕／第3幕
出演／指揮：ジョナサン・ノット、トリスタン（テノール）：
ブライアン・レジスター、イゾルデ（ソプラノ）：リサ・リンド
ストローム、ブランゲーネ（メゾソプラノ）：クラウディア・
マーンケ、クルヴェナール（バリトン）：ダニエル・シュムッツ
ハルト、水夫・メロート・牧童（テノール）：アンジェロ・
ポラック、合唱：新国立劇場合唱団（第1幕）、マルケ王
（バス）：ミハイル・ペトレンコ（第2幕＆第3幕）、舵手/
バリトン：髙田智士（第3幕）、演出：彌勒忠史
料金／全席指定 S席14,000円、A席11,000円、B席
9,000円、C席7,000円、P席5,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

モザンビークとソロモン諸島学校支援コンサート
10月16日（金）　17：30開場　18：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／バリトン：宮本史利
料金／全席自由 前売2,500円、当日2,800円、18歳
以下1,000円
＊未就学児の入場は不可。
問合せ／世界平和女性連合神奈川第3連合会チャリティ
コンサート実行委員会
☎044-455-4875

川崎マンドリン倶楽部 第78回定期演奏会
10月31日（土）　13：30 開場　14：00 開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ショスタコービッチ：ジャズ組曲より ワルツ2番 他
出演／指揮：市川雅典、山本小菊、小野寺哲義
問合せ／事務局（田畑）
☎090-4492-0240

★MUZAスペシャル・ナイトコンサート
　渡辺貞夫オーケストラ2020
9月29日（火）　18：00開場　19：00開演 
曲目／当日発表
出演／サクソフォン：渡辺貞夫、Sax Section：吉田治 、
小池修、近藤和彦、竹野昌邦、山本拓夫、Trombone Section：
村田陽一、辻冬樹、奥村晃、山城純子、Trumpet Section：
西村浩二、奥村晶、佐久間勲、松島啓之、Rhythm Section：
小野塚晃 (piano)、粟谷巧 (bass)、竹村一哲 (drums)
料金／全席指定 S席6,500円、A席（舞台後方席） 
5,000円、U25（Aのみ）1,500円

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

※プログラムは変更になる場合がございます。
　新型コロナウイルス感染症予防対策として、連番での
　チケット販売はいたしません。あらかじめご了承ください。
　また、入場時はマスク着用、手指消毒のご協力をお願い
　いたします

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア第82回
9月18日（金）  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 他

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249回例会
＜シューベルト、シューマンに聴く弦楽四重奏曲＞　
9月28日（月）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：小野高弘
第250回例会
＜モーツァルト「オペラの探求と観どころ・聴きどころ」＞ 
10月29日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小澤久生
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

9・10月号の情報は8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11月10日発刊号は、11月11日から1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！（9月18日締め切り）※掲載無料

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第89回　 9月16日(水)　①9：45開場　10：30開演
　　　　　　　　　　　　 ②13：15開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第90回　10月22日(木)　①9：45開場　10：30開演
　　　　　　　　　　　　 ②13：15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、初回の方のみ歌集代
1,100円
※開場時間が状況により変更になる場合がございます。

◇2時間で学ぶ作曲家2020～シューマン～
【第1回「成功への野望、そしてクララとの愛」】
10月3日（土）　13：30開場　14：00開講
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円
小～高校生無料
【第2回「理想の活動を夢みる音楽家の現実～愛と苦悩
のはざまで」（演奏付）】
11月7日（土）　13：30開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／米田かおり
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
小～高校生無料

おとなのコンサートvol.23
9月27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
出演／50歳以上のアマチュア音楽ファンの皆様
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105
※開場時間が状況により変更になる場合がございます。

◇昭和音楽大学オペラ公演2020
　《ドン・ジョヴァンニ》プレ講座
9月20日（日）　13：15開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／講師：小畑恒夫
料金／500円　※小～高校生無料

◇昭和音楽大学オペラ公演2020
　《ドン・ジョヴァンニ》
10月10日(土)、11日(日)　13：00開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
演出／マルコ・ガンディーニ（セミ・ステージ形式）
出演／【10日】程音聡、木村有希、髙橋大、仁戸部桃子、上野
裕之、宮村春樹、來崎寛未【11日】岩美陽大、小田桐貴樹、
今牧香乃、西山広大、朱禹妃、平賀僚太、小野隆伸、米田七海
料金／全席指定 S席4,800円、A席3,800円、B席
2,800円、学生1,000円（B席のみ）

◇音大で学ぶ ! !DTM音楽講座～ジャズ編～
　【オンライン講座】
11月7日（土）　14：00開講
出演／講師：大谷安宏
料金／一般3,000円、高校生以下2,000円
★昭和音楽大学ウェブサイトイベントページよりお申し
　込みください。

◇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（6/27延期公演）
10月24日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／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席のみ)

◇音楽療法講座
　「音楽を通した地域拠点づくり
　～コミュニティ音楽スペースの試み～」
10月18日（日）　13：30開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎1F C102教室
出演／講師：小柳玲子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

大隅智佳子 ソプラノリサイタル
10月31日（土）　18：00開場　18：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
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）
☎044-944-3171

桜井純恵リサイタル
11月1日（日）　12：45開場　13：45開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
出演／桜井純恵、上田早智子、樺山潤一郎
料金／一般3,500円、後援会会員3,000円、子ども
1,500円
問合せ／ミュージック・マーケット
☎044-813-3409

BIG BAND NIGHT
9月12日（土）　15：00開場　15：30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／完全予約制 2,000円
＊大人１人につき未就学児１人まで膝上無料
※その他詳しくはイベント公式ページまで
問合せ／川崎市民プラザ 企画担当
☎044-888-3131

高 津 区

おんまち・みぞのくちライブ
10月17日（土）、11月7日（土）
14：00開演
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
出演／神奈川フィルハーモニー管弦楽団メンバー(11/7)
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

＊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
開催情報および新型コロナウイルス感染症
対策については、昭和音楽大学公式サイト
で確認の上、ご来場ください。

＊必ず事前にお申し込みください。

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）

※未就学児入場不可

★モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」
　～庭師は見た!～
9月19日（土）　15：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」～庭師は
見た!～（全4幕／日本語字幕／イタリア語[一部日本語]
上演／2015制作）
出演／指揮・総監督：井上道義、演出：野田秀樹、アルマ
ヴィーヴァ伯爵：ヴィタリ・ユシュマノフ＊、アルマヴィーヴァ
伯爵夫人：ドルニオク綾乃＊、フィガ郎（フィガロ）：大山
大輔、ケルビーノ：村松稔之＊、マルチェ里奈（マルチェ
リーナ）：森山京子、バルト郎（ドン・バルトロ）：三戸大久、
走り男（バジリオ）：黒田大介、狂っちゃ男（クルツィオ）：
三浦大喜、バルバ里奈（バルバリーナ）：コロンえりか、
庭師アントニ男（アントニオ）：廣川三憲、花娘：藤井玲南、
中川郁文、声楽アンサンブル：藤井玲南、中川郁文、増田弓、
新後閑大介、平本英一、東玄彦、演劇アンサンブル：川原
田樹、菊沢将憲、近藤彩香、佐々木富貴子、末富真由、花島令、
上村聡、的場祐太、合唱：ザ・オペラ・クワイア、管弦楽：東京
交響楽団
＊当初予定のキャストから変更になりました。
料金／全席指定 S席14,000円、A席11,000円、B席
8,000円、C席6,000円、U25（小学生～25歳）：各席半額
※新型コロナウイルス感染症対策に配慮した座席配置を
　実施します。チケットご購入済みのお客様の座席配置を
　行った上で、再販売しています。

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月12日（土）、19日（土）、10月3日（土）、10日（土）、11月
7日（土）、14日（土）　18：00開演 
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
9月23日（水）、10月7日（水）、28日（水）、11月4日（水）、
11日（水）　17：00開場　17：30開演
9月17日（木）、10月15日（木）、29日（木）、11月5日（木）、
12日（木）　18：30開場　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、宵待草 他
出演／ソプラノ：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

公 開 講 座

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第6回　GMQ　尺八コンサート
 9月13日（日）　13：00開場　13：30開演 
曲目／美空ひばり：りんご追分、The Beat les：
Yesterday、岩田卓也：Happy wind
出演／尺八：岩田卓也、大河内淳矢、松村湧太、松下尚暉
第7回　占部智美　フルートコンサート
10月4日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ヴィヴァルディ：ピッコロ協奏曲 RV443 より、林光：
「赤とんぼ」変奏曲、ビゼー：メヌエット～「アルルの女」より
出演／フルート：占部智美、ピアノ：川村沙耶香
第8回　高崎将充　津軽三味線トーク＆ライブ
11月15日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／津軽じょんがら節、津軽おはら節、津軽あいや節
出演／津軽三味線：高崎将充
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、友の会800円、18歳
以下600円

★ホールアドバイザー小川典子企画　
　小川典子ピアノ・リサイタル 
11月7日（土）　12：50開場　14：00開演
＊プレトーク　13：10～13：40
出演／ピアノ：小川典子、音楽評論家：下田幸二（プレトーク）
曲目／ラフマニノフ：「10の前奏曲」作品23から 第1番、
第4番、第5番、第6番、第7番、「13の前奏曲」作品32から 
第7番、第10番、第12番、プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ
第7番、ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」
料金／全席指定 4,000円、Ｕ25（小学生から25歳以下）
1,500円
※招聘を予定していました、イリヤ・ラシュコフスキー氏
　の来日の見通しが立たないため、タイトル・曲目を変更
　して開催します。なお、公演内容変更に伴うチケット
　代金の払い戻しはございません。

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

※公演内容につきましては変更が生じる場合がございます。
　最新の開催情報は公式サイトでご確認ください。

★ミューザ川崎シンフォニーホール&東京交響
　楽団　名曲全集  
第159回　 9月13日（日）　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、プロコフィエフ：交響曲 第5番
出演／指揮：原田慶太楼、ピアノ：鐵百合奈
第160回　10月24日（土）　14：00開演
曲目／J.S.バッハ（ウェーベルン編）：6声のリチェル
カーレ（「音楽の捧げもの」より）、バーバー：ヴァイオリン
協奏曲、ブラームス：交響曲 第4番 
出演／指揮：梅田俊明、ヴァイオリン：川久保賜紀

音楽喫茶inなかはら
10月16日（金）　13：30開場　14：00開演 
会場／溝ノ口カレー
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、行事の歌、青春
時代に歌ったフォークソングや歌謡曲 他
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
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

モーニング&アフタヌーン コンサート
10月16日（金）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演
料金／全席自由 1,000円 （1ドリンク込）　
出演／サクソフォン：山川寛子、バリトン：新見準平、
ピアノ：齋藤亜都沙 
問合せ／カンフェティ
☎0120-240-540、03-6228-1630（平日10時～18時）

未

コスギアート　ラ・ファブリカ2020
9月20日（日）・21日（月・祝）　10：00～18：00
会場／中原市民館
料金／一部費用がかかるものあり。詳しくはオフィシャル
WEBサイトを参照 
問合せ／コスギアート　ラ・ファブリカ実行委員会
☎090-8560-5410

▲カルッツかわさき開館3周年記念　
　オペラ・ガラ・コンサート
　～あの名場面への誘い～
10月3日（土）　14：00開場　15：00開演
曲目／シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」より“侯爵様、
あなたのようなお方は”、ビゼー：歌劇「カルメン」より
“ハバネラ”、ドリーブ：歌劇「ラクメ」より“花の二重唱”、
プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より“誰も寝ては
ならぬ”、レハール：喜歌劇「メリーウィドウ」から“唇は

劇団四季ミュージカル『コーラスライン』
9月24日（木）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 S席9,900円、A席6,600円、B席
3,300円　＊公演当日3歳以上有料。2歳以下入場不可。
※車椅子で観劇を希望の方は、予約前に問合せください。
問合せ／劇団四季　☎0570-008-110

川崎市民交響楽団　第192回定期演奏会
9月20日(日）　14：30開場　15：00開演
曲目／ショスタコーヴィチ：祝典序曲、交響曲第5番、
ハチャトリアン：組曲「仮面舞踏会」
出演／指揮：河上隆介
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル18時～21時）
☎080-1275-1056

▲【カルッツ・オープンハウス】
カルッツ・ファミリー・コンサート
11月3日（火・祝）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　　②12：30開場　13：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／誰もが知っている童謡から本格クラシックまで
出演／ペンタス合奏団（うた：染谷美寿々、中村昭子、
ピアノ：川村沙耶香、フルート：占部智美、ヴァイオリン：
豊田泰子）＊出演者は一部変更となる可能性有。
※0歳から入場可。大人1名につき1名までひざ上無料。   
　席が必要な方は有料。
音楽の森へようこそ！
11月3日（火・祝）　14：30開場　15：00開演
会場／アクトスタジオ
出演／AQUAMUSE（アクアミューズ）（クラリネット：
中村奈央、澤目未樹、小田祐子、山本裕子）
料金／全席自由 一般1,000円、友の会800円、18歳
以下600円(要学生証・身分証明書提示)
Bossa da Culttz （ボッサ・ダ・カルッツ）
11月3日（火・祝） 　16：30開場　17：00開演
曲目／イパネマの娘、彼女はカリオカ 他
出演／ピアノ・オルガン：今井亮太郎、今井亮太郎グループ
（サクソフォン・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：“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、友の会3,200円、18歳
以下2,400円　＊未就学児入場不可

未

音友レコード倶楽部
『軽音楽とジャズを聴くプログラム』
9月20日（日）　13：00開場　13：15開演
会場／川崎市国際交流センター 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）
※参加の際はマスクの持参と入場時の手のアルコール
　消毒をお願いします。
問合せ／音楽好きな友の会　☎090-9398-2889

中 原 区
映像オペラを楽しむ会
【サロメ】（7月例会振替）
9月17日（木）　13：10開場　13：30開演 
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／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」事務局（長澤）
☎03-5724-3312

多 摩 区
第67回たまアトリウムコンサート
10月21日（水）　12：00開演 
会場／多摩区総合庁舎 1階 アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3239

しんゆりジャズスクエア vol.45
9月25日（金）　18：30開場　19：00開演 
会場／川崎市アートセンター
曲目／Take The A Train、In A Mellow Tone、I God it Bad 他
出演／サックス:近藤和彦、ピアノ:守屋純子、トロンボーン：
池田雅明、ベース：安ヵ川大樹、ドラム:小山太郎、トラン
ペット：三上貴大
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
4枚セット券11,000円、障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第71回定期演奏会
10月25日(日）　13：00開場　14：00開演
会場／麻生市民館
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、ミャスコフス
キー：チェロ協奏曲 ハ短調
出演／指揮：田中健、チェロ：伊藤悠貴
料金／1,000円
問合せ／事務局　☎090-2676-4488

未

第143回
あさお芸術のまちグランドコンサート　
～秋空のハーモニー～
9月13日（日）　13：45開場　14：30開演
会場／麻生市民館 
曲目／群青、「土の歌」より大地讃頌、My Way、いのちの
歌、夢をかなえてドラえもん、ハンガリー狂詩曲第2番 他
出演／忘れない～明日に向かって Since3.11合唱団
2020、あさお芸術のまち少年少女合唱団2020、あさお
芸術のまち合奏団、Ya!Voices
第144回あさお芸術のまちコンサート　
ウエルカムコンサート
11月15日（日）　11：45開演
会場／新百合トウェンティワンビル 地下1階 ロビー
出演／ヴァイオリン：小林貴子、フルート：畑澤加代子、
リコーダー：丸山哲郎
ユニヴァーサルコンサート
11月15日（日）　12：30開場　13：30開演
会場／新百合トウェンティワンホール
曲目／遙か、メリーポピンズメドレー～2020、愛の
挨拶、君の瞳に恋している 他
出演／アンサンブル麻生OBOG会、アンサンブルミレー、
Duo Fortuna、Tap in a Jazz
パラアート作品展＆ミニコンサート
11月15日（日）
①12：30開演　②15：00開演
作品展　12：20～
会場／新百合トウェンティワンホール ホワイエ
曲目／もみじ、ふるさと 他
出演／ヴァイオリン：大薗一樹、小林貴子、丸山哲郎
※出演者、曲目等、変更する場合があります。
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5370

麻 生 区

◇文化庁委託事業
　「令和2年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
　日本のオペラ作品をつくる～オペラ創作人材
　育成事業第Ⅲ期　［公開座談会＆演奏会初演］
　新作オペラ《咲く～もう一度、生まれ変わるために》
11月13日（金）　17：00開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
作曲／竹内一樹　台本／宇吹萌
出演／指揮：仲田淳也、独唱：芝野遥香、丹呉由利子、佐藤
みほ、曽我雄一、大塚雄太、合唱：日本オペラ協会、管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／1,000円

◇昭和音楽大学第27回コンチェルト定期演奏会
11月10日（火）　17：30開場　18：30開演 
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
1,000円(A席のみ)

未

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

＊今年度開催中止になったイベント

未

夢こんさぁと
9月17日（木）　11：45開場　12：05開演 
会場／幸市民館 大会議室
出演／木管三重奏団エミリ
10月15日（木）　11：45開場　12：05開演
会場／幸市民館 大会議室
出演／テノール：前川健生、ピアノ：赤松美紀
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

奥平哲也マリンバコンサート
9月13日（日）　①14：30開演　②18：30開演
　  15日（火）　①11：00開演　②14：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／3,000円
問合せ／マリンバ奏楽の森　☎044-533-5389

料金／ミュージックチャージなし、投げ銭方式
問合せ／ホテルメトロポリタン川崎
☎044-533-1111 

みぞげきclassics vol.5
10月12日（月）～17日（土）
＊公演内容・出演者・開演時間・料金等は
　ホームページでご確認ください。
問合せ／カンフェティ
☎0120-240-540、03-6228-1630（平日10時～18時）

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）

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。

 9月26日（土）／ごえん楽市
10月 3日（土）／第79回川崎市制記念
　　　　　　　　多摩川花火大会
10月10日（土）／音楽のまち・かわさき
　　　　　　　　交流会 
10月10日（土）・11日（日）
　　　　　　　／川崎みなとまつり
10月11日（日）／市民吹奏楽祭2020
11月 1日（日）～3日（火・祝）
　　　　　　　／かわさき市民祭り

第161回　11月14日（土）　14：00開演
曲目／矢代秋雄：ピアノ協奏曲、ブルックナー：交響曲 
第6番 
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：小菅優
※5/19以降、いったん発売を停止させていただき、
　感染症対策のための環境整備と調整を行っております。
　詳細はお問合せください。

語らずとも” 他
出演／ソプラノ：三宅理恵、メゾソプラノ：林美智子、
テノール：水口聡、バリトン：岡昭宏、指揮：大井剛史、
管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 SS席5,000円、S席4,000円、A席
3,000円、B席2,000円　＊未就学児入場不可

こんな時でも音楽を楽しめます!
音楽を届けられます!
今だからできるアーティストとファンの
新しい楽しみ方、配信ライブ＆配信用映像
収録を体感しませんか!?
問合せ／溝ノ口劇場　☎044-850-0038

かわさきミュートン
感染予防対策ポスター（A4サイズ）

新品のスタインウェイ D（約2,300万円相当）
で配信ライブ！

溝ノ口劇場配信型ライブのご案内 小黒恵子童謡記念館からの贈り物（動画配信）

音楽イベントの運営に
　　　　　　ご活用ください！

協議会ホームページの「イベント情報」に登録されて
いるイベントでご使用いただけます。
ご希望の方は、協議会（info@ongakunomachi.jp）ま
でご連絡ください。PDFデータをお送りします。
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
　　　　☎044-544-9641

ピアノショールーム『Harmonia』でシンプル配信パッケージ（会場使用料・
ピアノ・調律・カメラ・PA・配信・立会い人
件費）やオプションも豊富です。一流の楽
器とスタッフで。
遮音・調音に適したアクリル円板、「クリア
サウンド・バッフル」を取り扱っております！
飛まつ対策としても使用できますので、
是非ご利用ください。
問合せ／サンフォニックス
　　　　☎044-948-4106

記念館のオルゴールや詩の朗読をホーム
ページでお聞きいただけます。
問合せ／小黒恵子童謡記念館
　　　　☎044-767-9646

ポスターの絵柄一覧はこちら

コロナに負けない!!コロナに負けない!! 市内での音楽活動を応援する情報をお届けします。

子ども向け、
白黒版もあります



̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶〈2〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶ 〈3〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶ 〈4〉

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 託 託児サービスは当面の間休止しております。 ＊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。未…未就学児入場可

★MUZAランチタイムコンサート
　東京交響楽団　麗しのトリオ・ダンシュ
10月5日（月）　12：10開演 
曲目／イベール：トリオのための5つの小品、モーツァルト
（ウーブラドゥ編）：ディヴェルティメント 第1番 他
出演／東京交響楽団トリオ・ダンシュ（オーボエ：荒木
奏美、クラリネット： 吉野亜希菜、ファゴット：福士マリ子）
料金／全席自由 500円
※400席限定　完売の場合、当日券はありません。

東京交響楽団 川崎定期演奏会 
第77回　10月9日（金）　18：00開場　18：30開演
曲目／シェーンベルク：交響詩「ペレアスとメリザンド」、
ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」（演奏会形式・
字幕付き）第1幕
第78回　10月15日（木）　18：00開場　18：30開演
曲目／ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」（演奏
会形式・字幕付き）第2幕／第3幕
出演／指揮：ジョナサン・ノット、トリスタン（テノール）：
ブライアン・レジスター、イゾルデ（ソプラノ）：リサ・リンド
ストローム、ブランゲーネ（メゾソプラノ）：クラウディア・
マーンケ、クルヴェナール（バリトン）：ダニエル・シュムッツ
ハルト、水夫・メロート・牧童（テノール）：アンジェロ・
ポラック、合唱：新国立劇場合唱団（第1幕）、マルケ王
（バス）：ミハイル・ペトレンコ（第2幕＆第3幕）、舵手/
バリトン：髙田智士（第3幕）、演出：彌勒忠史
料金／全席指定 S席14,000円、A席11,000円、B席
9,000円、C席7,000円、P席5,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

モザンビークとソロモン諸島学校支援コンサート
10月16日（金）　17：30開場　18：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
出演／バリトン：宮本史利
料金／全席自由 前売2,500円、当日2,800円、18歳
以下1,000円
＊未就学児の入場は不可。
問合せ／世界平和女性連合神奈川第3連合会チャリティ
コンサート実行委員会
☎044-455-4875

川崎マンドリン倶楽部 第78回定期演奏会
10月31日（土）　13：30 開場　14：00 開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ショスタコービッチ：ジャズ組曲より ワルツ2番 他
出演／指揮：市川雅典、山本小菊、小野寺哲義
問合せ／事務局（田畑）
☎090-4492-0240

★MUZAスペシャル・ナイトコンサート
　渡辺貞夫オーケストラ2020
9月29日（火）　18：00開場　19：00開演 
曲目／当日発表
出演／サクソフォン：渡辺貞夫、Sax Section：吉田治 、
小池修、近藤和彦、竹野昌邦、山本拓夫、Trombone Section：
村田陽一、辻冬樹、奥村晃、山城純子、Trumpet Section：
西村浩二、奥村晶、佐久間勲、松島啓之、Rhythm Section：
小野塚晃 (piano)、粟谷巧 (bass)、竹村一哲 (drums)
料金／全席指定 S席6,500円、A席（舞台後方席） 
5,000円、U25（Aのみ）1,500円

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

※プログラムは変更になる場合がございます。
　新型コロナウイルス感染症予防対策として、連番での
　チケット販売はいたしません。あらかじめご了承ください。
　また、入場時はマスク着用、手指消毒のご協力をお願い
　いたします

★東響ミニコンサート
　in ミューザガレリア第82回
9月18日（金）  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 他

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249回例会
＜シューベルト、シューマンに聴く弦楽四重奏曲＞　
9月28日（月）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：小野高弘
第250回例会
＜モーツァルト「オペラの探求と観どころ・聴きどころ」＞ 
10月29日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小澤久生
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

9・10月号の情報は8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11月10日発刊号は、11月11日から1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！（9月18日締め切り）※掲載無料

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第89回　 9月16日(水)　①9：45開場　10：30開演
　　　　　　　　　　　　 ②13：15開場　14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第90回　10月22日(木)　①9：45開場　10：30開演
　　　　　　　　　　　　 ②13：15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、初回の方のみ歌集代
1,100円
※開場時間が状況により変更になる場合がございます。

◇2時間で学ぶ作曲家2020～シューマン～
【第1回「成功への野望、そしてクララとの愛」】
10月3日（土）　13：30開場　14：00開講
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円
小～高校生無料
【第2回「理想の活動を夢みる音楽家の現実～愛と苦悩
のはざまで」（演奏付）】
11月7日（土）　13：30開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／米田かおり
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
小～高校生無料

おとなのコンサートvol.23
9月27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
出演／50歳以上のアマチュア音楽ファンの皆様
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105
※開場時間が状況により変更になる場合がございます。

◇昭和音楽大学オペラ公演2020
　《ドン・ジョヴァンニ》プレ講座
9月20日（日）　13：15開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／講師：小畑恒夫
料金／500円　※小～高校生無料

◇昭和音楽大学オペラ公演2020
　《ドン・ジョヴァンニ》
10月10日(土)、11日(日)　13：00開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
演出／マルコ・ガンディーニ（セミ・ステージ形式）
出演／【10日】程音聡、木村有希、髙橋大、仁戸部桃子、上野
裕之、宮村春樹、來崎寛未【11日】岩美陽大、小田桐貴樹、
今牧香乃、西山広大、朱禹妃、平賀僚太、小野隆伸、米田七海
料金／全席指定 S席4,800円、A席3,800円、B席
2,800円、学生1,000円（B席のみ）

◇音大で学ぶ ! !DTM音楽講座～ジャズ編～
　【オンライン講座】
11月7日（土）　14：00開講
出演／講師：大谷安宏
料金／一般3,000円、高校生以下2,000円
★昭和音楽大学ウェブサイトイベントページよりお申し
　込みください。

◇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（6/27延期公演）
10月24日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／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席のみ)

◇音楽療法講座
　「音楽を通した地域拠点づくり
　～コミュニティ音楽スペースの試み～」
10月18日（日）　13：30開場　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎1F C102教室
出演／講師：小柳玲子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

大隅智佳子 ソプラノリサイタル
10月31日（土）　18：00開場　18：30開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
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）
☎044-944-3171

桜井純恵リサイタル
11月1日（日）　12：45開場　13：45開演
会場／高津市民館（ノクティホール）
出演／桜井純恵、上田早智子、樺山潤一郎
料金／一般3,500円、後援会会員3,000円、子ども
1,500円
問合せ／ミュージック・マーケット
☎044-813-3409

BIG BAND NIGHT
9月12日（土）　15：00開場　15：30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／完全予約制 2,000円
＊大人１人につき未就学児１人まで膝上無料
※その他詳しくはイベント公式ページまで
問合せ／川崎市民プラザ 企画担当
☎044-888-3131

高 津 区

おんまち・みぞのくちライブ
10月17日（土）、11月7日（土）
14：00開演
会場／ノクティ2 丸井2階エントランス前
出演／神奈川フィルハーモニー管弦楽団メンバー(11/7)
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

＊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
開催情報および新型コロナウイルス感染症
対策については、昭和音楽大学公式サイト
で確認の上、ご来場ください。

＊必ず事前にお申し込みください。

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）

※未就学児入場不可

★モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」
　～庭師は見た!～
9月19日（土）　15：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」～庭師は
見た!～（全4幕／日本語字幕／イタリア語[一部日本語]
上演／2015制作）
出演／指揮・総監督：井上道義、演出：野田秀樹、アルマ
ヴィーヴァ伯爵：ヴィタリ・ユシュマノフ＊、アルマヴィーヴァ
伯爵夫人：ドルニオク綾乃＊、フィガ郎（フィガロ）：大山
大輔、ケルビーノ：村松稔之＊、マルチェ里奈（マルチェ
リーナ）：森山京子、バルト郎（ドン・バルトロ）：三戸大久、
走り男（バジリオ）：黒田大介、狂っちゃ男（クルツィオ）：
三浦大喜、バルバ里奈（バルバリーナ）：コロンえりか、
庭師アントニ男（アントニオ）：廣川三憲、花娘：藤井玲南、
中川郁文、声楽アンサンブル：藤井玲南、中川郁文、増田弓、
新後閑大介、平本英一、東玄彦、演劇アンサンブル：川原
田樹、菊沢将憲、近藤彩香、佐々木富貴子、末富真由、花島令、
上村聡、的場祐太、合唱：ザ・オペラ・クワイア、管弦楽：東京
交響楽団
＊当初予定のキャストから変更になりました。
料金／全席指定 S席14,000円、A席11,000円、B席
8,000円、C席6,000円、U25（小学生～25歳）：各席半額
※新型コロナウイルス感染症対策に配慮した座席配置を
　実施します。チケットご購入済みのお客様の座席配置を
　行った上で、再販売しています。

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月12日（土）、19日（土）、10月3日（土）、10日（土）、11月
7日（土）、14日（土）　18：00開演 
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
9月23日（水）、10月7日（水）、28日（水）、11月4日（水）、
11日（水）　17：00開場　17：30開演
9月17日（木）、10月15日（木）、29日（木）、11月5日（木）、
12日（木）　18：30開場　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、宵待草 他
出演／ソプラノ：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

公 開 講 座

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第6回　GMQ　尺八コンサート
 9月13日（日）　13：00開場　13：30開演 
曲目／美空ひばり：りんご追分、The Beat les：
Yesterday、岩田卓也：Happy wind
出演／尺八：岩田卓也、大河内淳矢、松村湧太、松下尚暉
第7回　占部智美　フルートコンサート
10月4日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ヴィヴァルディ：ピッコロ協奏曲 RV443 より、林光：
「赤とんぼ」変奏曲、ビゼー：メヌエット～「アルルの女」より
出演／フルート：占部智美、ピアノ：川村沙耶香
第8回　高崎将充　津軽三味線トーク＆ライブ
11月15日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／津軽じょんがら節、津軽おはら節、津軽あいや節
出演／津軽三味線：高崎将充
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、友の会800円、18歳
以下600円

★ホールアドバイザー小川典子企画　
　小川典子ピアノ・リサイタル 
11月7日（土）　12：50開場　14：00開演
＊プレトーク　13：10～13：40
出演／ピアノ：小川典子、音楽評論家：下田幸二（プレトーク）
曲目／ラフマニノフ：「10の前奏曲」作品23から 第1番、
第4番、第5番、第6番、第7番、「13の前奏曲」作品32から 
第7番、第10番、第12番、プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ
第7番、ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」
料金／全席指定 4,000円、Ｕ25（小学生から25歳以下）
1,500円
※招聘を予定していました、イリヤ・ラシュコフスキー氏
　の来日の見通しが立たないため、タイトル・曲目を変更
　して開催します。なお、公演内容変更に伴うチケット
　代金の払い戻しはございません。

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

※公演内容につきましては変更が生じる場合がございます。
　最新の開催情報は公式サイトでご確認ください。

★ミューザ川崎シンフォニーホール&東京交響
　楽団　名曲全集  
第159回　 9月13日（日）　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、プロコフィエフ：交響曲 第5番
出演／指揮：原田慶太楼、ピアノ：鐵百合奈
第160回　10月24日（土）　14：00開演
曲目／J.S.バッハ（ウェーベルン編）：6声のリチェル
カーレ（「音楽の捧げもの」より）、バーバー：ヴァイオリン
協奏曲、ブラームス：交響曲 第4番 
出演／指揮：梅田俊明、ヴァイオリン：川久保賜紀

音楽喫茶inなかはら
10月16日（金）　13：30開場　14：00開演 
会場／溝ノ口カレー
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、行事の歌、青春
時代に歌ったフォークソングや歌謡曲 他
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
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

モーニング&アフタヌーン コンサート
10月16日（金）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演
料金／全席自由 1,000円 （1ドリンク込）　
出演／サクソフォン：山川寛子、バリトン：新見準平、
ピアノ：齋藤亜都沙 
問合せ／カンフェティ
☎0120-240-540、03-6228-1630（平日10時～18時）

未

コスギアート　ラ・ファブリカ2020
9月20日（日）・21日（月・祝）　10：00～18：00
会場／中原市民館
料金／一部費用がかかるものあり。詳しくはオフィシャル
WEBサイトを参照 
問合せ／コスギアート　ラ・ファブリカ実行委員会
☎090-8560-5410

▲カルッツかわさき開館3周年記念　
　オペラ・ガラ・コンサート
　～あの名場面への誘い～
10月3日（土）　14：00開場　15：00開演
曲目／シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」より“侯爵様、
あなたのようなお方は”、ビゼー：歌劇「カルメン」より
“ハバネラ”、ドリーブ：歌劇「ラクメ」より“花の二重唱”、
プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より“誰も寝ては
ならぬ”、レハール：喜歌劇「メリーウィドウ」から“唇は

劇団四季ミュージカル『コーラスライン』
9月24日（木）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 S席9,900円、A席6,600円、B席
3,300円　＊公演当日3歳以上有料。2歳以下入場不可。
※車椅子で観劇を希望の方は、予約前に問合せください。
問合せ／劇団四季　☎0570-008-110

川崎市民交響楽団　第192回定期演奏会
9月20日(日）　14：30開場　15：00開演
曲目／ショスタコーヴィチ：祝典序曲、交響曲第5番、
ハチャトリアン：組曲「仮面舞踏会」
出演／指揮：河上隆介
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル18時～21時）
☎080-1275-1056

▲【カルッツ・オープンハウス】
カルッツ・ファミリー・コンサート
11月3日（火・祝）　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　　②12：30開場　13：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／誰もが知っている童謡から本格クラシックまで
出演／ペンタス合奏団（うた：染谷美寿々、中村昭子、
ピアノ：川村沙耶香、フルート：占部智美、ヴァイオリン：
豊田泰子）＊出演者は一部変更となる可能性有。
※0歳から入場可。大人1名につき1名までひざ上無料。   
　席が必要な方は有料。
音楽の森へようこそ！
11月3日（火・祝）　14：30開場　15：00開演
会場／アクトスタジオ
出演／AQUAMUSE（アクアミューズ）（クラリネット：
中村奈央、澤目未樹、小田祐子、山本裕子）
料金／全席自由 一般1,000円、友の会800円、18歳
以下600円(要学生証・身分証明書提示)
Bossa da Culttz （ボッサ・ダ・カルッツ）
11月3日（火・祝） 　16：30開場　17：00開演
曲目／イパネマの娘、彼女はカリオカ 他
出演／ピアノ・オルガン：今井亮太郎、今井亮太郎グループ
（サクソフォン・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：“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、友の会3,200円、18歳
以下2,400円　＊未就学児入場不可

未

音友レコード倶楽部
『軽音楽とジャズを聴くプログラム』
9月20日（日）　13：00開場　13：15開演
会場／川崎市国際交流センター 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）
※参加の際はマスクの持参と入場時の手のアルコール
　消毒をお願いします。
問合せ／音楽好きな友の会　☎090-9398-2889

中 原 区
映像オペラを楽しむ会
【サロメ】（7月例会振替）
9月17日（木）　13：10開場　13：30開演 
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／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」事務局（長澤）
☎03-5724-3312

多 摩 区
第67回たまアトリウムコンサート
10月21日（水）　12：00開演 
会場／多摩区総合庁舎 1階 アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3239

しんゆりジャズスクエア vol.45
9月25日（金）　18：30開場　19：00開演 
会場／川崎市アートセンター
曲目／Take The A Train、In A Mellow Tone、I God it Bad 他
出演／サックス:近藤和彦、ピアノ:守屋純子、トロンボーン：
池田雅明、ベース：安ヵ川大樹、ドラム:小山太郎、トラン
ペット：三上貴大
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
4枚セット券11,000円、障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第71回定期演奏会
10月25日(日）　13：00開場　14：00開演
会場／麻生市民館
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、ミャスコフス
キー：チェロ協奏曲 ハ短調
出演／指揮：田中健、チェロ：伊藤悠貴
料金／1,000円
問合せ／事務局　☎090-2676-4488

未

第143回
あさお芸術のまちグランドコンサート　
～秋空のハーモニー～
9月13日（日）　13：45開場　14：30開演
会場／麻生市民館 
曲目／群青、「土の歌」より大地讃頌、My Way、いのちの
歌、夢をかなえてドラえもん、ハンガリー狂詩曲第2番 他
出演／忘れない～明日に向かって Since3.11合唱団
2020、あさお芸術のまち少年少女合唱団2020、あさお
芸術のまち合奏団、Ya!Voices
第144回あさお芸術のまちコンサート　
ウエルカムコンサート
11月15日（日）　11：45開演
会場／新百合トウェンティワンビル 地下1階 ロビー
出演／ヴァイオリン：小林貴子、フルート：畑澤加代子、
リコーダー：丸山哲郎
ユニヴァーサルコンサート
11月15日（日）　12：30開場　13：30開演
会場／新百合トウェンティワンホール
曲目／遙か、メリーポピンズメドレー～2020、愛の
挨拶、君の瞳に恋している 他
出演／アンサンブル麻生OBOG会、アンサンブルミレー、
Duo Fortuna、Tap in a Jazz
パラアート作品展＆ミニコンサート
11月15日（日）
①12：30開演　②15：00開演
作品展　12：20～
会場／新百合トウェンティワンホール ホワイエ
曲目／もみじ、ふるさと 他
出演／ヴァイオリン：大薗一樹、小林貴子、丸山哲郎
※出演者、曲目等、変更する場合があります。
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5370

麻 生 区

◇文化庁委託事業
　「令和2年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
　日本のオペラ作品をつくる～オペラ創作人材
　育成事業第Ⅲ期　［公開座談会＆演奏会初演］
　新作オペラ《咲く～もう一度、生まれ変わるために》
11月13日（金）　17：00開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
作曲／竹内一樹　台本／宇吹萌
出演／指揮：仲田淳也、独唱：芝野遥香、丹呉由利子、佐藤
みほ、曽我雄一、大塚雄太、合唱：日本オペラ協会、管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／1,000円

◇昭和音楽大学第27回コンチェルト定期演奏会
11月10日（火）　17：30開場　18：30開演 
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
1,000円(A席のみ)

未

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

＊今年度開催中止になったイベント

未

夢こんさぁと
9月17日（木）　11：45開場　12：05開演 
会場／幸市民館 大会議室
出演／木管三重奏団エミリ
10月15日（木）　11：45開場　12：05開演
会場／幸市民館 大会議室
出演／テノール：前川健生、ピアノ：赤松美紀
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

奥平哲也マリンバコンサート
9月13日（日）　①14：30開演　②18：30開演
　  15日（火）　①11：00開演　②14：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／3,000円
問合せ／マリンバ奏楽の森　☎044-533-5389

料金／ミュージックチャージなし、投げ銭方式
問合せ／ホテルメトロポリタン川崎
☎044-533-1111 

みぞげきclassics vol.5
10月12日（月）～17日（土）
＊公演内容・出演者・開演時間・料金等は
　ホームページでご確認ください。
問合せ／カンフェティ
☎0120-240-540、03-6228-1630（平日10時～18時）

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）

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。

 9月26日（土）／ごえん楽市
10月 3日（土）／第79回川崎市制記念
　　　　　　　　多摩川花火大会
10月10日（土）／音楽のまち・かわさき
　　　　　　　　交流会 
10月10日（土）・11日（日）
　　　　　　　／川崎みなとまつり
10月11日（日）／市民吹奏楽祭2020
11月 1日（日）～3日（火・祝）
　　　　　　　／かわさき市民祭り

第161回　11月14日（土）　14：00開演
曲目／矢代秋雄：ピアノ協奏曲、ブルックナー：交響曲 
第6番 
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：小菅優
※5/19以降、いったん発売を停止させていただき、
　感染症対策のための環境整備と調整を行っております。
　詳細はお問合せください。

語らずとも” 他
出演／ソプラノ：三宅理恵、メゾソプラノ：林美智子、
テノール：水口聡、バリトン：岡昭宏、指揮：大井剛史、
管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 SS席5,000円、S席4,000円、A席
3,000円、B席2,000円　＊未就学児入場不可

こんな時でも音楽を楽しめます!
音楽を届けられます!
今だからできるアーティストとファンの
新しい楽しみ方、配信ライブ＆配信用映像
収録を体感しませんか!?
問合せ／溝ノ口劇場　☎044-850-0038

かわさきミュートン
感染予防対策ポスター（A4サイズ）

新品のスタインウェイ D（約2,300万円相当）
で配信ライブ！

溝ノ口劇場配信型ライブのご案内 小黒恵子童謡記念館からの贈り物（動画配信）

音楽イベントの運営に
　　　　　　ご活用ください！

協議会ホームページの「イベント情報」に登録されて
いるイベントでご使用いただけます。
ご希望の方は、協議会（info@ongakunomachi.jp）ま
でご連絡ください。PDFデータをお送りします。
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
　　　　☎044-544-9641

ピアノショールーム『Harmonia』でシンプル配信パッケージ（会場使用料・
ピアノ・調律・カメラ・PA・配信・立会い人
件費）やオプションも豊富です。一流の楽
器とスタッフで。
遮音・調音に適したアクリル円板、「クリア
サウンド・バッフル」を取り扱っております！
飛まつ対策としても使用できますので、
是非ご利用ください。
問合せ／サンフォニックス
　　　　☎044-948-4106

記念館のオルゴールや詩の朗読をホーム
ページでお聞きいただけます。
問合せ／小黒恵子童謡記念館
　　　　☎044-767-9646

ポスターの絵柄一覧はこちら

コロナに負けない!!コロナに負けない!! 市内での音楽活動を応援する情報をお届けします。

子ども向け、
白黒版もあります



Akihiko S
onoda

今年は、各会場で「つながる」を表現する手話でのポーズを『Colors ポーズ』として、出演者
をはじめ、スタッフや観覧者など参加者みんなをつなげます。会場でColorsポーズの写真
を撮らせていただいたり、ご協力いただける皆様からColorsポーズの写真をお送りいただき、
「かわさきジャズ」HPやSNS等で公開します。お楽しみに♪

ジャズは橋を架ける
～今後の新型コロナウイルス感染状況等により、変更または中止になる場合があります～

今年も「かわさきジャズでしか聴けない」公演をラインナップ。ワクワクしながら音楽のまち・かわさきへ。

地域連携プログラム

【MUSIC BRIDGE ／ 音楽公演プログラム】

トピックス

9月18日（金）

川崎競馬
ジャズナイト
（かわさきジャズの冠レースを開催）

11月7日（土） 開演時間調整中 11月10日（火） 19:00開演

本田BAND
出演／本田雅人（sax） 他
料金／調整中

●昭和音楽大学
　テアトロ・ジーリオ・ショウワ

11月8日（日） 開演時間調整中

H ZETTRIO
出演／H ZETTRIO
料金／S席 6,000円、
　　　A席 5,000円、B席 4,000円

●カルッツかわさき

11月9日（月） 19:00開演

ケイコ・リー
in かわさきジャズ
～デビュー25周年記念

チケット発売  9/17（木) かわさきジャズ チケットオンラインにて

出演／ケイコ・リー（vo）、野力泰一（p/key)、岡沢 章（ｂ）、
　　　渡嘉敷祐一（ds）、ゲスト：中牟礼貞則（ｇ）
料金／全席自由 6,000円

出演／則竹裕之（ds）、増崎孝司（ｇ）、
　　　勝田一樹（a sax）、安部 潤(key)、
　　　田中晋吾(b)
料金／全席自由 4,000円

●ラゾーナ川崎 プラザソル

則竹裕之
フュージョン・スペシャル

●ラゾーナ川崎 プラザソル

11月15日（日） 17:00開演

出演／山下洋輔、スガダイロー、
　　　桑原あい、奥田 弦（以上、ピアノ）
　　　ゲスト：平野公崇（a-sax） 他
料金／S席 6,000円、A席 5,000円、B席 4,000円

ジャズピアノ
Battle ジャム

●ミューザ川崎シンフォニーホール

11月11日（水） 19:00開演

出演／細川千尋（ｐ）、
　　　山下 伶（クロマチック･ハーモニカ）、
　　　はたけやま裕（パーカッション）
料金／全席自由 4,000円

Colorful
JAZZ vol.２

●ラゾーナ川崎 プラザソル

11月12日（木） 15:00開演

出演／中川英二郎（tb）、宮本貴奈（ｐ）
　　　青木 研（バンジョー）
料金／全席自由 4,000円

TRAD JAZZ 
COMPANY “Trio”

●ラゾーナ川崎 プラザソル

CLUB CITTA'でも公演予定

11月13日（金） 19:00開演

出演／田辺充邦（g）、西川直人（org）、
　　　井川 晃（ds）、岡 淳（ts）
料金／全席指定3,500円、
         2枚セット6,000円、
         4枚セット11,000円 他
＊かわさきジャズチケットオンラインでは取り扱いなし

主催・問合せ／川崎市アートセンター
　　　　　　 ☎044-955-0107
チケット申込み／エリアブレイン ☎044-954-9990
                     （平日10時～18時）

※時間外は留守番電話対応　9月28日（月）発売

しんゆりジャズスクエア vol.44
「Tribute to WES MONTGOMERY
Legend of Jazz Guitarist」

●川崎市アートセンター アルテリオ小劇場（連携公演）

10月4日（日）

▶Colors ポーズでつながろう！！

KJPF 2020
無料ネット配信
時間：開演12時～20時30分
今年の川崎ジャズプレイヤーズフェスタ（ＫＪＰＦ）は、
ライブハウス 川崎セルビアンナイトから無観客
ライブをネット生配信します！

※かわさきジャズのHPをご覧ください。 ※各日の開演時間等はHPをご覧ください。

10月31日（土）～11月3日（火・祝）

公募スペシャル
ライブ
１０月３１日（土） 生田緑地ばら苑
１１月  １日（日） 川崎ルフロン
１１月  ３日（火・祝） 川崎市民プラザ

10月17日（土）

ジャズクルーズ

無料

かわさきジャズ 検索

ホームページお問合せフォームからお問合せくださいますよう、
ご協力をお願いいたします。

かわさきジャズ
実行委員会事務局０４４-２２３-８６２３問合せ

（①サンセットクルーズ  ②工場夜景クルーズ）
時　　間／①16：15～18：15  ②19：00～21:00
旅行代金／①5,000円　②7,000円
（Go To トラベル支援対象）
※詳細は問合せ先に御連絡ください。ソフトドリンクのみ持込可。
　飲食の提供はありません。

問 合 せ／名鉄観光サービス（観55号）03-5759-8400
　　　　         9月15日（火）9時半から電話かHPで予約開始 詳細は、名鉄観光サービスHPをご覧ください。

〈5〉

＊『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 ̶



川崎市文化芸術活動支援奨励金制度により制作された動画をYouTube
で公開しています。川崎市にゆかりのあるアーティスト達のパフォーマンスを
ぜひご覧下さい。

《親子でエンジョイミュージック》

【子育て×音楽】の情報を
HPとLINEを活用し配信
します。 ●かわさきミュートン

　スタンプラリーLINEの「友だち追加」登録方法
●QRコードの読み込み
●検索でID「＠muton」 ※詳細は「ドレミファ♪ミュートン」ページに掲載

「ドレミファ♪ミュートン」
ページはこちら！

●「ドレミファ♪ミュートン」
　パンフレットを配布中
※詳細は「ドレミファ♪ミュートン」ページに掲載

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会  ☎044-544-9641

問合せ／市民文化振興室　☎044-200-2029

開催予定

第12回

狂言全集
人間のおかしさ、悲しさ、愚かしさ。
狂言の哲学がここにある。

◎チケット取扱･
お問合わせ

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

◎チケット発売
9月11日（金） 午前9時より川崎能楽堂 電話・ホームページにて発売（先着順）
＊残券があれば、翌日以降窓口でも販売します。
＊座席は前後左右を空け、半数の席で販売します。

山本　則俊
山本　則重
山本東次郎（人間国宝）
山本東次郎

「二人大名」
「栗焼」
「船渡聟」
狂言のお話

日時

会場

料金

10月17日（土）14：00開演（13：30開場）
川崎能楽堂

3,000円（全席指定）

「船渡聟」撮影：神田佳明

親子で楽し
める

「音楽のま
ち・

かわさき」
の情報が

パンフレッ
トに！

幼児期に出会う音楽体験は、心を豊かにし自己
肯定感や共感力を高めます。子どもたちの心をはぐくむ
音楽に出会えるきっかけとなる、「音楽のまち・かわさき」
の多用な音楽情報を発信しています。

〈6〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶




