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詳しいイベント情報は
検 索
音楽のまち
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作詞・作曲にチャレン

おんまちのHPには動画コンテンツが色々あるよ！
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
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122回川崎市定期能

3月20日
（土・祝）
第1部 12：30開場 13：00開演
第2部 15：30開場 16：00開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は7ページに

※料金について表記のないものは無料です

ぴあにしも

No Charge LIVE
3月26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
Sunday afternoon LIVE
3月21日
（日）、
28日
（日）
、
4月11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

幸 区
FRIDAY MUSIC NIGHT

毎週金曜日 ①19：00開演 ②20：00開演
会場／ホテルメトロポリタン川崎 2階ロビー
出演／YOKOHAMA JAZZ EGGS 他
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

METライブビューイング
Premium Collection 2021

※詳細は6ページに

ストローマン
ルネ・フレミング、
ネイサン・ガン、
ケリー・オハラ、アレッ
ク・シュレイダー、
トーマス・アレン 他
料金／一般3,200円、
学生2,100円
ワーグナー
《ワルキューレ》
(ドイツ語)
＊MET上演日：2011年5月14日
4月9日
（金）
〜15日（木) 11：20開演
＊上映時間：5時間14分
（休憩2回）
出演／指 揮：ジェイムズ・レヴァイン、演 出：ロベール・
ルパージュ
ヨナス・カウフマン、
ブリン・ターフェル、
デボラ・ヴォイト、
ス テファニー・ブ ラ イズ 、 エヴァ＝マリア・ヴェ スト
ブルック 他
会場／109シネマズ川崎
料金／一般4,200円、
学生3,100円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

水曜ナイトライブ in LAZONA

3月24日
（水）
、
31日
（水） 18：00〜20：00
会場／ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場
＊詳細は7ページに

レハール
《メリー・ウィドウ》
（英語）
＊MET上演日：2015年1月15日
歌声喫茶ともしびin川崎
歌声喫茶ともしびin川崎
3月19日
（金）〜25日
（木）3月30日
11：20開演
（火） 13：30開場 14：3月30日
00開演（火） 13：30開場 14：00開演
＊上映時間：2時間53分
（休憩1回）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
市民交流室
市民交流室
出演／指揮：アンドリュー・
デイヴィス、演出2,000円
：スーザン・
料金／全席自由
料金／全席自由 2,000円
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＊電話で予約のみ受付、チケットは当日受付にて
＊電話で予約のみ受付、
チケットは当日受付にて
問合せ／ともしび事務センター
問合せ／ともしび事務センター
未 （平日・土曜日11時〜17時）
☎03-6907-2731
（平日・土曜日11時〜17時）
☎03-6907-2731

多 摩 区

川崎市立稲田中学校吹奏楽部 定期演奏会

3月29日
（月） 15：00開場 15：30開演
会場／多摩市民館
曲目／ミュージックメーカーズ、船乗りの歌（海の男た
ちの歌）
、
嵐コレクション、
ピクサー映画メドレー 他
問合せ／川崎市立稲田中学校吹奏楽部
☎044-911-4224

夢こんさぁと

4月15日
（木） 11：30開場 12：05開演
会場／産業振興会館ホール
出演／ソプラノ：川原千晶、ピアノ：片山裕子
事前申込／3月20日
（土・祝）
締切。
詳細は幸区役所ホームページまで
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

未

中 原 区
川崎市・英国シェフィールド市友 好 都市提携
30周年記念
魅惑の音楽紀行「小川典子ピアノ・リサイタル」

3月13日（土） ①14：00開場 14：30開演
②18：30開場 19：00開演
会場／国際交流センター
出演／ピアノ：小川典子
（英国在住）
料金／全席自由 前売2,000円、当日2,500円
問合せ／（公財）
川崎市国際交流協会
（9時半〜16時半）
☎044-435-7000

想像力であそぼう
「もしも、ワールド」in 神奈川

3月13日（土） 14：00開場 14：15開演
20日
（土・祝） 13：00開場 13：15開演
会場／かわさきゆめホール
出演／むらまつひろこ
（創作舞台演出家）
、
西脇さやか
（劇あそびファリシテーター）
料金／3,000円
問合せ／プレイキッズシアター
未
申込フォーム
☎090-6012-8085

高 津 区
BIG BAND NIGHT

3月13日（土） 14：30開場 15：30開演
会場／川崎市民プラザ 屋内広場
出演／The Bigband of ROGUES（東京キューバン
ボーイズJr.）
、
ピアノ：田中和音、
・
I B・A BIG BAND道場
受講生
料金／全席指定 2,500円
（要事前予約）
＊予約方法は電話、
窓口、
HP申込フォームのいずれか。
※大人1名につき未就学児1名膝上無料。
問合せ／川崎市民プラザ
未
☎044-888-3131

おんまち・みぞのくちライブ

3月27日（土） 14：00開演
会場／ノクティプラザ２（マルイ溝口）
屋上広場
出演／大西学園中高等学校 吹奏楽部
4月17日（土）（詳細未定）
＊天候等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

【開催延期】
プロフェッショナルズ
オーケストラメンバーによる
ヴィヴァルディ「四季」全曲演奏会

＊開催日時が決まり次第発表予定。
会場／高津市民館（ノクティホール）
曲目／ヴィヴァル ディ：
「四 季」全 曲、パッヘ ル ベ ル：
カノン 他
料金／全席自由 2,800円
出演／指揮：末永隆一、
ヴァイオリン：塗矢真弥
問合せ／モーツァルトの音楽をたのしむ会
（末永）
☎080-2243-1254

麻 生 区
第40期研究生新人育成オペラアンサンブル公演

3月12日
（金） 13：30開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F スタジオ・リリエ
演目／ニコロ・ピッチンニ：
『チェッキーナはいい娘』
イタリア語原語上演
出 演 ／指 揮：佐 藤 宏 、須 藤 桂 司 、演 出：恵 川 智 美 、
ディクション：髙橋和恵、
コレペティトゥア：渡辺まどか、
田村ルリ、
藤原藍子
公爵令嬢ルチンダ：佐藤優衣
（Ⅰ幕）
、
今牧香乃
（Ⅱ幕・Ⅲ幕）
、
騎士アルミドーロ：鈴木璃紗
（Ⅰ幕）
、
山口遥輝
（Ⅱ幕・Ⅲ幕）
、
チェッキーナ：竹原明日香
（Ⅰ幕）
、
竹内京花、
（Ⅱ幕・Ⅲ幕）
、
サンドリーナ:江縈瀅（Ⅰ幕）、江田真姫子（Ⅱ幕・Ⅲ幕）、
パオルッチャ:中村帆花（Ⅰ幕）、田近芽衣（Ⅱ幕・Ⅲ幕）、
コンキーリア公爵：琉子健太郎
（助演）
、
タリアフェッロ：
鶴川勝也
（助演）
、
メンゴット：大塚雄太（助演）
3月13日
（土） 13：30開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F スタジオ・リリエ
演目／モーツァルト：コジ・ファン・トゥッテ
イタリア語原語上演
出演／作曲・指揮：坂本和彦、中橋健太郎左衛門、演出：
菊池裕美子、
ディクション：角田和弘、
コレペティトゥア：
田中光、
風間優子
フィオルディリージ：鬼木麻衣、
小坂有理亜、
ドラベッラ：
梁 鎭、デ スピーナ :吉 村 花、岡 田 美 優、フェッランド：
根 岸 朋 央、グリエ ル モ :下 瀬 太 郎（助 演）、ド ン・アル
フォンソ：岡山肇（助演）
料金／全席自由 3,000円
問合せ・申込／（公財）
日本オペラ振興会オペラ歌手育成部
☎03-6721-0874

しんゆりジャズスクエアvol.48

3月19日
（金） 18：30開場 19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲 目 ／ラブ・フォー・セ ール、ナイト＆デイ、フライ・
ミー・トゥ・ザ・ムーン、チーク・トゥ・チーク など
出演／ヴォーカル：EMA、
テナーサックス：右近茂、
ギター：
田辺充邦、
ピアノ：廣瀬みちる、
ベース：佐瀬正、
ドラムス：
吉岡大輔
料金／全席指定 一般3,500円、
2枚セット6,000円、
4枚セット11,000円、障がい者割引2,000円
＊リピーター割引あり、詳細はHPで。
問合せ／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
☎044-955-0107

新百合子どもミュージカル20周年記念公演
ミュージカル「しあわせの青い鳥」

3月27日
（土） 昼の部 12：30開場 13：00開演
夕の部 16：30開場 17：00開演
会場／麻生市民館
出演／新百合子どもミュージカル劇団員
料金／全席指定 S席完売、
A席2,000円、
配信1,700円
（申込制）
問合せ／新百合子どもミュージカル（山中）
未
☎044-966-8132

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・出演者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。
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★第7回被災地復興支援チャリティ・コンサート

3月11日（木） 14：30開演
曲目／J.S.バッハ：前奏曲とフーガ へ短調、
ヴィエルヌ：
第6交響曲より 第2楽章「アリア」、J.シュトラウスⅡ：
ワルツ
「春の声」
、
ポルカ
「クラップフェンの森で」
、
サン=
サーンス：組曲「動物の謝肉祭」他
出演／指 揮：秋 山 和 慶、パイプ オルガ ン：松 居 直 美、
ピアノ：小川典子、
黒沼香恋 他
料金／全席指定 1,000円
＊チケットの売り上げと同額を川崎市 東日本 大 震 災
被災者支援基金へ寄付します。

★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165回 3月13日（土） 14：00開演
曲目／ウェーバー：歌劇
「オイリアンテ」
序曲、
モーツァルト：
ピアノ協奏曲 第24番、シベリウス：交響曲 第2番
出演／指揮：カーチュン・ウォン、
ピアノ：藤田真央
第166回 4月10日（土） 14：00開演
曲目／ベッリーニ：歌劇「ノルマ」序曲（シンフォニア）、
ショパン：ピアノ協奏曲 第2番、
チャイコフスキー：交響曲
第4番
出演／指揮：アレッサンドロ・ボナート、
ピアノ：牛田智大
料金／全 席 指 定 S席6,000円、A 席5,000円、B席
4,000円、
C席3,000円、
当日学生券1,000円
（要問合せ）
＊車いす席は要問合せ
第167回 5月15日（土） 14：00開演
曲目／武 満 徹：鳥 は星 形 の庭に降りる、バ ルトーク：
ピアノ協奏曲 第1番、ブラームス：交響曲 第2番
出演／指 揮：ジョナ サン・ノット、ピ アノ：ピ エール =
ロラン・エマール
料金／全 席 指 定 S席 7,000円、A 席6,000円、B席
4,000円、
C席3,000円、
当日学生券1,000円(要問合せ)

ユーゲント・フィルハーモニカー
第15回定期演奏会

3月21日（日） 12：45開場 13：30開演
曲目／シ ュー ベ ルト：劇 音 楽「 ロ ザム ン デ 」序 曲 、
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番
「皇帝」
、
リヒャルト・
シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」
出演／指揮：三河正典、ピアノ： 結城奈央
料金／全席指定 1,000円
（要事前購入）
問合せ／ユーゲント・フィルハーモニカー
（後方）
☎080-6054-4728

ブルーノ＝レオナルド・ゲルバー
ピアノ・リサイタル

3月23日
（火） 18：00開場 19：00開演
曲目／【オール・ベートーヴェン・プログラム】ピアノ・
ソナタ 第14番「月光」
、
第21番
「ワルトシュタイン」
、
第15番
「田園」、第23番「熱情」
出演／ピアノ：ブルーノ＝レオナルド・ゲルバー
料金／全 席 指 定 S席6,000円、A 席4,500円、P席
（舞台後方席）3,000円
＊シルバー
（65歳以上）
各1割引
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

★第10回音楽大学フェスティバル・オーケストラ

3月28日（日） 15：00開演
曲目／ラヴェル：
「ダフニスとクロエ」
（全曲）
＊途中休憩なし
出演／指揮：シルヴァン・カンブルラン、
管弦楽：音楽大学
フェスティバル・オーケストラ（首都圏9音楽大学選抜
オーケストラ）
料金／全指定席 S席2,000円、A席1,500円

★MUZAランチタイムコンサート

オルガン連弾〜サン＝サーンス没後100年〜
3月30日（火） 11：30開場 12：10開演
曲目／サン＝サーンス：
「動 物の謝肉祭」より、幻 想 曲
変ホ長調 他
出演／パイプオルガン：渋澤久美、小野なおみ
料金／全席自由 500円
祝・世界一！アドルフ・サックス国際コンクール優勝の
類稀なる音色を浴びる
4月20日（火） 12：10開演
未 …未就学児入場可

※続きは3ページに
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曲目／ボルヌ : カルメン・ファンタジー、
ガーシュウィン :
ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／サックス：齊藤健太、
ピアノ：AKI マツモト
料金／全席指定 500円

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第40回定期演奏会

3月31日（水） 17：30開場 18：00開演
曲目／ウォルトン：クラウンインペリアル、八木澤教司：
オルガンと吹奏楽のための祝典ファンファーレ、ヘス：
イーストコーストの風景、ポピュラーステージ 他
出演／パイプオルガン：大木麻理
（ゲスト）
問合せ／生田高等学校
（井上）
☎044-977-3800

★ホールアドバイザー秋山和慶企画
オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅻ
4月3日（土） 15：00開演

洋乃理、萩谷金太郎、多井千洋、チェロ：西谷牧人、金子
鈴太郎、
玉川克、コントラバス：米長幸一）
料金／全席指定 一般5,000円、
舞台後方席3,000円
《雨の歌》辻 彩奈 ヴァイオリン・リサイタル
5月3日
（月・祝） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第10番、
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」、プロ
コフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番
出演／ヴァイオリン：辻彩奈、ピアノ：江口玲
料金／全席指定 一般5,000円、
舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

みなとみらい21交響楽団 第20回定期演奏会

4月18日（日） 13：00開場 14：00開演
曲 目／ 武 満 徹：オ ー ケ スト ラ の た め の「 波 の 盆 」、
マーラー：交響曲第9番(マーラー協会全集版)
出演／指揮：金山隆夫
料金／全席指定 前売券1,000円、当日券1,500円
問合せ／みなとみらい21交響楽団 事務局
☎050-5372-2128

東京・春・音楽祭2021
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

曲 目／ニュー・シネマ・パラダイス、サ ウンド・オブ・
ミュージック、王様と私、
「 ファンタジア」〜デュカス：
交響詩
「魔法使いの弟子」 他
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、歌：岡
幸二郎、
吉岡小鼓音、
ピアノ：奥田弦、
管弦楽：東京交響楽団
料金／S席7,000円、
A席6,000円、
B席5,000円、
C席
4,000円、U25
（小学生〜25歳）
：各席半額

森村学園中高等部管弦楽部
第16回定期演奏会

4月4日（日） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：交 響曲 第8番、チャイコフス
キー：
「白鳥の湖」
から抜粋、
カヴァティーナ、
映画
「ディア・
ハンター」
より、
ディズニーファンタスティックメドレー 他
申込方法／件名に
「第16回定期演奏会申し込み」
と書き、
①名前
（漢字＆カタカナ）
②人数③連絡先
（電話番号）
を
記載の上、morimuraphil@gmail.comまで。
出演／森村学園中高等部管弦楽部
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部
（深井）
☎080-5464-8786

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021

《石田組 MUZA見参》
石田組
4月11日（日） 12：30開場 13：30開演
曲目／シベリウス：ア ンダ ン テ・フェ ス ティー ヴォ 、
グリーグ：ホル ベル グ 組 曲、バ ルトーク（ウィルナー
編曲）
：ルーマニア民族舞曲、ピアソラ（デシャトニコフ
編 曲）
：ブ エノス アイレスの 春、ピ ア ソラ（近 藤 和 明
編曲）
：タンゲディアⅢ、ローリング・ストーンズ（松岡
あさひ編曲）
：悲しみのアンジー、レッド・ツェッペリン
（松 岡あさひ編曲）
：天 国 へ の階段、レインボー（近 藤
和明編曲）
：スターゲイザー
出演／石田組
（ヴァイオリン：石田泰尚、
廣岡克隆、
丹羽
洋 輔、清 水泰 明、福留史 紘、鈴 木 浩司、ヴィオラ：中 村

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による
《マクベス》
（抜粋／演奏会形式／字幕付）
4月20日（火） 18：00開場 19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇《マクベス》
（抜粋）
出演／指揮：チヤ・アモス、サミュエル・スンワン・リー、
ヨハネス・ルーナー 他
料金／全 席 指 定 S席6,500円、A 席4,500円、B席
3,500円、
U-25 1,500円、配信1,500円
リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ
4月22日（木） 18：00開場 19：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲第35番《ハフナー》、交響
曲第41番
《ジュピター》
出演 ／指 揮：リッカルド・ムーティ、管 弦 楽：東 京春 祭
オーケストラ
料金／全席指定 S席16,000円、A席13,000円、B席
10,000円、
C席8,000円、
D席6,000円、
E席 5,000円、
U-25 2,500円、配信2,500円
問合せ／東京・春・音楽祭実行委員会
☎03-5205-6497

読売日本交響楽団
第1回川崎マチネ̶シリーズ

4月21日（水） 14：00開演
曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番、
ドヴォル
ザーク：交響曲第9番「新世界から」
出演／指 揮：鈴 木優 人、ピ アノ：小 山 実 稚 恵、管 弦 楽：
読売日本交響楽団
料金／S席6,000円、
A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390

三浦一馬キンテート 熱狂のタンゴ

4月24日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／【オール・ピ アソラ・プログラム】92丁目通り、
アディオス・ノニーノ、
天使のミロンガ、
鮫、
リベルタンゴ、
タンガータ、プレパレンセ、フーガ9、ブエノスアイレス
の秋、
キチョ、
五重奏のためのコンチェルト
出演／バ ンド ネ オン：三 浦 一 馬、ヴァイオリン：石 田
泰尚、
ピアノ：山田武彦、
ギター：大坪純平、
コントラバス：
黒木岩寿
料金／全席指定 一般4,800円、シルバー（65歳以上）
4,500円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

★モーツァルト・マチネ

料金／全席指定 一般4,000円、
U25
（小学生〜25歳）
1,500円 ＊車いす席は要問合せ
2021-2022シリーズ4回セット券：12,800円

5月2日（日） 14：00 開演
曲目／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
交響曲 第4番
出演／指揮：大植英次、ヴァイオリン：木嶋真優
料金／全 席 指 定 S席 7,000円、A 席6,000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
☎044-520-1511

【ジブリ＆クラシック】in ミューザ
赤坂ウインドオーケストラ
第10回記念定期演奏会

5月8日（土） 12：45開場 13：30開演
曲目／ラヴェル：
「ダフニスとクロエ」第2組曲、バーン
スタイン：
「キャンディード」序曲、田中賢：メトセラⅡ〜
打楽器群と吹奏 楽のために〜、久石譲：風の谷のナウ
シカ、
天空の城ラピュタ、
となりのトトロ、
魔女の宅急便、
千と千尋の神隠し
出演 ／指 揮 : 西 野 宏、ピ アノ・チェレスタ：大 山 裕 子、
ハープ：邊 見 美 帆子、フル ート：松 澤 美 保 奈、打 楽 器：
Percussion Ensemble Del Sol
料金／全席指定 事前申込、
入場料後払い制
（お気持ち制）
＊小学生から入場可。
赤坂ウインドオーケストラＨＰから
問合せ／安尾 ☎090-3710-9859

千住真理子フェスティヴァル
〜リサイタルで巡る 春夏秋冬 〜
Vol.１《春》スプリング・ソナタ

5月11日（火） 13：00開場 13：30開演
曲目／J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ヘンデル：
ラルゴ、モーツァルト：ピアノ・ソナタ第11番より アン
ダンテ・グラツィオーソ〜トルコ行進曲、
ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」、メンデルスゾーン：
春の歌 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：山中惇史
料金／全席指定 一般4,800円、
舞台後方席2,500円
＊4公演セット券 一般14,400円、
舞台後方席7,200円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

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

川崎市立高津高等学校吹奏楽部
第25回定期演奏会

3月22日（月） 17：00開場 17：30開演
曲目／【第1部】
真島俊夫：ナヴァル・ブルー、
長生淳：紺碧
の波濤、P.スパーク：宇宙の音楽【第2部】片岡寛晶:雅
〜3人のマリンバ奏者のための、
A.リード：アルメニアン
ダンスⅡ【第3部】ポップスステージ
出演／指揮：高田亮、植松雅史
問合せ／川崎市立高津高等学校 吹奏楽部顧問
（島田）
☎044-811-2555

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第13回 野村亮太サクソフォンコンサート
4月23日
（金） 13：00開場 13：30開演

ミュートンチャンネル

検索

出演／サクソフォン：野村亮太、ピアノ：成田良子
第14回 宮下祥子クラシックギターコンサート
5月15日（土） 13：00開場 13：30開演

※料金について表記のないものは無料です

www.ongakunomachi.jp ̶

動 画 配 信
新百合子どもミュージカル20周年記念公演
ミュージカル「しあわせの青い鳥」

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第79回

第45回

5月1日
（土） 11：00開演
曲目／＜オール・モ ーツァルト・プ ログラム＞交 響 曲
第32番、ヴァイオリン協奏曲 第3番、交響曲 第36番
「リンツ」
出演／指揮：太田弦、ヴァイオリン：山根一仁、管弦楽：
東京交響楽団

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

̶

出演／ギター：宮下祥子
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

福田こうへいコンサートツアー2020
（振替公演）

4月28日（水） 昼の部 13：00開場 13：30開演
夜の部 17：30開場 18：00開演
料金／全席指定
＊チケットの発売については調整中
既にお持ちのチケットは振替公演時にそのまま使用可。
当日まで要保管。
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日 12時〜17時）

第22回

A.リード音の輪コンサート

5月2日（日） 13：00開場 14：00開演
曲目／【第1部】
春の猟犬、
アルメニアンダンス・パート1、
【第2部】アルメニアンダンス・パート2、主よ人の望みの
喜びよ（編曲A.リード）、第6組曲、エル・カミーノ・レアル
料金／全席自由 1,500円
＊中学生以上有料
出演／指揮：伊藤透、
小林恵子、
汐澤安彦、
A.リードメモリ
アルバンド2021、音の輪ウインドシンフォニカ2021
問合せ／音の輪コンサート事務局
☎044-789-9146（水〜金10時〜18時）

未来づくりコンサートVol.3
本田雅人（サックス）トーク＆ライブショー
特別ゲスト：秋田慎治（ピアノ）
4月18日（日） 16：30開場

17：00開演

3月27日（土） 配信時間未定
問合せ／KCSセンター元住吉（担当）
☎044-750-0133

東京・春・音楽祭2021
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による
《マクベス》
（抜粋／演奏会形式／字幕付）
4月20日（火） 19：00開演
料金／配信1,500円
リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ
4月22日（木） 19：00開演
料金／配信2,500円
＊詳細はミューザ川崎シンフォニーホールのページに。

2020〜少年の祭典「ボレロ」〜

12月6日（日）幸市民館・12月13日（日）
カルッツかわさきで収録、および映像で
参加の方々によるラヴェル「ボレロ」
演奏。
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局 ☎044-853-1649

3月17日（水）、31日（水）、4月7日（水）、21日（水）、5月
12日
（水）
17：30開演
3月11日（木）、18日（木）、25日（木）、4月8日（木）、
22日（木）、5月6日（木）、13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
託

託児サービスは当面の間休止しております。

17：00開演

5月5日
（水・祝） ① 9：15開場
②11：45開場

10：00開演
12：30開演

藤原歌劇団Quattro Aria
スプリングコンサート2021
2

人

の

歌

姫

with Double Divas
5月8日
（土） 14：00開場

4月24日
（土）
・25日
（日） 13：00開場 14：00開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／コミカルマイミスト：ちゅうサン、ソプラノ：
池田ちほ、
クラリネット：渋谷圭祐、
ピアノ：中村文香
料金／全席指定 大人1,500円、こども500円
未
＊3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

当面の間、
主催公演は関係者のみにて開催
しています。
このため、
一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。
なお、
一部の
演 奏 会 は洗 足 学 園 音 楽 大 学 YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

5月5日
（水・祝） 14：15開場 15：00開演

14：00開演

©N.Ikegami

4月10日
（土） 13：30開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／昭和音楽大学、短 期大学部、大学院を今 春
卒業・修了するピアノ、声楽、弦管打楽器、電子オル
ガン専攻などの卒業生
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

＜プレイベント＞
若きアーティストたちの響演
ジャズ・ポピュラーライブ
〜昭和音楽大学同伶会とともに〜

4月11日（日） 13：30開場 14：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／昭和音楽大学、
同短期大学部のジャズコース・
ポピュラー音楽コース出身のメンバー
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

5月3日
（月・祝） 13：15開場

14：00開演

読響・N響

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／藤原歌劇団QuattroAria
（笹岡慎一郎・黄木
透・和下田大典・大塚雄太）、ソプラノ：相樂和子、メ
ゾソプラノ：吉村恵、
ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,500円、
U25席1,500円

昭 和 音 楽 大 学 音 楽 芸 術 運 営 学 科 アート
マネジメントコース 企画制作演習企画公演
Vol.1
JAZZ 春の陣 〜しなやかに 華ひらく

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、
U25席2,000円

能と狂言 人間国宝の競演
〜友枝昭世と山本東次郎の至芸〜
会場／麻生市民館
出演／梵天
（小林政高・小林桃・関美弥子・岩﨑美帆・
若山麻友子・佐々木美穂）
料金／全席指定 一般5,000円、
U25席2,000円

3月13日
（土） 13：00開場 14：00開演

5月8日
（土） 16：30開場
大友直人 ©堀田正矩

17：00開演

松田理奈Lina ©MarcoPatella

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲、
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、
ベートーヴェン:
交響曲 第7番
出演 ／指 揮：大 友 直 人、ヴァイオリン：松 田 理 奈、
管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,500円、A席4,500円、B
席3,500円、
U25席2,000円

〈6〉

Showaミュージック・カフェ
オーディション選出者によるコンサート

3月14日
（日） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／【第1部】
マスネ：
「タイス」
より 瞑想曲 、
ラヴェル：
水の戯れ、プーランク： ヴァイオリン・ソナタ より第1
楽章、
第3楽章
【第2部】
ウェバー：ピエ・イエズ、
ロッシーニ：ヴェネツィア
の競艇、カッチーニ、シューベルト：アヴェ・マリア、春
メドレー〜どこかで春が〜春が来た〜朧月夜〜花〜
出演／【第1部】デュオ・ルミナリエ（ヴァイオリン：上敷
領藍子、
ピアノ：川嶌那奈）
【第2部】Le Soleil＜ル・ソレイユ＞（ソプラノ：滝 川
祐加、
メゾソプラノ：下倉結衣、
ピアノ：三上彩花）
料金／全席自由 一般1,700円、
学生1,000円
＊小学生入場無料（保護 者同伴の場合に限ります。要
事前連絡）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時〜16時）
ensou@senzoku.ac.jp
※問合せはできるだけメールにてお願いします。

東京交響楽団
ドイツ 三大B 名曲コンサート

和太鼓 梵天コンサート2021

日程／4月18日（日）〜5月16日（日）
申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（10時〜17時）
＊3/1から平日のみ、4/1からは毎日営業
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2021実行委員会事務局
☎044-952-5024

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
第22回定期演奏会

洗 足 学 園 音 楽 大 学
会場／麻生市民館
出演／国府弘子スペシャルトリオ
（ピアノ：国府弘子、
ベース：八尋洋一、
ドラムス：岩瀬立飛）
、
ヴォーカル：
露崎春女、
ヴァイオリン：早稲田桜子
料金／全 席 指 定 S席4,500円、A 席3,500円、
U25席2,000円

＊各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席12,800円、A席9,800円、
B席6,800円、
C席3,000円

14：30開演

＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感 染 症 対 策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、
ご来場
ください。
＊必ず事前にお申し込みください。

＊U25席 25歳以下または学生・要会場にて身分証
提示

トリオ・リベルタ コンサート
「天使と悪魔」ピアソラ生誕100周年記念

4月29日（木・祝） 13：45開場

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター

☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

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 大 人：S S 席11, 0 0 0 円、S 席
10,000円、A 席7,000円、B席4,000円、C席
2,000円、
子ども：S席6,000円、
A席4,000円、
B
席2,000円、
C席1,000円
＊C席はスターダンサーズ・バレエ団のみで取り扱い。
未
3歳以下入場不可

2010年 日本オペラ協会公演「魅惑の美女はデスゴッデス!」
©公益財団法人日本オペラ振興会

＜プレイベント＞
若きアーティストたちの響演
〜昭和音楽大学同伶会とともに〜

5月15日
（土）
・16日
（日） 13：15開場 14：00開演

14：30開演

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／サックス：本田雅人
（昭和音楽大学客員教授）
、
特別ゲスト：ピアノ：秋田慎治
（昭和音楽大学講師）
料金／全席指定 1,000円
＊別途会場で寄付のご協力お願いします。

日本オペラ振興会設立40周年記念／
日本オペラ協会＆藤原歌劇団公演
日本オペラシリーズNo.82
池辺晋一郎作曲
「魅惑の美女はデスゴッデス!」
オペラ全2幕
G.プッチーニ作曲「ジャンニ・スキッキ」
オペラ全1幕
ニュープロダクション

昭 和 音 楽 大 学

スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕

ⒸTakeshi Shioya/A.I Co.,Ltd.

5月3日
（月・祝） 13：15開場

公 開 講 座

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

5月1日
（土） 16：15開場

子どものためのショータイム
〜歌とパントマイムで楽しもう！〜

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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良い姿勢でLet's Dance!!
キミも姿勢小町の仲間入り

5月5日（水・祝） 17：00開場 18：00開演
出演／鈴木雅之
料金／全席指定 8,800円
＊3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要。
※お一人様1公演4枚まで
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999
（平日：月・水・金 11時〜13時）

第253回例会 ＜この「個」誰の子？ ブラームス＞
3月24日（水） 13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：生島順一
第254回例会
＜湯浅聡子ピアノ演奏会〜午後のひと時を〜＞
4月23日
（金） 13：30開場 14：00開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／ピアノ：湯浅聡子
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

国府弘子 スペシャルトリオ
〜Piano Party 2021
ゲスト：露崎春女&早稲田桜子

www.ongakunomachi.jp ̶

3月27日（土）
昼の部 12：30開場 13：00開演
夕の部 16：30開場 17：00開演
料金／配信1,700円（申込制）
＊詳細は麻生区ページに。

masayuki suzuki taste of mar tini
tour 2020/21
〜ALL TIME ROCK N ROLL〜

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

̶
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会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／シューマ ン：交 響 曲 第1番「春」、ブラーム ス：
交響曲1番
出演／指揮：阿部未来
料金／全 席 指 定 S席3,500円、A 席2,500円、学生
（A席のみ）
1,000円

第95回 3月24日（水） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・ソプラノ：國井道子
料金／全席自由 1回券：1,200円
第96回 4月22日（木） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 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

おとなのコンサートvol.24

3月27日
（土） 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

コロナに負けない!!
今回は、
「音楽のまち・かわさき」のオリジナル動画です。
ドレミファ♪ミュートンの特設ページでご紹介しています。
子どもから大人までお楽しみください。

みんなで一緒に
リトミック♪

自分だけの歌を
つくろう！

親子や兄弟でチャレンジ ! どなたでも楽しめる動画
に合わせて動けば、
おうちの中がリトミック教室に!
桜井純恵先生と一緒にホップ・ステップ・ジャンプ!!

子どもたちの学校生活の歌をCDリリース
している「3年3組こくばん先生」の指導で、
作詞・作曲に挑戦しよう！

まちや生活の中での
音楽がたくさん!!
川崎が誇る大スターの坂本九さんの
あの 歌 が 駅 の 発 車メロディに。清 掃車
から聞こえてくる音楽はフロンターレの
試合でも聴けるよ！みんなも家の近くで
音楽を探してみよう。

リトミック撮影風景

ダブル

Wコンサートマスターズ・コンサート
4月29日（木・祝） 16：30開場

©狂言「萩大名」山本東次郎
撮影：吉越研

©T-TOC RECORDS

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／ヴァイオリン：小森谷巧
（読売日本交響楽団）
、
伊藤亮太郎（NHK交響楽団）、チェロ：桑田歩（新日
本フィルハーモニー交響楽団）、ピアノ：酒井愛可
料金／全席指定 一般4,000円、
U25席2,000円

未

…未就学児入場可

ミュートンチャンネル

べイビーミニシアターフェスティバル
〜
『あ・の・ね』
『マ・プニュ・ンカ！ 『
』まる』
〜

17：00開演

©能「清経」友枝昭世
撮影：東條睦子

会場／麻生市民館
演目／狂言「萩 大 名（はぎだい みょう）」、能「清 経
（きよつね）
」
出演／解説：馬場あき子、狂言：
「萩大名」シテ：山本
東次郎、
能：
「清経」
シテ：友枝昭世、
アフタートーク：
馬場あき子、山本東次郎、友枝昭世
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円、
U25割(S席・25歳以下)2,500円

5月8日
（土）
・9日
（日） 11：00開場 11：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
料金／全席自由 大人ベイビーペア2,200円、
大人
2,200円、
ベイビー追加500円
＊対象年齢 一般公演：0歳〜2歳未満
※対象年齢以外のお子さまの入場は不可。
★5月8日（土）14：00より、リラックス公演あり。
これは配慮が必要なお子さんや障がいのあるお子
さんと、
その保護者の方を対象とした公演。参加
に際してのご心配な点や配慮の必要なことなど、
お気軽にご相談ください。問合せ・申込みは直接
未
劇場（TEL:044-955-0107）
まで。

川崎市内で開催された音楽イベントやコンサートの模様を撮影した動画をYouTubeで視聴できます。

ミュートンチャンネル＋(プラス)
市内で活動する音楽団体やアーティストが制作した動画を紹介しています。
音楽映像も募集しています。
制作した動画のURLとタイトルを、
協議会
（bank@ongakunomachi.jp）
まで

会場 ／新百合トウェンティワンホール
出演 ／ホルン：佐々木裕里、
サックス：江澤茜、
伊藤
晴夏、キーボード：安部潤、ベース 櫻井哲夫、ドラム
齋藤たかし
料金／全席指定 一般3,000円、学生1,500円

未 …未就学児入場可

問合せ
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

3・4月号の情報は2月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回5月10日発刊号は、5月11日から7月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（3月19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。

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

〈3〉

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

曲目／ボルヌ : カルメン・ファンタジー、
ガーシュウィン :
ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／サックス：齊藤健太、
ピアノ：AKI マツモト
料金／全席指定 500円

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第40回定期演奏会

3月31日（水） 17：30開場 18：00開演
曲目／ウォルトン：クラウンインペリアル、八木澤教司：
オルガンと吹奏楽のための祝典ファンファーレ、ヘス：
イーストコーストの風景、ポピュラーステージ 他
出演／パイプオルガン：大木麻理
（ゲスト）
問合せ／生田高等学校
（井上）
☎044-977-3800

★ホールアドバイザー秋山和慶企画
オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅻ
4月3日（土） 15：00開演

洋乃理、萩谷金太郎、多井千洋、チェロ：西谷牧人、金子
鈴太郎、
玉川克、コントラバス：米長幸一）
料金／全席指定 一般5,000円、
舞台後方席3,000円
《雨の歌》辻 彩奈 ヴァイオリン・リサイタル
5月3日
（月・祝） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第10番、
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」、プロ
コフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番
出演／ヴァイオリン：辻彩奈、ピアノ：江口玲
料金／全席指定 一般5,000円、
舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

みなとみらい21交響楽団 第20回定期演奏会

4月18日（日） 13：00開場 14：00開演
曲 目／ 武 満 徹：オ ー ケ スト ラ の た め の「 波 の 盆 」、
マーラー：交響曲第9番(マーラー協会全集版)
出演／指揮：金山隆夫
料金／全席指定 前売券1,000円、当日券1,500円
問合せ／みなとみらい21交響楽団 事務局
☎050-5372-2128

東京・春・音楽祭2021
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

曲 目／ニュー・シネマ・パラダイス、サ ウンド・オブ・
ミュージック、王様と私、
「 ファンタジア」〜デュカス：
交響詩
「魔法使いの弟子」 他
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、歌：岡
幸二郎、
吉岡小鼓音、
ピアノ：奥田弦、
管弦楽：東京交響楽団
料金／S席7,000円、
A席6,000円、
B席5,000円、
C席
4,000円、U25
（小学生〜25歳）
：各席半額

森村学園中高等部管弦楽部
第16回定期演奏会

4月4日（日） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：交 響曲 第8番、チャイコフス
キー：
「白鳥の湖」
から抜粋、
カヴァティーナ、
映画
「ディア・
ハンター」
より、
ディズニーファンタスティックメドレー 他
申込方法／件名に
「第16回定期演奏会申し込み」
と書き、
①名前
（漢字＆カタカナ）
②人数③連絡先
（電話番号）
を
記載の上、morimuraphil@gmail.comまで。
出演／森村学園中高等部管弦楽部
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部
（深井）
☎080-5464-8786

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021

《石田組 MUZA見参》
石田組
4月11日（日） 12：30開場 13：30開演
曲目／シベリウス：ア ンダ ン テ・フェ ス ティー ヴォ 、
グリーグ：ホル ベル グ 組 曲、バ ルトーク（ウィルナー
編曲）
：ルーマニア民族舞曲、ピアソラ（デシャトニコフ
編 曲）
：ブ エノス アイレスの 春、ピ ア ソラ（近 藤 和 明
編曲）
：タンゲディアⅢ、ローリング・ストーンズ（松岡
あさひ編曲）
：悲しみのアンジー、レッド・ツェッペリン
（松 岡あさひ編曲）
：天 国 へ の階段、レインボー（近 藤
和明編曲）
：スターゲイザー
出演／石田組
（ヴァイオリン：石田泰尚、
廣岡克隆、
丹羽
洋 輔、清 水泰 明、福留史 紘、鈴 木 浩司、ヴィオラ：中 村

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による
《マクベス》
（抜粋／演奏会形式／字幕付）
4月20日（火） 18：00開場 19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇《マクベス》
（抜粋）
出演／指揮：チヤ・アモス、サミュエル・スンワン・リー、
ヨハネス・ルーナー 他
料金／全 席 指 定 S席6,500円、A 席4,500円、B席
3,500円、
U-25 1,500円、配信1,500円
リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ
4月22日（木） 18：00開場 19：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲第35番《ハフナー》、交響
曲第41番
《ジュピター》
出演 ／指 揮：リッカルド・ムーティ、管 弦 楽：東 京春 祭
オーケストラ
料金／全席指定 S席16,000円、A席13,000円、B席
10,000円、
C席8,000円、
D席6,000円、
E席 5,000円、
U-25 2,500円、配信2,500円
問合せ／東京・春・音楽祭実行委員会
☎03-5205-6497

読売日本交響楽団
第1回川崎マチネ̶シリーズ

4月21日（水） 14：00開演
曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番、
ドヴォル
ザーク：交響曲第9番「新世界から」
出演／指 揮：鈴 木優 人、ピ アノ：小 山 実 稚 恵、管 弦 楽：
読売日本交響楽団
料金／S席6,000円、
A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390

三浦一馬キンテート 熱狂のタンゴ

4月24日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／【オール・ピ アソラ・プログラム】92丁目通り、
アディオス・ノニーノ、
天使のミロンガ、
鮫、
リベルタンゴ、
タンガータ、プレパレンセ、フーガ9、ブエノスアイレス
の秋、
キチョ、
五重奏のためのコンチェルト
出演／バ ンド ネ オン：三 浦 一 馬、ヴァイオリン：石 田
泰尚、
ピアノ：山田武彦、
ギター：大坪純平、
コントラバス：
黒木岩寿
料金／全席指定 一般4,800円、シルバー（65歳以上）
4,500円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

★モーツァルト・マチネ

料金／全席指定 一般4,000円、
U25
（小学生〜25歳）
1,500円 ＊車いす席は要問合せ
2021-2022シリーズ4回セット券：12,800円

5月2日（日） 14：00 開演
曲目／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
交響曲 第4番
出演／指揮：大植英次、ヴァイオリン：木嶋真優
料金／全 席 指 定 S席 7,000円、A 席6,000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
☎044-520-1511

【ジブリ＆クラシック】in ミューザ
赤坂ウインドオーケストラ
第10回記念定期演奏会

5月8日（土） 12：45開場 13：30開演
曲目／ラヴェル：
「ダフニスとクロエ」第2組曲、バーン
スタイン：
「キャンディード」序曲、田中賢：メトセラⅡ〜
打楽器群と吹奏 楽のために〜、久石譲：風の谷のナウ
シカ、
天空の城ラピュタ、
となりのトトロ、
魔女の宅急便、
千と千尋の神隠し
出演 ／指 揮 : 西 野 宏、ピ アノ・チェレスタ：大 山 裕 子、
ハープ：邊 見 美 帆子、フル ート：松 澤 美 保 奈、打 楽 器：
Percussion Ensemble Del Sol
料金／全席指定 事前申込、
入場料後払い制
（お気持ち制）
＊小学生から入場可。
赤坂ウインドオーケストラＨＰから
問合せ／安尾 ☎090-3710-9859

千住真理子フェスティヴァル
〜リサイタルで巡る 春夏秋冬 〜
Vol.１《春》スプリング・ソナタ

5月11日（火） 13：00開場 13：30開演
曲目／J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ヘンデル：
ラルゴ、モーツァルト：ピアノ・ソナタ第11番より アン
ダンテ・グラツィオーソ〜トルコ行進曲、
ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」、メンデルスゾーン：
春の歌 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：山中惇史
料金／全席指定 一般4,800円、
舞台後方席2,500円
＊4公演セット券 一般14,400円、
舞台後方席7,200円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

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

川崎市立高津高等学校吹奏楽部
第25回定期演奏会

3月22日（月） 17：00開場 17：30開演
曲目／【第1部】
真島俊夫：ナヴァル・ブルー、
長生淳：紺碧
の波濤、P.スパーク：宇宙の音楽【第2部】片岡寛晶:雅
〜3人のマリンバ奏者のための、
A.リード：アルメニアン
ダンスⅡ【第3部】ポップスステージ
出演／指揮：高田亮、植松雅史
問合せ／川崎市立高津高等学校 吹奏楽部顧問
（島田）
☎044-811-2555

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第13回 野村亮太サクソフォンコンサート
4月23日
（金） 13：00開場 13：30開演

ミュートンチャンネル

検索

出演／サクソフォン：野村亮太、ピアノ：成田良子
第14回 宮下祥子クラシックギターコンサート
5月15日（土） 13：00開場 13：30開演

※料金について表記のないものは無料です

www.ongakunomachi.jp ̶

動 画 配 信
新百合子どもミュージカル20周年記念公演
ミュージカル「しあわせの青い鳥」

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第79回

第45回

5月1日
（土） 11：00開演
曲目／＜オール・モ ーツァルト・プ ログラム＞交 響 曲
第32番、ヴァイオリン協奏曲 第3番、交響曲 第36番
「リンツ」
出演／指揮：太田弦、ヴァイオリン：山根一仁、管弦楽：
東京交響楽団

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

̶

出演／ギター：宮下祥子
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

福田こうへいコンサートツアー2020
（振替公演）

4月28日（水） 昼の部 13：00開場 13：30開演
夜の部 17：30開場 18：00開演
料金／全席指定
＊チケットの発売については調整中
既にお持ちのチケットは振替公演時にそのまま使用可。
当日まで要保管。
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日 12時〜17時）

第22回

A.リード音の輪コンサート

5月2日（日） 13：00開場 14：00開演
曲目／【第1部】
春の猟犬、
アルメニアンダンス・パート1、
【第2部】アルメニアンダンス・パート2、主よ人の望みの
喜びよ（編曲A.リード）、第6組曲、エル・カミーノ・レアル
料金／全席自由 1,500円
＊中学生以上有料
出演／指揮：伊藤透、
小林恵子、
汐澤安彦、
A.リードメモリ
アルバンド2021、音の輪ウインドシンフォニカ2021
問合せ／音の輪コンサート事務局
☎044-789-9146（水〜金10時〜18時）

未来づくりコンサートVol.3
本田雅人（サックス）トーク＆ライブショー
特別ゲスト：秋田慎治（ピアノ）
4月18日（日） 16：30開場

17：00開演

3月27日（土） 配信時間未定
問合せ／KCSセンター元住吉（担当）
☎044-750-0133

東京・春・音楽祭2021
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による
《マクベス》
（抜粋／演奏会形式／字幕付）
4月20日（火） 19：00開演
料金／配信1,500円
リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ
4月22日（木） 19：00開演
料金／配信2,500円
＊詳細はミューザ川崎シンフォニーホールのページに。

2020〜少年の祭典「ボレロ」〜

12月6日（日）幸市民館・12月13日（日）
カルッツかわさきで収録、および映像で
参加の方々によるラヴェル「ボレロ」
演奏。
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局 ☎044-853-1649

3月17日（水）、31日（水）、4月7日（水）、21日（水）、5月
12日
（水）
17：30開演
3月11日（木）、18日（木）、25日（木）、4月8日（木）、
22日（木）、5月6日（木）、13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
託

託児サービスは当面の間休止しております。

17：00開演

5月5日
（水・祝） ① 9：15開場
②11：45開場

10：00開演
12：30開演

藤原歌劇団Quattro Aria
スプリングコンサート2021
2

人

の

歌

姫

with Double Divas
5月8日
（土） 14：00開場

4月24日
（土）
・25日
（日） 13：00開場 14：00開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／コミカルマイミスト：ちゅうサン、ソプラノ：
池田ちほ、
クラリネット：渋谷圭祐、
ピアノ：中村文香
料金／全席指定 大人1,500円、こども500円
未
＊3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

当面の間、
主催公演は関係者のみにて開催
しています。
このため、
一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。
なお、
一部の
演 奏 会 は洗 足 学 園 音 楽 大 学 YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

5月5日
（水・祝） 14：15開場 15：00開演

14：00開演

©N.Ikegami

4月10日
（土） 13：30開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／昭和音楽大学、短 期大学部、大学院を今 春
卒業・修了するピアノ、声楽、弦管打楽器、電子オル
ガン専攻などの卒業生
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

＜プレイベント＞
若きアーティストたちの響演
ジャズ・ポピュラーライブ
〜昭和音楽大学同伶会とともに〜

4月11日（日） 13：30開場 14：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／昭和音楽大学、
同短期大学部のジャズコース・
ポピュラー音楽コース出身のメンバー
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

5月3日
（月・祝） 13：15開場

14：00開演

読響・N響

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／藤原歌劇団QuattroAria
（笹岡慎一郎・黄木
透・和下田大典・大塚雄太）、ソプラノ：相樂和子、メ
ゾソプラノ：吉村恵、
ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,500円、
U25席1,500円

昭 和 音 楽 大 学 音 楽 芸 術 運 営 学 科 アート
マネジメントコース 企画制作演習企画公演
Vol.1
JAZZ 春の陣 〜しなやかに 華ひらく

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、
U25席2,000円

能と狂言 人間国宝の競演
〜友枝昭世と山本東次郎の至芸〜
会場／麻生市民館
出演／梵天
（小林政高・小林桃・関美弥子・岩﨑美帆・
若山麻友子・佐々木美穂）
料金／全席指定 一般5,000円、
U25席2,000円

3月13日
（土） 13：00開場 14：00開演

5月8日
（土） 16：30開場
大友直人 ©堀田正矩

17：00開演

松田理奈Lina ©MarcoPatella

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲、
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、
ベートーヴェン:
交響曲 第7番
出演 ／指 揮：大 友 直 人、ヴァイオリン：松 田 理 奈、
管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,500円、A席4,500円、B
席3,500円、
U25席2,000円

〈6〉

Showaミュージック・カフェ
オーディション選出者によるコンサート

3月14日
（日） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／【第1部】
マスネ：
「タイス」
より 瞑想曲 、
ラヴェル：
水の戯れ、プーランク： ヴァイオリン・ソナタ より第1
楽章、
第3楽章
【第2部】
ウェバー：ピエ・イエズ、
ロッシーニ：ヴェネツィア
の競艇、カッチーニ、シューベルト：アヴェ・マリア、春
メドレー〜どこかで春が〜春が来た〜朧月夜〜花〜
出演／【第1部】デュオ・ルミナリエ（ヴァイオリン：上敷
領藍子、
ピアノ：川嶌那奈）
【第2部】Le Soleil＜ル・ソレイユ＞（ソプラノ：滝 川
祐加、
メゾソプラノ：下倉結衣、
ピアノ：三上彩花）
料金／全席自由 一般1,700円、
学生1,000円
＊小学生入場無料（保護 者同伴の場合に限ります。要
事前連絡）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時〜16時）
ensou@senzoku.ac.jp
※問合せはできるだけメールにてお願いします。

東京交響楽団
ドイツ 三大B 名曲コンサート

和太鼓 梵天コンサート2021

日程／4月18日（日）〜5月16日（日）
申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（10時〜17時）
＊3/1から平日のみ、4/1からは毎日営業
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2021実行委員会事務局
☎044-952-5024

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
第22回定期演奏会

洗 足 学 園 音 楽 大 学
会場／麻生市民館
出演／国府弘子スペシャルトリオ
（ピアノ：国府弘子、
ベース：八尋洋一、
ドラムス：岩瀬立飛）
、
ヴォーカル：
露崎春女、
ヴァイオリン：早稲田桜子
料金／全 席 指 定 S席4,500円、A 席3,500円、
U25席2,000円

＊各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席12,800円、A席9,800円、
B席6,800円、
C席3,000円

14：30開演

＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感 染 症 対 策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、
ご来場
ください。
＊必ず事前にお申し込みください。

＊U25席 25歳以下または学生・要会場にて身分証
提示

トリオ・リベルタ コンサート
「天使と悪魔」ピアソラ生誕100周年記念

4月29日（木・祝） 13：45開場

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター

☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

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 大 人：S S 席11, 0 0 0 円、S 席
10,000円、A 席7,000円、B席4,000円、C席
2,000円、
子ども：S席6,000円、
A席4,000円、
B
席2,000円、
C席1,000円
＊C席はスターダンサーズ・バレエ団のみで取り扱い。
未
3歳以下入場不可

2010年 日本オペラ協会公演「魅惑の美女はデスゴッデス!」
©公益財団法人日本オペラ振興会

＜プレイベント＞
若きアーティストたちの響演
〜昭和音楽大学同伶会とともに〜

5月15日
（土）
・16日
（日） 13：15開場 14：00開演

14：30開演

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／サックス：本田雅人
（昭和音楽大学客員教授）
、
特別ゲスト：ピアノ：秋田慎治
（昭和音楽大学講師）
料金／全席指定 1,000円
＊別途会場で寄付のご協力お願いします。

日本オペラ振興会設立40周年記念／
日本オペラ協会＆藤原歌劇団公演
日本オペラシリーズNo.82
池辺晋一郎作曲
「魅惑の美女はデスゴッデス!」
オペラ全2幕
G.プッチーニ作曲「ジャンニ・スキッキ」
オペラ全1幕
ニュープロダクション

昭 和 音 楽 大 学

スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕

ⒸTakeshi Shioya/A.I Co.,Ltd.

5月3日
（月・祝） 13：15開場

公 開 講 座

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

5月1日
（土） 16：15開場

子どものためのショータイム
〜歌とパントマイムで楽しもう！〜

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

〈5〉

良い姿勢でLet's Dance!!
キミも姿勢小町の仲間入り

5月5日（水・祝） 17：00開場 18：00開演
出演／鈴木雅之
料金／全席指定 8,800円
＊3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要。
※お一人様1公演4枚まで
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999
（平日：月・水・金 11時〜13時）

第253回例会 ＜この「個」誰の子？ ブラームス＞
3月24日（水） 13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：生島順一
第254回例会
＜湯浅聡子ピアノ演奏会〜午後のひと時を〜＞
4月23日
（金） 13：30開場 14：00開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／ピアノ：湯浅聡子
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

国府弘子 スペシャルトリオ
〜Piano Party 2021
ゲスト：露崎春女&早稲田桜子

www.ongakunomachi.jp ̶

3月27日（土）
昼の部 12：30開場 13：00開演
夕の部 16：30開場 17：00開演
料金／配信1,700円（申込制）
＊詳細は麻生区ページに。

masayuki suzuki taste of mar tini
tour 2020/21
〜ALL TIME ROCK N ROLL〜

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

̶

〈4〉

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／シューマ ン：交 響 曲 第1番「春」、ブラーム ス：
交響曲1番
出演／指揮：阿部未来
料金／全 席 指 定 S席3,500円、A 席2,500円、学生
（A席のみ）
1,000円

第95回 3月24日（水） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・ソプラノ：國井道子
料金／全席自由 1回券：1,200円
第96回 4月22日（木） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 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

おとなのコンサートvol.24

3月27日
（土） 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

コロナに負けない!!
今回は、
「音楽のまち・かわさき」のオリジナル動画です。
ドレミファ♪ミュートンの特設ページでご紹介しています。
子どもから大人までお楽しみください。

みんなで一緒に
リトミック♪

自分だけの歌を
つくろう！

親子や兄弟でチャレンジ ! どなたでも楽しめる動画
に合わせて動けば、
おうちの中がリトミック教室に!
桜井純恵先生と一緒にホップ・ステップ・ジャンプ!!

子どもたちの学校生活の歌をCDリリース
している「3年3組こくばん先生」の指導で、
作詞・作曲に挑戦しよう！

まちや生活の中での
音楽がたくさん!!
川崎が誇る大スターの坂本九さんの
あの 歌 が 駅 の 発 車メロディに。清 掃車
から聞こえてくる音楽はフロンターレの
試合でも聴けるよ！みんなも家の近くで
音楽を探してみよう。

リトミック撮影風景

ダブル

Wコンサートマスターズ・コンサート
4月29日（木・祝） 16：30開場

©狂言「萩大名」山本東次郎
撮影：吉越研

©T-TOC RECORDS

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／ヴァイオリン：小森谷巧
（読売日本交響楽団）
、
伊藤亮太郎（NHK交響楽団）、チェロ：桑田歩（新日
本フィルハーモニー交響楽団）、ピアノ：酒井愛可
料金／全席指定 一般4,000円、
U25席2,000円

未

…未就学児入場可

ミュートンチャンネル

べイビーミニシアターフェスティバル
〜
『あ・の・ね』
『マ・プニュ・ンカ！ 『
』まる』
〜

17：00開演

©能「清経」友枝昭世
撮影：東條睦子

会場／麻生市民館
演目／狂言「萩 大 名（はぎだい みょう）」、能「清 経
（きよつね）
」
出演／解説：馬場あき子、狂言：
「萩大名」シテ：山本
東次郎、
能：
「清経」
シテ：友枝昭世、
アフタートーク：
馬場あき子、山本東次郎、友枝昭世
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円、
U25割(S席・25歳以下)2,500円

5月8日
（土）
・9日
（日） 11：00開場 11：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
料金／全席自由 大人ベイビーペア2,200円、
大人
2,200円、
ベイビー追加500円
＊対象年齢 一般公演：0歳〜2歳未満
※対象年齢以外のお子さまの入場は不可。
★5月8日（土）14：00より、リラックス公演あり。
これは配慮が必要なお子さんや障がいのあるお子
さんと、
その保護者の方を対象とした公演。参加
に際してのご心配な点や配慮の必要なことなど、
お気軽にご相談ください。問合せ・申込みは直接
未
劇場（TEL:044-955-0107）
まで。

川崎市内で開催された音楽イベントやコンサートの模様を撮影した動画をYouTubeで視聴できます。

ミュートンチャンネル＋(プラス)
市内で活動する音楽団体やアーティストが制作した動画を紹介しています。
音楽映像も募集しています。
制作した動画のURLとタイトルを、
協議会
（bank@ongakunomachi.jp）
まで

会場 ／新百合トウェンティワンホール
出演 ／ホルン：佐々木裕里、
サックス：江澤茜、
伊藤
晴夏、キーボード：安部潤、ベース 櫻井哲夫、ドラム
齋藤たかし
料金／全席指定 一般3,000円、学生1,500円

未 …未就学児入場可

問合せ
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

3・4月号の情報は2月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回5月10日発刊号は、5月11日から7月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（3月19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。

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

〈3〉

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

曲目／ボルヌ : カルメン・ファンタジー、
ガーシュウィン :
ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／サックス：齊藤健太、
ピアノ：AKI マツモト
料金／全席指定 500円

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第40回定期演奏会

3月31日（水） 17：30開場 18：00開演
曲目／ウォルトン：クラウンインペリアル、八木澤教司：
オルガンと吹奏楽のための祝典ファンファーレ、ヘス：
イーストコーストの風景、ポピュラーステージ 他
出演／パイプオルガン：大木麻理
（ゲスト）
問合せ／生田高等学校
（井上）
☎044-977-3800

★ホールアドバイザー秋山和慶企画
オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅻ
4月3日（土） 15：00開演

洋乃理、萩谷金太郎、多井千洋、チェロ：西谷牧人、金子
鈴太郎、
玉川克、コントラバス：米長幸一）
料金／全席指定 一般5,000円、
舞台後方席3,000円
《雨の歌》辻 彩奈 ヴァイオリン・リサイタル
5月3日
（月・祝） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第10番、
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」、プロ
コフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番
出演／ヴァイオリン：辻彩奈、ピアノ：江口玲
料金／全席指定 一般5,000円、
舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

みなとみらい21交響楽団 第20回定期演奏会

4月18日（日） 13：00開場 14：00開演
曲 目／ 武 満 徹：オ ー ケ スト ラ の た め の「 波 の 盆 」、
マーラー：交響曲第9番(マーラー協会全集版)
出演／指揮：金山隆夫
料金／全席指定 前売券1,000円、当日券1,500円
問合せ／みなとみらい21交響楽団 事務局
☎050-5372-2128

東京・春・音楽祭2021
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

曲 目／ニュー・シネマ・パラダイス、サ ウンド・オブ・
ミュージック、王様と私、
「 ファンタジア」〜デュカス：
交響詩
「魔法使いの弟子」 他
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、歌：岡
幸二郎、
吉岡小鼓音、
ピアノ：奥田弦、
管弦楽：東京交響楽団
料金／S席7,000円、
A席6,000円、
B席5,000円、
C席
4,000円、U25
（小学生〜25歳）
：各席半額

森村学園中高等部管弦楽部
第16回定期演奏会

4月4日（日） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：交 響曲 第8番、チャイコフス
キー：
「白鳥の湖」
から抜粋、
カヴァティーナ、
映画
「ディア・
ハンター」
より、
ディズニーファンタスティックメドレー 他
申込方法／件名に
「第16回定期演奏会申し込み」
と書き、
①名前
（漢字＆カタカナ）
②人数③連絡先
（電話番号）
を
記載の上、morimuraphil@gmail.comまで。
出演／森村学園中高等部管弦楽部
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部
（深井）
☎080-5464-8786

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021

《石田組 MUZA見参》
石田組
4月11日（日） 12：30開場 13：30開演
曲目／シベリウス：ア ンダ ン テ・フェ ス ティー ヴォ 、
グリーグ：ホル ベル グ 組 曲、バ ルトーク（ウィルナー
編曲）
：ルーマニア民族舞曲、ピアソラ（デシャトニコフ
編 曲）
：ブ エノス アイレスの 春、ピ ア ソラ（近 藤 和 明
編曲）
：タンゲディアⅢ、ローリング・ストーンズ（松岡
あさひ編曲）
：悲しみのアンジー、レッド・ツェッペリン
（松 岡あさひ編曲）
：天 国 へ の階段、レインボー（近 藤
和明編曲）
：スターゲイザー
出演／石田組
（ヴァイオリン：石田泰尚、
廣岡克隆、
丹羽
洋 輔、清 水泰 明、福留史 紘、鈴 木 浩司、ヴィオラ：中 村

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による
《マクベス》
（抜粋／演奏会形式／字幕付）
4月20日（火） 18：00開場 19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇《マクベス》
（抜粋）
出演／指揮：チヤ・アモス、サミュエル・スンワン・リー、
ヨハネス・ルーナー 他
料金／全 席 指 定 S席6,500円、A 席4,500円、B席
3,500円、
U-25 1,500円、配信1,500円
リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ
4月22日（木） 18：00開場 19：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲第35番《ハフナー》、交響
曲第41番
《ジュピター》
出演 ／指 揮：リッカルド・ムーティ、管 弦 楽：東 京春 祭
オーケストラ
料金／全席指定 S席16,000円、A席13,000円、B席
10,000円、
C席8,000円、
D席6,000円、
E席 5,000円、
U-25 2,500円、配信2,500円
問合せ／東京・春・音楽祭実行委員会
☎03-5205-6497

読売日本交響楽団
第1回川崎マチネ̶シリーズ

4月21日（水） 14：00開演
曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番、
ドヴォル
ザーク：交響曲第9番「新世界から」
出演／指 揮：鈴 木優 人、ピ アノ：小 山 実 稚 恵、管 弦 楽：
読売日本交響楽団
料金／S席6,000円、
A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390

三浦一馬キンテート 熱狂のタンゴ

4月24日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／【オール・ピ アソラ・プログラム】92丁目通り、
アディオス・ノニーノ、
天使のミロンガ、
鮫、
リベルタンゴ、
タンガータ、プレパレンセ、フーガ9、ブエノスアイレス
の秋、
キチョ、
五重奏のためのコンチェルト
出演／バ ンド ネ オン：三 浦 一 馬、ヴァイオリン：石 田
泰尚、
ピアノ：山田武彦、
ギター：大坪純平、
コントラバス：
黒木岩寿
料金／全席指定 一般4,800円、シルバー（65歳以上）
4,500円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

★モーツァルト・マチネ

料金／全席指定 一般4,000円、
U25
（小学生〜25歳）
1,500円 ＊車いす席は要問合せ
2021-2022シリーズ4回セット券：12,800円

5月2日（日） 14：00 開演
曲目／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
交響曲 第4番
出演／指揮：大植英次、ヴァイオリン：木嶋真優
料金／全 席 指 定 S席 7,000円、A 席6,000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
☎044-520-1511

【ジブリ＆クラシック】in ミューザ
赤坂ウインドオーケストラ
第10回記念定期演奏会

5月8日（土） 12：45開場 13：30開演
曲目／ラヴェル：
「ダフニスとクロエ」第2組曲、バーン
スタイン：
「キャンディード」序曲、田中賢：メトセラⅡ〜
打楽器群と吹奏 楽のために〜、久石譲：風の谷のナウ
シカ、
天空の城ラピュタ、
となりのトトロ、
魔女の宅急便、
千と千尋の神隠し
出演 ／指 揮 : 西 野 宏、ピ アノ・チェレスタ：大 山 裕 子、
ハープ：邊 見 美 帆子、フル ート：松 澤 美 保 奈、打 楽 器：
Percussion Ensemble Del Sol
料金／全席指定 事前申込、
入場料後払い制
（お気持ち制）
＊小学生から入場可。
赤坂ウインドオーケストラＨＰから
問合せ／安尾 ☎090-3710-9859

千住真理子フェスティヴァル
〜リサイタルで巡る 春夏秋冬 〜
Vol.１《春》スプリング・ソナタ

5月11日（火） 13：00開場 13：30開演
曲目／J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ヘンデル：
ラルゴ、モーツァルト：ピアノ・ソナタ第11番より アン
ダンテ・グラツィオーソ〜トルコ行進曲、
ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」、メンデルスゾーン：
春の歌 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：山中惇史
料金／全席指定 一般4,800円、
舞台後方席2,500円
＊4公演セット券 一般14,400円、
舞台後方席7,200円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

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

川崎市立高津高等学校吹奏楽部
第25回定期演奏会

3月22日（月） 17：00開場 17：30開演
曲目／【第1部】
真島俊夫：ナヴァル・ブルー、
長生淳：紺碧
の波濤、P.スパーク：宇宙の音楽【第2部】片岡寛晶:雅
〜3人のマリンバ奏者のための、
A.リード：アルメニアン
ダンスⅡ【第3部】ポップスステージ
出演／指揮：高田亮、植松雅史
問合せ／川崎市立高津高等学校 吹奏楽部顧問
（島田）
☎044-811-2555

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第13回 野村亮太サクソフォンコンサート
4月23日
（金） 13：00開場 13：30開演

ミュートンチャンネル

検索

出演／サクソフォン：野村亮太、ピアノ：成田良子
第14回 宮下祥子クラシックギターコンサート
5月15日（土） 13：00開場 13：30開演

※料金について表記のないものは無料です

www.ongakunomachi.jp ̶

動 画 配 信
新百合子どもミュージカル20周年記念公演
ミュージカル「しあわせの青い鳥」

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第79回

第45回

5月1日
（土） 11：00開演
曲目／＜オール・モ ーツァルト・プ ログラム＞交 響 曲
第32番、ヴァイオリン協奏曲 第3番、交響曲 第36番
「リンツ」
出演／指揮：太田弦、ヴァイオリン：山根一仁、管弦楽：
東京交響楽団

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

̶

出演／ギター：宮下祥子
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

福田こうへいコンサートツアー2020
（振替公演）

4月28日（水） 昼の部 13：00開場 13：30開演
夜の部 17：30開場 18：00開演
料金／全席指定
＊チケットの発売については調整中
既にお持ちのチケットは振替公演時にそのまま使用可。
当日まで要保管。
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日 12時〜17時）

第22回

A.リード音の輪コンサート

5月2日（日） 13：00開場 14：00開演
曲目／【第1部】
春の猟犬、
アルメニアンダンス・パート1、
【第2部】アルメニアンダンス・パート2、主よ人の望みの
喜びよ（編曲A.リード）、第6組曲、エル・カミーノ・レアル
料金／全席自由 1,500円
＊中学生以上有料
出演／指揮：伊藤透、
小林恵子、
汐澤安彦、
A.リードメモリ
アルバンド2021、音の輪ウインドシンフォニカ2021
問合せ／音の輪コンサート事務局
☎044-789-9146（水〜金10時〜18時）

未来づくりコンサートVol.3
本田雅人（サックス）トーク＆ライブショー
特別ゲスト：秋田慎治（ピアノ）
4月18日（日） 16：30開場

17：00開演

3月27日（土） 配信時間未定
問合せ／KCSセンター元住吉（担当）
☎044-750-0133

東京・春・音楽祭2021
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による
《マクベス》
（抜粋／演奏会形式／字幕付）
4月20日（火） 19：00開演
料金／配信1,500円
リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ
4月22日（木） 19：00開演
料金／配信2,500円
＊詳細はミューザ川崎シンフォニーホールのページに。

2020〜少年の祭典「ボレロ」〜

12月6日（日）幸市民館・12月13日（日）
カルッツかわさきで収録、および映像で
参加の方々によるラヴェル「ボレロ」
演奏。
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局 ☎044-853-1649

3月17日（水）、31日（水）、4月7日（水）、21日（水）、5月
12日
（水）
17：30開演
3月11日（木）、18日（木）、25日（木）、4月8日（木）、
22日（木）、5月6日（木）、13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
託

託児サービスは当面の間休止しております。

17：00開演

5月5日
（水・祝） ① 9：15開場
②11：45開場

10：00開演
12：30開演

藤原歌劇団Quattro Aria
スプリングコンサート2021
2

人

の

歌

姫

with Double Divas
5月8日
（土） 14：00開場

4月24日
（土）
・25日
（日） 13：00開場 14：00開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／コミカルマイミスト：ちゅうサン、ソプラノ：
池田ちほ、
クラリネット：渋谷圭祐、
ピアノ：中村文香
料金／全席指定 大人1,500円、こども500円
未
＊3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

当面の間、
主催公演は関係者のみにて開催
しています。
このため、
一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。
なお、
一部の
演 奏 会 は洗 足 学 園 音 楽 大 学 YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

5月5日
（水・祝） 14：15開場 15：00開演

14：00開演

©N.Ikegami

4月10日
（土） 13：30開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／昭和音楽大学、短 期大学部、大学院を今 春
卒業・修了するピアノ、声楽、弦管打楽器、電子オル
ガン専攻などの卒業生
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

＜プレイベント＞
若きアーティストたちの響演
ジャズ・ポピュラーライブ
〜昭和音楽大学同伶会とともに〜

4月11日（日） 13：30開場 14：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／昭和音楽大学、
同短期大学部のジャズコース・
ポピュラー音楽コース出身のメンバー
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

5月3日
（月・祝） 13：15開場

14：00開演

読響・N響

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／藤原歌劇団QuattroAria
（笹岡慎一郎・黄木
透・和下田大典・大塚雄太）、ソプラノ：相樂和子、メ
ゾソプラノ：吉村恵、
ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,500円、
U25席1,500円

昭 和 音 楽 大 学 音 楽 芸 術 運 営 学 科 アート
マネジメントコース 企画制作演習企画公演
Vol.1
JAZZ 春の陣 〜しなやかに 華ひらく

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、
U25席2,000円

能と狂言 人間国宝の競演
〜友枝昭世と山本東次郎の至芸〜
会場／麻生市民館
出演／梵天
（小林政高・小林桃・関美弥子・岩﨑美帆・
若山麻友子・佐々木美穂）
料金／全席指定 一般5,000円、
U25席2,000円

3月13日
（土） 13：00開場 14：00開演

5月8日
（土） 16：30開場
大友直人 ©堀田正矩

17：00開演

松田理奈Lina ©MarcoPatella

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲、
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、
ベートーヴェン:
交響曲 第7番
出演 ／指 揮：大 友 直 人、ヴァイオリン：松 田 理 奈、
管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,500円、A席4,500円、B
席3,500円、
U25席2,000円

〈6〉

Showaミュージック・カフェ
オーディション選出者によるコンサート

3月14日
（日） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／【第1部】
マスネ：
「タイス」
より 瞑想曲 、
ラヴェル：
水の戯れ、プーランク： ヴァイオリン・ソナタ より第1
楽章、
第3楽章
【第2部】
ウェバー：ピエ・イエズ、
ロッシーニ：ヴェネツィア
の競艇、カッチーニ、シューベルト：アヴェ・マリア、春
メドレー〜どこかで春が〜春が来た〜朧月夜〜花〜
出演／【第1部】デュオ・ルミナリエ（ヴァイオリン：上敷
領藍子、
ピアノ：川嶌那奈）
【第2部】Le Soleil＜ル・ソレイユ＞（ソプラノ：滝 川
祐加、
メゾソプラノ：下倉結衣、
ピアノ：三上彩花）
料金／全席自由 一般1,700円、
学生1,000円
＊小学生入場無料（保護 者同伴の場合に限ります。要
事前連絡）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時〜16時）
ensou@senzoku.ac.jp
※問合せはできるだけメールにてお願いします。

東京交響楽団
ドイツ 三大B 名曲コンサート

和太鼓 梵天コンサート2021

日程／4月18日（日）〜5月16日（日）
申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（10時〜17時）
＊3/1から平日のみ、4/1からは毎日営業
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2021実行委員会事務局
☎044-952-5024

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
第22回定期演奏会

洗 足 学 園 音 楽 大 学
会場／麻生市民館
出演／国府弘子スペシャルトリオ
（ピアノ：国府弘子、
ベース：八尋洋一、
ドラムス：岩瀬立飛）
、
ヴォーカル：
露崎春女、
ヴァイオリン：早稲田桜子
料金／全 席 指 定 S席4,500円、A 席3,500円、
U25席2,000円

＊各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席12,800円、A席9,800円、
B席6,800円、
C席3,000円

14：30開演

＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感 染 症 対 策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、
ご来場
ください。
＊必ず事前にお申し込みください。

＊U25席 25歳以下または学生・要会場にて身分証
提示

トリオ・リベルタ コンサート
「天使と悪魔」ピアソラ生誕100周年記念

4月29日（木・祝） 13：45開場

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター

☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

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 大 人：S S 席11, 0 0 0 円、S 席
10,000円、A 席7,000円、B席4,000円、C席
2,000円、
子ども：S席6,000円、
A席4,000円、
B
席2,000円、
C席1,000円
＊C席はスターダンサーズ・バレエ団のみで取り扱い。
未
3歳以下入場不可

2010年 日本オペラ協会公演「魅惑の美女はデスゴッデス!」
©公益財団法人日本オペラ振興会

＜プレイベント＞
若きアーティストたちの響演
〜昭和音楽大学同伶会とともに〜

5月15日
（土）
・16日
（日） 13：15開場 14：00開演

14：30開演

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／サックス：本田雅人
（昭和音楽大学客員教授）
、
特別ゲスト：ピアノ：秋田慎治
（昭和音楽大学講師）
料金／全席指定 1,000円
＊別途会場で寄付のご協力お願いします。

日本オペラ振興会設立40周年記念／
日本オペラ協会＆藤原歌劇団公演
日本オペラシリーズNo.82
池辺晋一郎作曲
「魅惑の美女はデスゴッデス!」
オペラ全2幕
G.プッチーニ作曲「ジャンニ・スキッキ」
オペラ全1幕
ニュープロダクション

昭 和 音 楽 大 学

スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕

ⒸTakeshi Shioya/A.I Co.,Ltd.

5月3日
（月・祝） 13：15開場

公 開 講 座

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

5月1日
（土） 16：15開場

子どものためのショータイム
〜歌とパントマイムで楽しもう！〜

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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良い姿勢でLet's Dance!!
キミも姿勢小町の仲間入り

5月5日（水・祝） 17：00開場 18：00開演
出演／鈴木雅之
料金／全席指定 8,800円
＊3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要。
※お一人様1公演4枚まで
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999
（平日：月・水・金 11時〜13時）

第253回例会 ＜この「個」誰の子？ ブラームス＞
3月24日（水） 13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：生島順一
第254回例会
＜湯浅聡子ピアノ演奏会〜午後のひと時を〜＞
4月23日
（金） 13：30開場 14：00開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／ピアノ：湯浅聡子
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

国府弘子 スペシャルトリオ
〜Piano Party 2021
ゲスト：露崎春女&早稲田桜子

www.ongakunomachi.jp ̶

3月27日（土）
昼の部 12：30開場 13：00開演
夕の部 16：30開場 17：00開演
料金／配信1,700円（申込制）
＊詳細は麻生区ページに。

masayuki suzuki taste of mar tini
tour 2020/21
〜ALL TIME ROCK N ROLL〜

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

̶
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会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／シューマ ン：交 響 曲 第1番「春」、ブラーム ス：
交響曲1番
出演／指揮：阿部未来
料金／全 席 指 定 S席3,500円、A 席2,500円、学生
（A席のみ）
1,000円

第95回 3月24日（水） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・ソプラノ：國井道子
料金／全席自由 1回券：1,200円
第96回 4月22日（木） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 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

おとなのコンサートvol.24

3月27日
（土） 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

コロナに負けない!!
今回は、
「音楽のまち・かわさき」のオリジナル動画です。
ドレミファ♪ミュートンの特設ページでご紹介しています。
子どもから大人までお楽しみください。

みんなで一緒に
リトミック♪

自分だけの歌を
つくろう！

親子や兄弟でチャレンジ ! どなたでも楽しめる動画
に合わせて動けば、
おうちの中がリトミック教室に!
桜井純恵先生と一緒にホップ・ステップ・ジャンプ!!

子どもたちの学校生活の歌をCDリリース
している「3年3組こくばん先生」の指導で、
作詞・作曲に挑戦しよう！

まちや生活の中での
音楽がたくさん!!
川崎が誇る大スターの坂本九さんの
あの 歌 が 駅 の 発 車メロディに。清 掃車
から聞こえてくる音楽はフロンターレの
試合でも聴けるよ！みんなも家の近くで
音楽を探してみよう。

リトミック撮影風景

ダブル

Wコンサートマスターズ・コンサート
4月29日（木・祝） 16：30開場

©狂言「萩大名」山本東次郎
撮影：吉越研

©T-TOC RECORDS

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／ヴァイオリン：小森谷巧
（読売日本交響楽団）
、
伊藤亮太郎（NHK交響楽団）、チェロ：桑田歩（新日
本フィルハーモニー交響楽団）、ピアノ：酒井愛可
料金／全席指定 一般4,000円、
U25席2,000円

未

…未就学児入場可

ミュートンチャンネル

べイビーミニシアターフェスティバル
〜
『あ・の・ね』
『マ・プニュ・ンカ！ 『
』まる』
〜

17：00開演

©能「清経」友枝昭世
撮影：東條睦子

会場／麻生市民館
演目／狂言「萩 大 名（はぎだい みょう）」、能「清 経
（きよつね）
」
出演／解説：馬場あき子、狂言：
「萩大名」シテ：山本
東次郎、
能：
「清経」
シテ：友枝昭世、
アフタートーク：
馬場あき子、山本東次郎、友枝昭世
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円、
U25割(S席・25歳以下)2,500円

5月8日
（土）
・9日
（日） 11：00開場 11：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
料金／全席自由 大人ベイビーペア2,200円、
大人
2,200円、
ベイビー追加500円
＊対象年齢 一般公演：0歳〜2歳未満
※対象年齢以外のお子さまの入場は不可。
★5月8日（土）14：00より、リラックス公演あり。
これは配慮が必要なお子さんや障がいのあるお子
さんと、
その保護者の方を対象とした公演。参加
に際してのご心配な点や配慮の必要なことなど、
お気軽にご相談ください。問合せ・申込みは直接
未
劇場（TEL:044-955-0107）
まで。

川崎市内で開催された音楽イベントやコンサートの模様を撮影した動画をYouTubeで視聴できます。

ミュートンチャンネル＋(プラス)
市内で活動する音楽団体やアーティストが制作した動画を紹介しています。
音楽映像も募集しています。
制作した動画のURLとタイトルを、
協議会
（bank@ongakunomachi.jp）
まで

会場 ／新百合トウェンティワンホール
出演 ／ホルン：佐々木裕里、
サックス：江澤茜、
伊藤
晴夏、キーボード：安部潤、ベース 櫻井哲夫、ドラム
齋藤たかし
料金／全席指定 一般3,000円、学生1,500円

未 …未就学児入場可

問合せ
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

3・4月号の情報は2月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回5月10日発刊号は、5月11日から7月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（3月19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。

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業
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www.ongakunomachi.jp ̶

̶

曲目／ボルヌ : カルメン・ファンタジー、
ガーシュウィン :
ラプソディ・イン・ブルー 他
出演／サックス：齊藤健太、
ピアノ：AKI マツモト
料金／全席指定 500円

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第40回定期演奏会

3月31日（水） 17：30開場 18：00開演
曲目／ウォルトン：クラウンインペリアル、八木澤教司：
オルガンと吹奏楽のための祝典ファンファーレ、ヘス：
イーストコーストの風景、ポピュラーステージ 他
出演／パイプオルガン：大木麻理
（ゲスト）
問合せ／生田高等学校
（井上）
☎044-977-3800

★ホールアドバイザー秋山和慶企画
オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅻ
4月3日（土） 15：00開演

洋乃理、萩谷金太郎、多井千洋、チェロ：西谷牧人、金子
鈴太郎、
玉川克、コントラバス：米長幸一）
料金／全席指定 一般5,000円、
舞台後方席3,000円
《雨の歌》辻 彩奈 ヴァイオリン・リサイタル
5月3日
（月・祝） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第10番、
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」、プロ
コフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第2番
出演／ヴァイオリン：辻彩奈、ピアノ：江口玲
料金／全席指定 一般5,000円、
舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

みなとみらい21交響楽団 第20回定期演奏会

4月18日（日） 13：00開場 14：00開演
曲 目／ 武 満 徹：オ ー ケ スト ラ の た め の「 波 の 盆 」、
マーラー：交響曲第9番(マーラー協会全集版)
出演／指揮：金山隆夫
料金／全席指定 前売券1,000円、当日券1,500円
問合せ／みなとみらい21交響楽団 事務局
☎050-5372-2128

東京・春・音楽祭2021
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

曲 目／ニュー・シネマ・パラダイス、サ ウンド・オブ・
ミュージック、王様と私、
「 ファンタジア」〜デュカス：
交響詩
「魔法使いの弟子」 他
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、歌：岡
幸二郎、
吉岡小鼓音、
ピアノ：奥田弦、
管弦楽：東京交響楽団
料金／S席7,000円、
A席6,000円、
B席5,000円、
C席
4,000円、U25
（小学生〜25歳）
：各席半額

森村学園中高等部管弦楽部
第16回定期演奏会

4月4日（日） 12：30開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：交 響曲 第8番、チャイコフス
キー：
「白鳥の湖」
から抜粋、
カヴァティーナ、
映画
「ディア・
ハンター」
より、
ディズニーファンタスティックメドレー 他
申込方法／件名に
「第16回定期演奏会申し込み」
と書き、
①名前
（漢字＆カタカナ）
②人数③連絡先
（電話番号）
を
記載の上、morimuraphil@gmail.comまで。
出演／森村学園中高等部管弦楽部
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部
（深井）
☎080-5464-8786

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021

《石田組 MUZA見参》
石田組
4月11日（日） 12：30開場 13：30開演
曲目／シベリウス：ア ンダ ン テ・フェ ス ティー ヴォ 、
グリーグ：ホル ベル グ 組 曲、バ ルトーク（ウィルナー
編曲）
：ルーマニア民族舞曲、ピアソラ（デシャトニコフ
編 曲）
：ブ エノス アイレスの 春、ピ ア ソラ（近 藤 和 明
編曲）
：タンゲディアⅢ、ローリング・ストーンズ（松岡
あさひ編曲）
：悲しみのアンジー、レッド・ツェッペリン
（松 岡あさひ編曲）
：天 国 へ の階段、レインボー（近 藤
和明編曲）
：スターゲイザー
出演／石田組
（ヴァイオリン：石田泰尚、
廣岡克隆、
丹羽
洋 輔、清 水泰 明、福留史 紘、鈴 木 浩司、ヴィオラ：中 村

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による
《マクベス》
（抜粋／演奏会形式／字幕付）
4月20日（火） 18：00開場 19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇《マクベス》
（抜粋）
出演／指揮：チヤ・アモス、サミュエル・スンワン・リー、
ヨハネス・ルーナー 他
料金／全 席 指 定 S席6,500円、A 席4,500円、B席
3,500円、
U-25 1,500円、配信1,500円
リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ
4月22日（木） 18：00開場 19：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲第35番《ハフナー》、交響
曲第41番
《ジュピター》
出演 ／指 揮：リッカルド・ムーティ、管 弦 楽：東 京春 祭
オーケストラ
料金／全席指定 S席16,000円、A席13,000円、B席
10,000円、
C席8,000円、
D席6,000円、
E席 5,000円、
U-25 2,500円、配信2,500円
問合せ／東京・春・音楽祭実行委員会
☎03-5205-6497

読売日本交響楽団
第1回川崎マチネ̶シリーズ

4月21日（水） 14：00開演
曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番、
ドヴォル
ザーク：交響曲第9番「新世界から」
出演／指 揮：鈴 木優 人、ピ アノ：小 山 実 稚 恵、管 弦 楽：
読売日本交響楽団
料金／S席6,000円、
A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390

三浦一馬キンテート 熱狂のタンゴ

4月24日
（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／【オール・ピ アソラ・プログラム】92丁目通り、
アディオス・ノニーノ、
天使のミロンガ、
鮫、
リベルタンゴ、
タンガータ、プレパレンセ、フーガ9、ブエノスアイレス
の秋、
キチョ、
五重奏のためのコンチェルト
出演／バ ンド ネ オン：三 浦 一 馬、ヴァイオリン：石 田
泰尚、
ピアノ：山田武彦、
ギター：大坪純平、
コントラバス：
黒木岩寿
料金／全席指定 一般4,800円、シルバー（65歳以上）
4,500円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

★モーツァルト・マチネ

料金／全席指定 一般4,000円、
U25
（小学生〜25歳）
1,500円 ＊車いす席は要問合せ
2021-2022シリーズ4回セット券：12,800円

5月2日（日） 14：00 開演
曲目／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
交響曲 第4番
出演／指揮：大植英次、ヴァイオリン：木嶋真優
料金／全 席 指 定 S席 7,000円、A 席6,000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
☎044-520-1511

【ジブリ＆クラシック】in ミューザ
赤坂ウインドオーケストラ
第10回記念定期演奏会

5月8日（土） 12：45開場 13：30開演
曲目／ラヴェル：
「ダフニスとクロエ」第2組曲、バーン
スタイン：
「キャンディード」序曲、田中賢：メトセラⅡ〜
打楽器群と吹奏 楽のために〜、久石譲：風の谷のナウ
シカ、
天空の城ラピュタ、
となりのトトロ、
魔女の宅急便、
千と千尋の神隠し
出演 ／指 揮 : 西 野 宏、ピ アノ・チェレスタ：大 山 裕 子、
ハープ：邊 見 美 帆子、フル ート：松 澤 美 保 奈、打 楽 器：
Percussion Ensemble Del Sol
料金／全席指定 事前申込、
入場料後払い制
（お気持ち制）
＊小学生から入場可。
赤坂ウインドオーケストラＨＰから
問合せ／安尾 ☎090-3710-9859

千住真理子フェスティヴァル
〜リサイタルで巡る 春夏秋冬 〜
Vol.１《春》スプリング・ソナタ

5月11日（火） 13：00開場 13：30開演
曲目／J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ヘンデル：
ラルゴ、モーツァルト：ピアノ・ソナタ第11番より アン
ダンテ・グラツィオーソ〜トルコ行進曲、
ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」、メンデルスゾーン：
春の歌 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：山中惇史
料金／全席指定 一般4,800円、
舞台後方席2,500円
＊4公演セット券 一般14,400円、
舞台後方席7,200円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

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

川崎市立高津高等学校吹奏楽部
第25回定期演奏会

3月22日（月） 17：00開場 17：30開演
曲目／【第1部】
真島俊夫：ナヴァル・ブルー、
長生淳：紺碧
の波濤、P.スパーク：宇宙の音楽【第2部】片岡寛晶:雅
〜3人のマリンバ奏者のための、
A.リード：アルメニアン
ダンスⅡ【第3部】ポップスステージ
出演／指揮：高田亮、植松雅史
問合せ／川崎市立高津高等学校 吹奏楽部顧問
（島田）
☎044-811-2555

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第13回 野村亮太サクソフォンコンサート
4月23日
（金） 13：00開場 13：30開演

ミュートンチャンネル

検索

出演／サクソフォン：野村亮太、ピアノ：成田良子
第14回 宮下祥子クラシックギターコンサート
5月15日（土） 13：00開場 13：30開演

※料金について表記のないものは無料です

www.ongakunomachi.jp ̶

動 画 配 信
新百合子どもミュージカル20周年記念公演
ミュージカル「しあわせの青い鳥」

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第79回

第45回

5月1日
（土） 11：00開演
曲目／＜オール・モ ーツァルト・プ ログラム＞交 響 曲
第32番、ヴァイオリン協奏曲 第3番、交響曲 第36番
「リンツ」
出演／指揮：太田弦、ヴァイオリン：山根一仁、管弦楽：
東京交響楽団

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

̶

出演／ギター：宮下祥子
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

福田こうへいコンサートツアー2020
（振替公演）

4月28日（水） 昼の部 13：00開場 13：30開演
夜の部 17：30開場 18：00開演
料金／全席指定
＊チケットの発売については調整中
既にお持ちのチケットは振替公演時にそのまま使用可。
当日まで要保管。
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日 12時〜17時）

第22回

A.リード音の輪コンサート

5月2日（日） 13：00開場 14：00開演
曲目／【第1部】
春の猟犬、
アルメニアンダンス・パート1、
【第2部】アルメニアンダンス・パート2、主よ人の望みの
喜びよ（編曲A.リード）、第6組曲、エル・カミーノ・レアル
料金／全席自由 1,500円
＊中学生以上有料
出演／指揮：伊藤透、
小林恵子、
汐澤安彦、
A.リードメモリ
アルバンド2021、音の輪ウインドシンフォニカ2021
問合せ／音の輪コンサート事務局
☎044-789-9146（水〜金10時〜18時）

未来づくりコンサートVol.3
本田雅人（サックス）トーク＆ライブショー
特別ゲスト：秋田慎治（ピアノ）
4月18日（日） 16：30開場

17：00開演

3月27日（土） 配信時間未定
問合せ／KCSセンター元住吉（担当）
☎044-750-0133

東京・春・音楽祭2021
イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による
《マクベス》
（抜粋／演奏会形式／字幕付）
4月20日（火） 19：00開演
料金／配信1,500円
リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ
4月22日（木） 19：00開演
料金／配信2,500円
＊詳細はミューザ川崎シンフォニーホールのページに。

2020〜少年の祭典「ボレロ」〜

12月6日（日）幸市民館・12月13日（日）
カルッツかわさきで収録、および映像で
参加の方々によるラヴェル「ボレロ」
演奏。
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局 ☎044-853-1649

3月17日（水）、31日（水）、4月7日（水）、21日（水）、5月
12日
（水）
17：30開演
3月11日（木）、18日（木）、25日（木）、4月8日（木）、
22日（木）、5月6日（木）、13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
託

託児サービスは当面の間休止しております。

17：00開演

5月5日
（水・祝） ① 9：15開場
②11：45開場

10：00開演
12：30開演

藤原歌劇団Quattro Aria
スプリングコンサート2021
2

人

の

歌

姫

with Double Divas
5月8日
（土） 14：00開場

4月24日
（土）
・25日
（日） 13：00開場 14：00開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／コミカルマイミスト：ちゅうサン、ソプラノ：
池田ちほ、
クラリネット：渋谷圭祐、
ピアノ：中村文香
料金／全席指定 大人1,500円、こども500円
未
＊3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

当面の間、
主催公演は関係者のみにて開催
しています。
このため、
一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。
なお、
一部の
演 奏 会 は洗 足 学 園 音 楽 大 学 YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

5月5日
（水・祝） 14：15開場 15：00開演

14：00開演

©N.Ikegami

4月10日
（土） 13：30開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／昭和音楽大学、短 期大学部、大学院を今 春
卒業・修了するピアノ、声楽、弦管打楽器、電子オル
ガン専攻などの卒業生
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

＜プレイベント＞
若きアーティストたちの響演
ジャズ・ポピュラーライブ
〜昭和音楽大学同伶会とともに〜

4月11日（日） 13：30開場 14：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／昭和音楽大学、
同短期大学部のジャズコース・
ポピュラー音楽コース出身のメンバー
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

5月3日
（月・祝） 13：15開場

14：00開演

読響・N響

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／藤原歌劇団QuattroAria
（笹岡慎一郎・黄木
透・和下田大典・大塚雄太）、ソプラノ：相樂和子、メ
ゾソプラノ：吉村恵、
ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,500円、
U25席1,500円

昭 和 音 楽 大 学 音 楽 芸 術 運 営 学 科 アート
マネジメントコース 企画制作演習企画公演
Vol.1
JAZZ 春の陣 〜しなやかに 華ひらく

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、
U25席2,000円

能と狂言 人間国宝の競演
〜友枝昭世と山本東次郎の至芸〜
会場／麻生市民館
出演／梵天
（小林政高・小林桃・関美弥子・岩﨑美帆・
若山麻友子・佐々木美穂）
料金／全席指定 一般5,000円、
U25席2,000円

3月13日
（土） 13：00開場 14：00開演

5月8日
（土） 16：30開場
大友直人 ©堀田正矩

17：00開演

松田理奈Lina ©MarcoPatella

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲、
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、
ベートーヴェン:
交響曲 第7番
出演 ／指 揮：大 友 直 人、ヴァイオリン：松 田 理 奈、
管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,500円、A席4,500円、B
席3,500円、
U25席2,000円

〈6〉

Showaミュージック・カフェ
オーディション選出者によるコンサート

3月14日
（日） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／【第1部】
マスネ：
「タイス」
より 瞑想曲 、
ラヴェル：
水の戯れ、プーランク： ヴァイオリン・ソナタ より第1
楽章、
第3楽章
【第2部】
ウェバー：ピエ・イエズ、
ロッシーニ：ヴェネツィア
の競艇、カッチーニ、シューベルト：アヴェ・マリア、春
メドレー〜どこかで春が〜春が来た〜朧月夜〜花〜
出演／【第1部】デュオ・ルミナリエ（ヴァイオリン：上敷
領藍子、
ピアノ：川嶌那奈）
【第2部】Le Soleil＜ル・ソレイユ＞（ソプラノ：滝 川
祐加、
メゾソプラノ：下倉結衣、
ピアノ：三上彩花）
料金／全席自由 一般1,700円、
学生1,000円
＊小学生入場無料（保護 者同伴の場合に限ります。要
事前連絡）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時〜16時）
ensou@senzoku.ac.jp
※問合せはできるだけメールにてお願いします。

東京交響楽団
ドイツ 三大B 名曲コンサート

和太鼓 梵天コンサート2021

日程／4月18日（日）〜5月16日（日）
申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（10時〜17時）
＊3/1から平日のみ、4/1からは毎日営業
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2021実行委員会事務局
☎044-952-5024

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
第22回定期演奏会

洗 足 学 園 音 楽 大 学
会場／麻生市民館
出演／国府弘子スペシャルトリオ
（ピアノ：国府弘子、
ベース：八尋洋一、
ドラムス：岩瀬立飛）
、
ヴォーカル：
露崎春女、
ヴァイオリン：早稲田桜子
料金／全 席 指 定 S席4,500円、A 席3,500円、
U25席2,000円

＊各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 S席12,800円、A席9,800円、
B席6,800円、
C席3,000円

14：30開演

＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感 染 症 対 策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、
ご来場
ください。
＊必ず事前にお申し込みください。

＊U25席 25歳以下または学生・要会場にて身分証
提示

トリオ・リベルタ コンサート
「天使と悪魔」ピアソラ生誕100周年記念

4月29日（木・祝） 13：45開場

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター

☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

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 大 人：S S 席11, 0 0 0 円、S 席
10,000円、A 席7,000円、B席4,000円、C席
2,000円、
子ども：S席6,000円、
A席4,000円、
B
席2,000円、
C席1,000円
＊C席はスターダンサーズ・バレエ団のみで取り扱い。
未
3歳以下入場不可

2010年 日本オペラ協会公演「魅惑の美女はデスゴッデス!」
©公益財団法人日本オペラ振興会

＜プレイベント＞
若きアーティストたちの響演
〜昭和音楽大学同伶会とともに〜

5月15日
（土）
・16日
（日） 13：15開場 14：00開演

14：30開演

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／サックス：本田雅人
（昭和音楽大学客員教授）
、
特別ゲスト：ピアノ：秋田慎治
（昭和音楽大学講師）
料金／全席指定 1,000円
＊別途会場で寄付のご協力お願いします。

日本オペラ振興会設立40周年記念／
日本オペラ協会＆藤原歌劇団公演
日本オペラシリーズNo.82
池辺晋一郎作曲
「魅惑の美女はデスゴッデス!」
オペラ全2幕
G.プッチーニ作曲「ジャンニ・スキッキ」
オペラ全1幕
ニュープロダクション

昭 和 音 楽 大 学

スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「コッペリア」全3幕

ⒸTakeshi Shioya/A.I Co.,Ltd.

5月3日
（月・祝） 13：15開場

公 開 講 座

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

5月1日
（土） 16：15開場

子どものためのショータイム
〜歌とパントマイムで楽しもう！〜

www.ongakunomachi.jp ̶
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良い姿勢でLet's Dance!!
キミも姿勢小町の仲間入り

5月5日（水・祝） 17：00開場 18：00開演
出演／鈴木雅之
料金／全席指定 8,800円
＊3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要。
※お一人様1公演4枚まで
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999
（平日：月・水・金 11時〜13時）

第253回例会 ＜この「個」誰の子？ ブラームス＞
3月24日（水） 13：00開場 13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：生島順一
第254回例会
＜湯浅聡子ピアノ演奏会〜午後のひと時を〜＞
4月23日
（金） 13：30開場 14：00開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／ピアノ：湯浅聡子
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

国府弘子 スペシャルトリオ
〜Piano Party 2021
ゲスト：露崎春女&早稲田桜子

www.ongakunomachi.jp ̶

3月27日（土）
昼の部 12：30開場 13：00開演
夕の部 16：30開場 17：00開演
料金／配信1,700円（申込制）
＊詳細は麻生区ページに。

masayuki suzuki taste of mar tini
tour 2020/21
〜ALL TIME ROCK N ROLL〜

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

̶
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会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／シューマ ン：交 響 曲 第1番「春」、ブラーム ス：
交響曲1番
出演／指揮：阿部未来
料金／全 席 指 定 S席3,500円、A 席2,500円、学生
（A席のみ）
1,000円

第95回 3月24日（水） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・ソプラノ：國井道子
料金／全席自由 1回券：1,200円
第96回 4月22日（木） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 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

おとなのコンサートvol.24

3月27日
（土） 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

コロナに負けない!!
今回は、
「音楽のまち・かわさき」のオリジナル動画です。
ドレミファ♪ミュートンの特設ページでご紹介しています。
子どもから大人までお楽しみください。

みんなで一緒に
リトミック♪

自分だけの歌を
つくろう！

親子や兄弟でチャレンジ ! どなたでも楽しめる動画
に合わせて動けば、
おうちの中がリトミック教室に!
桜井純恵先生と一緒にホップ・ステップ・ジャンプ!!

子どもたちの学校生活の歌をCDリリース
している「3年3組こくばん先生」の指導で、
作詞・作曲に挑戦しよう！

まちや生活の中での
音楽がたくさん!!
川崎が誇る大スターの坂本九さんの
あの 歌 が 駅 の 発 車メロディに。清 掃車
から聞こえてくる音楽はフロンターレの
試合でも聴けるよ！みんなも家の近くで
音楽を探してみよう。

リトミック撮影風景

ダブル

Wコンサートマスターズ・コンサート
4月29日（木・祝） 16：30開場

©狂言「萩大名」山本東次郎
撮影：吉越研

©T-TOC RECORDS

会場／昭和音楽大学 ユリホール
出演／ヴァイオリン：小森谷巧
（読売日本交響楽団）
、
伊藤亮太郎（NHK交響楽団）、チェロ：桑田歩（新日
本フィルハーモニー交響楽団）、ピアノ：酒井愛可
料金／全席指定 一般4,000円、
U25席2,000円

未

…未就学児入場可

ミュートンチャンネル

べイビーミニシアターフェスティバル
〜
『あ・の・ね』
『マ・プニュ・ンカ！ 『
』まる』
〜

17：00開演

©能「清経」友枝昭世
撮影：東條睦子

会場／麻生市民館
演目／狂言「萩 大 名（はぎだい みょう）」、能「清 経
（きよつね）
」
出演／解説：馬場あき子、狂言：
「萩大名」シテ：山本
東次郎、
能：
「清経」
シテ：友枝昭世、
アフタートーク：
馬場あき子、山本東次郎、友枝昭世
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円、
U25割(S席・25歳以下)2,500円

5月8日
（土）
・9日
（日） 11：00開場 11：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
料金／全席自由 大人ベイビーペア2,200円、
大人
2,200円、
ベイビー追加500円
＊対象年齢 一般公演：0歳〜2歳未満
※対象年齢以外のお子さまの入場は不可。
★5月8日（土）14：00より、リラックス公演あり。
これは配慮が必要なお子さんや障がいのあるお子
さんと、
その保護者の方を対象とした公演。参加
に際してのご心配な点や配慮の必要なことなど、
お気軽にご相談ください。問合せ・申込みは直接
未
劇場（TEL:044-955-0107）
まで。

川崎市内で開催された音楽イベントやコンサートの模様を撮影した動画をYouTubeで視聴できます。

ミュートンチャンネル＋(プラス)
市内で活動する音楽団体やアーティストが制作した動画を紹介しています。
音楽映像も募集しています。
制作した動画のURLとタイトルを、
協議会
（bank@ongakunomachi.jp）
まで

会場 ／新百合トウェンティワンホール
出演 ／ホルン：佐々木裕里、
サックス：江澤茜、
伊藤
晴夏、キーボード：安部潤、ベース 櫻井哲夫、ドラム
齋藤たかし
料金／全席指定 一般3,000円、学生1,500円

未 …未就学児入場可

問合せ
「音楽のまち・かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

3・4月号の情報は2月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回5月10日発刊号は、5月11日から7月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（3月19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。

2020年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

〈7〉

川崎・しんゆり芸術祭
(アルテリッカしんゆり)２０２１
13周年をむかえる川崎・しんゆり芸術祭2021は、
ジャンルを超
えたトップアーティストによる公演で今年も開催します。
オペラ、
ドイ
ツ 三大B 名曲コンサートをはじめ、
バレエ
「コッペリア」等、子ども
から大人までが楽しめる公演がたくさんあります。
今年も新百合ヶ丘
で繰り広げられるアートの祭典をお楽しみください。

●日程：4月１８日
（日）
〜5月１６日
（日）
●会場：昭和音楽大学（テアトロ･ジーリオ･ショウワ、ユリホール）、
川崎市アートセンター（アルテリオ小劇場、アルテリオ
映像館）、
新百合 トウェンティワンホール（多目的
ホール）
、
麻生市民館
＊音楽公演詳細は4・5・6ページに

その他の公演等は

アルテリッカ

検索

問合せ：川崎・しんゆり芸術祭２０２1実行委員会事務局 ☎０４４-９５２−５０２４
第一部

ぜん ちく

13 12

時
時

じゅう ろう

はち ろう

酢 薑

狂言

い

00 30

分開場
分開演

︻すはじかみ︼

︻くまさか︼

第122回

善竹 十郎 ︵大蔵流︶

つじ

能「熊坂」辻井八郎
（撮影：辻井清一郎）

熊 坂

辻井 八郎 ︵金春流︶

in LAZONA

能

水曜ナイトライブ

川崎市定期能
第二部

ぜん ちく

能「井筒」本田光洋
（撮影：辻井清一郎）

16 15

時
時

じゅう ろう

寝音曲

狂言

00 30

分開場
分開演

︻ねおんぎょく︼

善竹 十郎 ︵大蔵流︶

︻いづつ ものぎ︼

問合せ／水曜ナイトライブ in LAZONA運営委員会事務局 ☎044-200-3725

物着

●開催日：3月24日
（水）
、
3月31日
（水）
●時 間：１８時〜２０時
●場 所：ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場

井筒

奏を同時にお楽しみください。

みつ ひろ

水曜日の夜は買い物と素敵な演

だ

川崎名産品等の販売もあります。

ほん

中心に活動するミュージシャン
によるライブステージ。

本田 光洋 ︵金春流︶

グランドステージでは、川崎を

能

水曜の夜は、
ラゾーナ川崎プラザで！

2021年3月20日
（土・祝） 会場：川崎能楽堂
入場料：各部 4,000円（全席指定）
※脇正面、
中正面エリアのみ選択可。
25歳以下の方。
U25 3,000円 購入時に生年月日のわかる身分証明書をお持ちください。

◎定期能をより楽しむための事前講座
●日時：3月13日
（土）10：00〜11：30
●講師：髙橋 忍
（金春流・シテ方）
、
山井 綱雄
（金春流・シテ方）他
＊チケットご購入者が対象。
料金無料。

問合せ・チケット取扱

川崎能楽堂 川崎市川崎区日進町1-37

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

＊
『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 ̶

̶

〈8〉

「音楽で生きるエネルギーを
坂本九 生誕80周年」
川崎市で生まれた偉大な歌手、坂本九（1941年12月10日〜
1985年8月12日）
。
生誕80周年を迎える今年、
九ちゃんの歌は、
新型コロナウイルス禍で不安な日々を送る私たちに勇気や元気
を与えてくれます。
「音楽で生きるエネルギーを 坂本九 生誕80
周年」
として連載します。
（全5回）

坂本九生誕８０周年
プロジェクトが始動！
〜川崎関連の多くの著名人等が歌う
「明日があるさ」
が公開！
（３月３１日まで）
〜

）
（坂本九プロフィール

。61年に大ヒット
・1941年、川崎市生まれ
63年に米国
「上を向いて歩こう」が
した
トル で発 売さ
で「 SU KI YA KI 」のタイ
続 1位を獲 得す
れ、全 米チャート3週 連
「 明日
星を」、
「 見 上げてごらん夜の
る。
ット曲を持つ川
があるさ」等 数 多くのヒ
崎市が誇る大スター。

【Web動画概要】

川崎市が一体となって坂本九さんの業績をたたえ、
お祝いするためコロナ禍においても前向きになれる
坂本九さんの名曲「明日があるさ」
を著名人等が
歌いつなぎます！

問合せ／川崎市市民文化振興室
ン
ミュートに
ズ
グッ ！
新登場

親子マスク

☎044-200-2416

ミュートン＆しまうま

親子でおそろいでつけられるマスクです。大人用のみ、子ども用のみも購入いただけます。
子ども用／大人用 各800円(税込み)
ポリエステル素材で繰り返し使用可能
耳ひもはアジャスター付き
フィルターポケット付き

く
楽 しク を
♪
マスるトン
け
つ

子ども用
大人用

販売開始日 3月中旬予定

（詳細は協議会HPにて案内）

販売場所 かわさききたテラス、
「音楽のまち・かわさき」推進協議会 他

※商品イメージ

Colorsかわさき2020展で展示された作品をデザインに使用しています

Colorsかわさき展とは
障がいの有無に関わらず、一つ一つの作品の魅力をダイレク
ト に 感 じ て も ら う 展 覧 会 。開 催 4 回 目 と な っ た
2020展の展示作品はインターネット上でもご覧い
ただけます。
末子「ZEBRA しまうま」

問合せ：
「音楽のまち・かわさき」推進協議会

☎044-544-9641

