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※料金について表記のないものは無料です

川 崎 区
ぴあにしも
No Charge LIVE  
1月12日（火）、15日（金）、27日（水）、29日（金）、2月4日（木）、
24日（水）、25日（木）　18：00開場　19：00開演 
＊投げ銭制
Saturday Night JAZZ 
1月16日（土）、23日（土）、30日（土）
18：00開場　19：30開演
料金／全席自由 チャージ2,500円
Sunday afternoon LIVE 
1月24日（日）、31日（日）、2月28（日）
15：00開場　15：30開演 
料金／全席自由 チャージ2,000円

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

　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

野村万蔵による芸能サロン～狂言を楽しもう～
1月11日（月・祝）　13：30開場　14：00開演
演目・出演／解説：野村万蔵、狂言「仏師」野村万之丞、
狂言「木六駄」野村万蔵
料金／全席指定 3,000円
会場・問合せ／川崎能楽堂　☎044-222-7995

かわさき区ビオラコンサート
IN田島支所
1月27日（水）　12：10開演
会場／田島支所 3階会議室
2月　3日（水）　12：10開演
会場／川崎市役所 第3庁舎 1階ロビー
出演／東京交響楽団メンバー
IN大師支所
2月19日（金）　12：10開演
会場／大師支所 2階会議室
出演／バイオリン＆ピアノ：Clarrisa
3月　3日（水）　12：10開演
会場／川崎市役所 第3庁舎 1階ロビー
出演／トランペット:西野宏、ピアノ：山下美帆
問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

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

歌声喫茶ともしび in 川崎
～新店に向けて新たな始動
1月27日（水）　13：30開場　14：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／2,000円
＊電話で予約受付（限定50名）、チケットは当日受付にて
問合せ／ともしび音楽企画（先崎）　☎03-6907-2731

みんなでチャレンジコンサート
1月30日（土）　12：45開場　13：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
出演／ヴァイオリン・ピアノ：パルティ 他
＊当日受付にて座席指定の予定。

Weekday Special LIVE
2月3日（水）　18：00開場　19：30開演
料金／全席自由 チャージ2,000円
会場・問合せ／Public House ぴあにしも
☎044-201-1668

※続きは2ページに
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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

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第79回
1月17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 へ短調 
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

東京交響楽団 ニューイヤーコンサート2021
1月11日（月・祝）　14：00開演
曲目／J.シュトラウスⅡ：ワルツ「酒、女、歌」、ラフマニノフ：
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調、ドヴォルザーク：交響曲 
第9番 ホ短調「新世界より」
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：小山実稚恵
料金／全席指定 S席6,500円、A席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

未
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ（小林）
☎090-8178-8280

★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163回　1月30日（土）　14：00開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ピアノ協奏曲 第6番 
出演／指揮：沖澤のどか、ヴァイオリン：米元響子、ピアノ：
北村朋幹
第164回　2月11日（木・祝）　14：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇『泥棒かささぎ』序曲、歌劇
『セヴィリアの理髪師』序曲、メンデルスゾーン：交響曲
第4番 「イタリア」 他
出演／指揮：ジャンルイジ・ジェルメッティ
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：ジョナサン・ブロクスハム、ピアノ：藤田真央
各回料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円

★MUZA ミュージック・カレッジ
第1回《知る―都市生活におけるオルガン》
2月8日（月）　14：00開演
出演／講師：白沢達生（翻訳家・音楽ライター）、演奏：大
木麻理（ポジティフ・オルガン／ミューザ川崎シンフォ
ニーホール ホールオルガニスト）
第2回《聴く―「聴こえる音」の摩訶不思議な世界》
3月5日（金）　14：00開演

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253回例会

1・2月号の情報は12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3月10日発刊号は、3月11日から5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！（1月12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

｢理由(わけ)ありクラシック｣
～あなただけに教える名曲に隠された秘密～
1月24日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 一般2,500円、ユリフレンズ2,250円、
学生1,500円
問合せ／アートマネジメントコース企画制作室 
☎044-959-5121（10時～17時／土日祝を除く）

◇令和2年度大学院修士課程修了オペラ公演
2月14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
演目／ベッリーニ：オペラ《カプレーティ家とモン
テッキ家》（抜粋）、ヴォルフ＝フェラーリ：オペラ《スザ
ンナの秘密》、マスカーニ：オペラ《友人フリッツ》
（抜粋）、ドニゼッティ：オペラ《ドン・パスクワーレ》（抜粋）
出演／大学院音楽研究科修士課程　声楽（オペラ）
2年生
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和2年度ジャズコース／ポピュラー音楽　
　コース
　GRADUATION LIVE2020
2月28日（日）　14：00開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／ジャズコース、ポピュラー音楽コース学生
＊公式ウェブサイトより要事前申込。

＊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。

昭 和 音 楽 大 学

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

★ホールアドバイザー松居直美企画　
　言葉は音楽、音楽は言葉Ⅲ
　オルガンと朗読で聴く「幻想交響曲」
2月20日（土）　13：00開場　14：00開演
＊詳細は5ページに

★MUZA MUSIC BAR 
　オペラの聴かせどころをお贈りします！
2月26日（金）　19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇『リゴレット』より 「女心の歌」、
マスネ：歌劇『マノン』より 「私が女王様のように歩くと」、
「あなたが握る手は、昔のあたしの手じゃないの？」 他
出演／テノール：宮里直樹、ソプラノ：種谷典子、ピアノ：
水野彰子
料金／全席自由 一般3,000円、ペア割5,000円

★モーツァルト・マチネ 第44回
3月6日（土）　11：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第23番 他
出演／ピアノ（弾き振り）：小菅優、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

佐渡裕／反田恭平 with ジャパン・ナショナル・
オーケストラ 特別編成
2月27日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／ハイドン：交響曲 第44番 「悲しみ」、ラフマニノフ：
パガニーニの主題による狂詩曲 、プロコフィエフ：ピアノ
協奏曲 第3番 
出演／指揮：佐渡裕、ピアノ：反田恭平
料金／全席指定 S席12,000円、A席10,000円、B席
7,500円、C席5,000円、D席3,000円
問合せ／チケットスペース　☎03-3234-9999

東芝グランドコンサート2021
トマス・セナゴー指揮 
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団
3月5日（金）　19：00開演
曲目／R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシュ
ピーゲルの愉快ないたずら」、モーツァルト：ピアノ協奏曲
第9番 『ジュノム』、シベリウス：交響曲第1番
出演／指揮：トマス・セナゴー、ピアノ：小曽根真
料金／全席指定 S席プログラム付13,500円、S席
13,000円、A席11,000円、B席9,000円、C席7,000円、
D席5,000円、学生席3,000円　※チケット料金は税込み。
1月23日（土）発売開始。
問合せ／クラシック事務局（平日12時～17時）
☎0570-012-666

★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
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 他
料金／全席指定 1,000円
＊チケットの売上と同額を川崎市東日本大震災被災者
等支援基金に寄付します。

テネラメンテフィルハーモニー管弦楽団
第5回定期演奏会
3月13日（土）　18：50開場　19：30開演
曲目／ベルリオーズ：ローマの謝肉祭、プーランク：バレエ
組曲「牝鹿」、サン=サーンス：交響曲 第3番「オルガン付き」
料金／全席指定 入場無料（カンパ制）
＊チケットの申込方法は決定次第、当団HPに掲載。
問合せ／広報担当　☎050-5832-1771

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
1月20日（水）、2月3日（水）、17日（水）　17：30開演 
1月28日（木）、2月4日（木）、18日（木）、3月11日（木）
19：00開演
会場／中原市民館 会議室
1月16日（土）、2月20日（土）、3月6日（土）　18：00開演
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
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／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／1回3,000円、小中高校生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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2020
「﨑谷直人の“四季”」﨑谷直人＆神奈川フィル・
メンバー
1月14日（木）　12：30開場　13：30開演
曲目／グリーグ：「ホルベルグ組曲」より 前奏曲、バーバー：
弦楽のためのアダージョ、クリス・コーネル（大崎晃一

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。

高 津 区
プロフェッショナルズオーケストラ
恒例のニューイヤーコンサート！
1月11日（月・祝）　13：30開場　14：00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
出演／プロフェッショナルズオーケストラ、指揮：末永隆一
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

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
料金／全席自由 前売2,000円、当日2,500円
出演／ピアノ：小川典子（英国在住）
問合せ／（公財）川崎市国際交流協会（9時半～16時半）
☎044-435-7000

しんゆりジャズスクエア
vol.46　1月22日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／You’d be so nice to come home to、So in love、
Everytime we say goodbye、Love for sale 他
出演／ヴォーカル：情家みえ、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
vol.47　2月19日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／バードランドの子守唄、九月の雨、ハウハイザムーン 
出演／ヴィヴラフォン：渡辺匡彦、ピアノ：袴塚淳、
ギター：田辺充邦、ベース：中津裕子、ドラムス：山下暢彦
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
会場・問合せ／川崎市アートセンター　アルテリオ小劇場
☎044-955-0107

麻 生 区

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第93回　1月21日（木）　13：15開場  14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第94回　2月25日（木）　13：15開場  14：00開演
出演／解説・バリトン：和下田大典
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
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

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～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。

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。

◇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
3月13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／ シューマン：交響曲第1番 変ロ長調「春」、
ブラームス：交響曲1番 ハ短調
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

今年度開催中止になったイベント
子どもの音楽の祭典

◇令和2年度短期大学部バレエコース卒業公演
2月21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
出演／短期大学部バレエコース2年生 他
料金／全席指定 S席1,500円、A席1,000円、学生S席
800円、学生A席500円　※4歳から入場可。 未

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】J.マスネ：「タイス」より“瞑想曲”、M.
ラヴェル：水の戯れ、F.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】A.L.ウェバー：ピエ・イエズ、G.ロッシーニ：
ヴェネツィアの競艇、G.カッチーニ、F.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

◇令和2年度音楽学部バレエコース卒業公演
2月7日（日）　14：00開場　15：00開演

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／音楽学部　バレエコース4年生 他
料金／全席指定 S席1,500円、A席1,000円、学生S席
800円、学生A席500円　※4歳から入場可。 未

ハミング・アンサンブル　室内楽コンサート　
～弦楽四重奏の調べ～
2月27日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／シューベルト：弦楽三重奏曲 第1番、グリエール：
ヴァイオリンとチェロのための8つの小品より、ベー
トーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 他
出演／ヴァイオリン：美島咲子、福島香奈、ヴィオラ：佐伯
康夫、チェロ：梅谷陽玄
問合せ／事務局（梅谷）☎090-4430-9117
（平日18時～21時、土日祝日9時～21時）

夢こんさぁと
2月18日（木） 11：45開場　12：05開演
出演／クラシックギター：レオナルド・ブラーボ
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
事前申込／1月20日（水）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

ソレイユコンサート ～雲の向こうはいつも青空～
2月21日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／ジャパニーズ・グラフィティーXIV A・RA・SHI～
Beautiful days、サウンド・オブ・ミュージック、「千と千尋
の神隠し」ハイライト、All around the Wor ld～
世界中のすべて～ 他
出演／ソレイユ ウィンド オーケストラ、指揮：竹内俊明
＊全席指定（要事前申込）
問合せ／コンサートプロジェクト担当
☎070-3287-1015 未

第11回全国工場夜景サミット ㏌ 川崎
「＃見上げてごらん スペシャルイベント」
2月3日（水）　15：00開場　15：30開演
出演／秦基博 他
申込／事前に右のＮＨＫ横浜放送局専用
申込みフォームから
＊締切は1月13日（水）23時59分
問合せ／経済労働局観光プロモーション推進課
☎044-200-2327

動画配信

東響ミニコンサート in ミューザガレリア 
第84回　3月5日（金）　12：15開演
出演／東京交響楽団メンバー 他
問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200

In Unity2021
＊収録し後日配信
問合せ／In Unity2021実行委員会事務局（中原
区役所地域振興課）　☎044-744-3324

第10回たま音楽祭
たま音楽祭スペシャルステージ
2月6日（土）　13：30～16：30
出演／乙三.、KABUKI age、洗足学園音楽大学声優
アニメソングコース、New Lily Ensemble、My 
Favorite Things
国府弘子スペシャルトリオ＆Sereno Ensemble
2月7日（日）　14：00～16：00
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：岩瀬立飛)
Sereno Ensemble (ヴァイオリン：横山琴子、
伊東翔太、神山里梨、門倉茜、ヴィオラ：野尻弥史矢、
世川すみれ、チェロ：坂井武尊、篠原和仁)
＊両日ともYouTube「TAMAONSAI」
　チャンネルでライブ配信。
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3131

第14回幸区民音楽祭
「さいわいハナミズキコンサート」
2月13日（土）　（観覧募集は締切りました）
出演／揚琴：張林、マリンバ：廣田裕佳＆冨貴塚理恵、
吹奏楽：御幸中学校吹奏楽部、フルート・ハープ：
Stress Free、ソプラノ・ピアノ：三部恵梨・栗原里美、
ピアノ・ヴァイオリン：赤松美紀・伊藤万桜（※順不同）
＊収録後、川崎市幸区チャンネル
　他で後日配信予定。
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

高津クラシックコンサート
3月14日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ブルッフ：スコットランド幻想曲、グリーグ：ピアノ
協奏曲 第1楽章、プロコフィエフ：組曲「ロミオとジュ
リエット」より 他　　　　　　　　　　　　　　

詳細はこちら

想像力であそぼう
「もしも、ワールド」 in 神奈川
2月14日（日）、21日（日）、28日（日）
9：45開場　10：00開演 
3月7日（日）　12：45開場　13：00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（劇あそびファシリテーター）
料金／3,000円（全4回） ＊フォームより要申込
問合せ／プレイキッズシアター
☎090-6012-8085 未

3月1日よりアルテリッカしんゆり2021チケット
販売開始!
オペラ、バレエ、クラシック、ジャズ、能・狂言、落語、
人形芝居、和太鼓、映画 他
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちし
ます。
詳細はアルテリッカしんゆり公式ホーム
ページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2021実行委員会
事務局 
☎044-952-5024（10:00～16:00、土日祝祭
日を除く）

未

中原区役所コンサート in 中原市民館
2月18日（木）　11：30開場　12：10開演
会場／中原市民館
＊事前申込
（電話・区HPから、1月15日より先着順）
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324

中 原 区

出演／音楽監督・指揮：箕輪響、ヴァイオリン：松本裕香、
ピアノ：花田えり佳、演奏：管楽合奏団アルスノバ
料金／全席指定 1,000円
＊申込み方法　2月16日（火）（必着）、
　往復はがきで申込。（はがき1枚で2名まで）
問合せ／高津市民館
「高津クラシックコンサート」担当
☎044-814-7603

出演／講師：菅野由弘（作曲家／早稲田大学理工学術
院・基幹理工学部・表現工学科教授）、演奏：東京交響
楽団メンバーによるファゴット四重奏
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席指定 各回3,000円、3回セット券7,800円
（「東響米」のおみやげ付き）

編曲）：The Promise、エルガー：弦楽セレナーデ
ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季集」全曲
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
出演／ヴァイオリン：﨑谷直人、 弦楽アンサンブル：
神奈川フィル・メンバー
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

＜この「個」誰の子？ ブラームス＞
1月26日（火）　13：00開場  13：30開演
出演／お話：生島順一
第254回例会
 ＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞　
2月25日（木）　13：00開場  13：30開演
出演／お話：加藤文夫
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

★MUZAランチタイムコンサート 
東京交響楽団打楽器アンサンブル
1月18日（月）　12：10開演

曲目／ブレット・ウィリアム・ディーツ：シャーペンド・
スティック、ジョン・ケージ：サード・コンストラクション 他
出演／東京交響楽団打楽器セクション（清水太、武山
芳史、綱川淳美、新澤義美、前田啓太）
オペラの聴かせどころをお贈りします！
2月26日（金）　12：10開演

曲目／ヴェルディ：歌劇『リゴレット』より 「女心の歌」、
マスネ：歌劇『マノン』より 「私が女王様のように歩くと」、
「あなたが握る手は、昔のあたしの手じゃないの？」 他
出演／テノール：宮里直樹、 ソプラノ：種谷典子、ピアノ：
水野彰子
料金／全席自由 500円

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第11回　早川純バンドネオンコンサート
2月11日（木・祝）　13：00開場　13：30開演

曲目／A.ビジョルド：エル・チョクロ、A.ピアソラ：リベ
ルタンゴ、早川純：失われし時のワルツ
出演／バンドネオン：早川純
第12回　石塚隆充フラメンココンサート
3月14日（日）　13：00開場　13：30開演

曲目／ソレアレス（フラメンコ伝統曲）、マラゲーニャ
（フラメンコ伝統曲）、7つのスペイン民謡（Manuel de Falla）
出演／カンテ・ギター：石塚隆充、ピアノ・ボーカル：石塚まみ
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
※プログラムは変更になる場合がございます。

コロナに負けない!!コロナに負けない!!
～ミューザ川崎シンフォニーホール編～ミューザ川崎シンフォニーホール編

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 川崎公演
　去る11月8日（日）に、ミューザ川崎シンフォニーホールでウィーン・フィルハーモニー

管弦楽団川崎公演が行われました。新型コロナウイルス感染症が拡大以降、海外の

アーティストの来日は大変厳しい状況にあります。ましてやオーケストラという大集団

が来日することは極めて困難であり、このウィーン・フィルが初めてのケースとなり

ました。来日が確実となり、公演開催が決定したのは10月30日。ウィーン・フィルは

来日にあたり、PCR検査を4日に1回実施、宿泊施設とコンサートホール以外の外出

は一切行わないなど厳しい制約を課し、日本での全8公演（北九州・大阪・川崎・東京）

を無事に実施しました。川崎公演は全席が完売となり、入場時にお客様全員への消毒・

検温を実施するため開場時には長蛇の列ができました。川崎ではゲルギエフの指揮

によりチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」他が演奏され、「今回のツアーは、世界

にとって文化、そして音楽がどういう意味を持つのかを示す、非常に重要なもの」

（ダニエル・フロシャウアー楽団長）と語るように、並々ならぬ覚悟から生み出される

世界最高峰のサウンドが、すべての聴衆に大きな感銘を与えた公演でした。



̶　　　　　　　　　　　　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

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第79回
1月17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 へ短調 
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

東京交響楽団 ニューイヤーコンサート2021
1月11日（月・祝）　14：00開演
曲目／J.シュトラウスⅡ：ワルツ「酒、女、歌」、ラフマニノフ：
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調、ドヴォルザーク：交響曲 
第9番 ホ短調「新世界より」
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：小山実稚恵
料金／全席指定 S席6,500円、A席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

未
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ（小林）
☎090-8178-8280

★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163回　1月30日（土）　14：00開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ピアノ協奏曲 第6番 
出演／指揮：沖澤のどか、ヴァイオリン：米元響子、ピアノ：
北村朋幹
第164回　2月11日（木・祝）　14：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇『泥棒かささぎ』序曲、歌劇
『セヴィリアの理髪師』序曲、メンデルスゾーン：交響曲
第4番 「イタリア」 他
出演／指揮：ジャンルイジ・ジェルメッティ
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：ジョナサン・ブロクスハム、ピアノ：藤田真央
各回料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円

★MUZA ミュージック・カレッジ
第1回《知る―都市生活におけるオルガン》
2月8日（月）　14：00開演
出演／講師：白沢達生（翻訳家・音楽ライター）、演奏：大
木麻理（ポジティフ・オルガン／ミューザ川崎シンフォ
ニーホール ホールオルガニスト）
第2回《聴く―「聴こえる音」の摩訶不思議な世界》
3月5日（金）　14：00開演

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253回例会

1・2月号の情報は12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3月10日発刊号は、3月11日から5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！（1月12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

｢理由(わけ)ありクラシック｣
～あなただけに教える名曲に隠された秘密～
1月24日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 一般2,500円、ユリフレンズ2,250円、
学生1,500円
問合せ／アートマネジメントコース企画制作室 
☎044-959-5121（10時～17時／土日祝を除く）

◇令和2年度大学院修士課程修了オペラ公演
2月14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
演目／ベッリーニ：オペラ《カプレーティ家とモン
テッキ家》（抜粋）、ヴォルフ＝フェラーリ：オペラ《スザ
ンナの秘密》、マスカーニ：オペラ《友人フリッツ》
（抜粋）、ドニゼッティ：オペラ《ドン・パスクワーレ》（抜粋）
出演／大学院音楽研究科修士課程　声楽（オペラ）
2年生
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和2年度ジャズコース／ポピュラー音楽　
　コース
　GRADUATION LIVE2020
2月28日（日）　14：00開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／ジャズコース、ポピュラー音楽コース学生
＊公式ウェブサイトより要事前申込。

＊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。

昭 和 音 楽 大 学

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

★ホールアドバイザー松居直美企画　
　言葉は音楽、音楽は言葉Ⅲ
　オルガンと朗読で聴く「幻想交響曲」
2月20日（土）　13：00開場　14：00開演
＊詳細は5ページに

★MUZA MUSIC BAR 
　オペラの聴かせどころをお贈りします！
2月26日（金）　19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇『リゴレット』より 「女心の歌」、
マスネ：歌劇『マノン』より 「私が女王様のように歩くと」、
「あなたが握る手は、昔のあたしの手じゃないの？」 他
出演／テノール：宮里直樹、ソプラノ：種谷典子、ピアノ：
水野彰子
料金／全席自由 一般3,000円、ペア割5,000円

★モーツァルト・マチネ 第44回
3月6日（土）　11：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第23番 他
出演／ピアノ（弾き振り）：小菅優、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

佐渡裕／反田恭平 with ジャパン・ナショナル・
オーケストラ 特別編成
2月27日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／ハイドン：交響曲 第44番 「悲しみ」、ラフマニノフ：
パガニーニの主題による狂詩曲 、プロコフィエフ：ピアノ
協奏曲 第3番 
出演／指揮：佐渡裕、ピアノ：反田恭平
料金／全席指定 S席12,000円、A席10,000円、B席
7,500円、C席5,000円、D席3,000円
問合せ／チケットスペース　☎03-3234-9999

東芝グランドコンサート2021
トマス・セナゴー指揮 
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団
3月5日（金）　19：00開演
曲目／R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシュ
ピーゲルの愉快ないたずら」、モーツァルト：ピアノ協奏曲
第9番 『ジュノム』、シベリウス：交響曲第1番
出演／指揮：トマス・セナゴー、ピアノ：小曽根真
料金／全席指定 S席プログラム付13,500円、S席
13,000円、A席11,000円、B席9,000円、C席7,000円、
D席5,000円、学生席3,000円　※チケット料金は税込み。
1月23日（土）発売開始。
問合せ／クラシック事務局（平日12時～17時）
☎0570-012-666

★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
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 他
料金／全席指定 1,000円
＊チケットの売上と同額を川崎市東日本大震災被災者
等支援基金に寄付します。

テネラメンテフィルハーモニー管弦楽団
第5回定期演奏会
3月13日（土）　18：50開場　19：30開演
曲目／ベルリオーズ：ローマの謝肉祭、プーランク：バレエ
組曲「牝鹿」、サン=サーンス：交響曲 第3番「オルガン付き」
料金／全席指定 入場無料（カンパ制）
＊チケットの申込方法は決定次第、当団HPに掲載。
問合せ／広報担当　☎050-5832-1771

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
1月20日（水）、2月3日（水）、17日（水）　17：30開演 
1月28日（木）、2月4日（木）、18日（木）、3月11日（木）
19：00開演
会場／中原市民館 会議室
1月16日（土）、2月20日（土）、3月6日（土）　18：00開演
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
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／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／1回3,000円、小中高校生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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2020
「﨑谷直人の“四季”」﨑谷直人＆神奈川フィル・
メンバー
1月14日（木）　12：30開場　13：30開演
曲目／グリーグ：「ホルベルグ組曲」より 前奏曲、バーバー：
弦楽のためのアダージョ、クリス・コーネル（大崎晃一

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。

高 津 区
プロフェッショナルズオーケストラ
恒例のニューイヤーコンサート！
1月11日（月・祝）　13：30開場　14：00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
出演／プロフェッショナルズオーケストラ、指揮：末永隆一
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

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
料金／全席自由 前売2,000円、当日2,500円
出演／ピアノ：小川典子（英国在住）
問合せ／（公財）川崎市国際交流協会（9時半～16時半）
☎044-435-7000

しんゆりジャズスクエア
vol.46　1月22日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／You’d be so nice to come home to、So in love、
Everytime we say goodbye、Love for sale 他
出演／ヴォーカル：情家みえ、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
vol.47　2月19日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／バードランドの子守唄、九月の雨、ハウハイザムーン 
出演／ヴィヴラフォン：渡辺匡彦、ピアノ：袴塚淳、
ギター：田辺充邦、ベース：中津裕子、ドラムス：山下暢彦
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
会場・問合せ／川崎市アートセンター　アルテリオ小劇場
☎044-955-0107

麻 生 区

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第93回　1月21日（木）　13：15開場  14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第94回　2月25日（木）　13：15開場  14：00開演
出演／解説・バリトン：和下田大典
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
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

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～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。

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。

◇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
3月13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／ シューマン：交響曲第1番 変ロ長調「春」、
ブラームス：交響曲1番 ハ短調
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

今年度開催中止になったイベント
子どもの音楽の祭典

◇令和2年度短期大学部バレエコース卒業公演
2月21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
出演／短期大学部バレエコース2年生 他
料金／全席指定 S席1,500円、A席1,000円、学生S席
800円、学生A席500円　※4歳から入場可。 未

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】J.マスネ：「タイス」より“瞑想曲”、M.
ラヴェル：水の戯れ、F.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】A.L.ウェバー：ピエ・イエズ、G.ロッシーニ：
ヴェネツィアの競艇、G.カッチーニ、F.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

◇令和2年度音楽学部バレエコース卒業公演
2月7日（日）　14：00開場　15：00開演

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／音楽学部　バレエコース4年生 他
料金／全席指定 S席1,500円、A席1,000円、学生S席
800円、学生A席500円　※4歳から入場可。 未

ハミング・アンサンブル　室内楽コンサート　
～弦楽四重奏の調べ～
2月27日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／シューベルト：弦楽三重奏曲 第1番、グリエール：
ヴァイオリンとチェロのための8つの小品より、ベー
トーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 他
出演／ヴァイオリン：美島咲子、福島香奈、ヴィオラ：佐伯
康夫、チェロ：梅谷陽玄
問合せ／事務局（梅谷）☎090-4430-9117
（平日18時～21時、土日祝日9時～21時）

夢こんさぁと
2月18日（木） 11：45開場　12：05開演
出演／クラシックギター：レオナルド・ブラーボ
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
事前申込／1月20日（水）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

ソレイユコンサート ～雲の向こうはいつも青空～
2月21日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／ジャパニーズ・グラフィティーXIV A・RA・SHI～
Beautiful days、サウンド・オブ・ミュージック、「千と千尋
の神隠し」ハイライト、All around the Wor ld～
世界中のすべて～ 他
出演／ソレイユ ウィンド オーケストラ、指揮：竹内俊明
＊全席指定（要事前申込）
問合せ／コンサートプロジェクト担当
☎070-3287-1015 未

第11回全国工場夜景サミット ㏌ 川崎
「＃見上げてごらん スペシャルイベント」
2月3日（水）　15：00開場　15：30開演
出演／秦基博 他
申込／事前に右のＮＨＫ横浜放送局専用
申込みフォームから
＊締切は1月13日（水）23時59分
問合せ／経済労働局観光プロモーション推進課
☎044-200-2327

動画配信

東響ミニコンサート in ミューザガレリア 
第84回　3月5日（金）　12：15開演
出演／東京交響楽団メンバー 他
問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200

In Unity2021
＊収録し後日配信
問合せ／In Unity2021実行委員会事務局（中原
区役所地域振興課）　☎044-744-3324

第10回たま音楽祭
たま音楽祭スペシャルステージ
2月6日（土）　13：30～16：30
出演／乙三.、KABUKI age、洗足学園音楽大学声優
アニメソングコース、New Lily Ensemble、My 
Favorite Things
国府弘子スペシャルトリオ＆Sereno Ensemble
2月7日（日）　14：00～16：00
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：岩瀬立飛)
Sereno Ensemble (ヴァイオリン：横山琴子、
伊東翔太、神山里梨、門倉茜、ヴィオラ：野尻弥史矢、
世川すみれ、チェロ：坂井武尊、篠原和仁)
＊両日ともYouTube「TAMAONSAI」
　チャンネルでライブ配信。
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3131

第14回幸区民音楽祭
「さいわいハナミズキコンサート」
2月13日（土）　（観覧募集は締切りました）
出演／揚琴：張林、マリンバ：廣田裕佳＆冨貴塚理恵、
吹奏楽：御幸中学校吹奏楽部、フルート・ハープ：
Stress Free、ソプラノ・ピアノ：三部恵梨・栗原里美、
ピアノ・ヴァイオリン：赤松美紀・伊藤万桜（※順不同）
＊収録後、川崎市幸区チャンネル
　他で後日配信予定。
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

高津クラシックコンサート
3月14日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ブルッフ：スコットランド幻想曲、グリーグ：ピアノ
協奏曲 第1楽章、プロコフィエフ：組曲「ロミオとジュ
リエット」より 他　　　　　　　　　　　　　　

詳細はこちら

想像力であそぼう
「もしも、ワールド」 in 神奈川
2月14日（日）、21日（日）、28日（日）
9：45開場　10：00開演 
3月7日（日）　12：45開場　13：00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（劇あそびファシリテーター）
料金／3,000円（全4回） ＊フォームより要申込
問合せ／プレイキッズシアター
☎090-6012-8085 未

3月1日よりアルテリッカしんゆり2021チケット
販売開始!
オペラ、バレエ、クラシック、ジャズ、能・狂言、落語、
人形芝居、和太鼓、映画 他
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちし
ます。
詳細はアルテリッカしんゆり公式ホーム
ページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2021実行委員会
事務局 
☎044-952-5024（10:00～16:00、土日祝祭
日を除く）

未

中原区役所コンサート in 中原市民館
2月18日（木）　11：30開場　12：10開演
会場／中原市民館
＊事前申込
（電話・区HPから、1月15日より先着順）
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324

中 原 区

出演／音楽監督・指揮：箕輪響、ヴァイオリン：松本裕香、
ピアノ：花田えり佳、演奏：管楽合奏団アルスノバ
料金／全席指定 1,000円
＊申込み方法　2月16日（火）（必着）、
　往復はがきで申込。（はがき1枚で2名まで）
問合せ／高津市民館
「高津クラシックコンサート」担当
☎044-814-7603

出演／講師：菅野由弘（作曲家／早稲田大学理工学術
院・基幹理工学部・表現工学科教授）、演奏：東京交響
楽団メンバーによるファゴット四重奏
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席指定 各回3,000円、3回セット券7,800円
（「東響米」のおみやげ付き）

編曲）：The Promise、エルガー：弦楽セレナーデ
ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季集」全曲
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
出演／ヴァイオリン：﨑谷直人、 弦楽アンサンブル：
神奈川フィル・メンバー
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

＜この「個」誰の子？ ブラームス＞
1月26日（火）　13：00開場  13：30開演
出演／お話：生島順一
第254回例会
 ＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞　
2月25日（木）　13：00開場  13：30開演
出演／お話：加藤文夫
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

★MUZAランチタイムコンサート 
東京交響楽団打楽器アンサンブル
1月18日（月）　12：10開演

曲目／ブレット・ウィリアム・ディーツ：シャーペンド・
スティック、ジョン・ケージ：サード・コンストラクション 他
出演／東京交響楽団打楽器セクション（清水太、武山
芳史、綱川淳美、新澤義美、前田啓太）
オペラの聴かせどころをお贈りします！
2月26日（金）　12：10開演

曲目／ヴェルディ：歌劇『リゴレット』より 「女心の歌」、
マスネ：歌劇『マノン』より 「私が女王様のように歩くと」、
「あなたが握る手は、昔のあたしの手じゃないの？」 他
出演／テノール：宮里直樹、 ソプラノ：種谷典子、ピアノ：
水野彰子
料金／全席自由 500円

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第11回　早川純バンドネオンコンサート
2月11日（木・祝）　13：00開場　13：30開演

曲目／A.ビジョルド：エル・チョクロ、A.ピアソラ：リベ
ルタンゴ、早川純：失われし時のワルツ
出演／バンドネオン：早川純
第12回　石塚隆充フラメンココンサート
3月14日（日）　13：00開場　13：30開演

曲目／ソレアレス（フラメンコ伝統曲）、マラゲーニャ
（フラメンコ伝統曲）、7つのスペイン民謡（Manuel de Falla）
出演／カンテ・ギター：石塚隆充、ピアノ・ボーカル：石塚まみ
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
※プログラムは変更になる場合がございます。

コロナに負けない!!コロナに負けない!!
～ミューザ川崎シンフォニーホール編～ミューザ川崎シンフォニーホール編

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 川崎公演
　去る11月8日（日）に、ミューザ川崎シンフォニーホールでウィーン・フィルハーモニー

管弦楽団川崎公演が行われました。新型コロナウイルス感染症が拡大以降、海外の

アーティストの来日は大変厳しい状況にあります。ましてやオーケストラという大集団

が来日することは極めて困難であり、このウィーン・フィルが初めてのケースとなり

ました。来日が確実となり、公演開催が決定したのは10月30日。ウィーン・フィルは

来日にあたり、PCR検査を4日に1回実施、宿泊施設とコンサートホール以外の外出

は一切行わないなど厳しい制約を課し、日本での全8公演（北九州・大阪・川崎・東京）

を無事に実施しました。川崎公演は全席が完売となり、入場時にお客様全員への消毒・

検温を実施するため開場時には長蛇の列ができました。川崎ではゲルギエフの指揮

によりチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」他が演奏され、「今回のツアーは、世界

にとって文化、そして音楽がどういう意味を持つのかを示す、非常に重要なもの」

（ダニエル・フロシャウアー楽団長）と語るように、並々ならぬ覚悟から生み出される

世界最高峰のサウンドが、すべての聴衆に大きな感銘を与えた公演でした。



̶　　　　　　　　　　　　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

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第79回
1月17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 へ短調 
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

東京交響楽団 ニューイヤーコンサート2021
1月11日（月・祝）　14：00開演
曲目／J.シュトラウスⅡ：ワルツ「酒、女、歌」、ラフマニノフ：
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調、ドヴォルザーク：交響曲 
第9番 ホ短調「新世界より」
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：小山実稚恵
料金／全席指定 S席6,500円、A席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

未
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ（小林）
☎090-8178-8280

★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163回　1月30日（土）　14：00開演
曲目／ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ピアノ協奏曲 第6番 
出演／指揮：沖澤のどか、ヴァイオリン：米元響子、ピアノ：
北村朋幹
第164回　2月11日（木・祝）　14：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇『泥棒かささぎ』序曲、歌劇
『セヴィリアの理髪師』序曲、メンデルスゾーン：交響曲
第4番 「イタリア」 他
出演／指揮：ジャンルイジ・ジェルメッティ
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：ジョナサン・ブロクスハム、ピアノ：藤田真央
各回料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円

★MUZA ミュージック・カレッジ
第1回《知る―都市生活におけるオルガン》
2月8日（月）　14：00開演
出演／講師：白沢達生（翻訳家・音楽ライター）、演奏：大
木麻理（ポジティフ・オルガン／ミューザ川崎シンフォ
ニーホール ホールオルガニスト）
第2回《聴く―「聴こえる音」の摩訶不思議な世界》
3月5日（金）　14：00開演

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253回例会

1・2月号の情報は12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3月10日発刊号は、3月11日から5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！（1月12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

｢理由(わけ)ありクラシック｣
～あなただけに教える名曲に隠された秘密～
1月24日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 一般2,500円、ユリフレンズ2,250円、
学生1,500円
問合せ／アートマネジメントコース企画制作室 
☎044-959-5121（10時～17時／土日祝を除く）

◇令和2年度大学院修士課程修了オペラ公演
2月14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
演目／ベッリーニ：オペラ《カプレーティ家とモン
テッキ家》（抜粋）、ヴォルフ＝フェラーリ：オペラ《スザ
ンナの秘密》、マスカーニ：オペラ《友人フリッツ》
（抜粋）、ドニゼッティ：オペラ《ドン・パスクワーレ》（抜粋）
出演／大学院音楽研究科修士課程　声楽（オペラ）
2年生
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和2年度ジャズコース／ポピュラー音楽　
　コース
　GRADUATION LIVE2020
2月28日（日）　14：00開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／ジャズコース、ポピュラー音楽コース学生
＊公式ウェブサイトより要事前申込。

＊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。

昭 和 音 楽 大 学

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

★ホールアドバイザー松居直美企画　
　言葉は音楽、音楽は言葉Ⅲ
　オルガンと朗読で聴く「幻想交響曲」
2月20日（土）　13：00開場　14：00開演
＊詳細は5ページに

★MUZA MUSIC BAR 
　オペラの聴かせどころをお贈りします！
2月26日（金）　19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇『リゴレット』より 「女心の歌」、
マスネ：歌劇『マノン』より 「私が女王様のように歩くと」、
「あなたが握る手は、昔のあたしの手じゃないの？」 他
出演／テノール：宮里直樹、ソプラノ：種谷典子、ピアノ：
水野彰子
料金／全席自由 一般3,000円、ペア割5,000円

★モーツァルト・マチネ 第44回
3月6日（土）　11：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第23番 他
出演／ピアノ（弾き振り）：小菅優、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

佐渡裕／反田恭平 with ジャパン・ナショナル・
オーケストラ 特別編成
2月27日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／ハイドン：交響曲 第44番 「悲しみ」、ラフマニノフ：
パガニーニの主題による狂詩曲 、プロコフィエフ：ピアノ
協奏曲 第3番 
出演／指揮：佐渡裕、ピアノ：反田恭平
料金／全席指定 S席12,000円、A席10,000円、B席
7,500円、C席5,000円、D席3,000円
問合せ／チケットスペース　☎03-3234-9999

東芝グランドコンサート2021
トマス・セナゴー指揮 
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団
3月5日（金）　19：00開演
曲目／R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシュ
ピーゲルの愉快ないたずら」、モーツァルト：ピアノ協奏曲
第9番 『ジュノム』、シベリウス：交響曲第1番
出演／指揮：トマス・セナゴー、ピアノ：小曽根真
料金／全席指定 S席プログラム付13,500円、S席
13,000円、A席11,000円、B席9,000円、C席7,000円、
D席5,000円、学生席3,000円　※チケット料金は税込み。
1月23日（土）発売開始。
問合せ／クラシック事務局（平日12時～17時）
☎0570-012-666

★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
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 他
料金／全席指定 1,000円
＊チケットの売上と同額を川崎市東日本大震災被災者
等支援基金に寄付します。

テネラメンテフィルハーモニー管弦楽団
第5回定期演奏会
3月13日（土）　18：50開場　19：30開演
曲目／ベルリオーズ：ローマの謝肉祭、プーランク：バレエ
組曲「牝鹿」、サン=サーンス：交響曲 第3番「オルガン付き」
料金／全席指定 入場無料（カンパ制）
＊チケットの申込方法は決定次第、当団HPに掲載。
問合せ／広報担当　☎050-5832-1771

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
1月20日（水）、2月3日（水）、17日（水）　17：30開演 
1月28日（木）、2月4日（木）、18日（木）、3月11日（木）
19：00開演
会場／中原市民館 会議室
1月16日（土）、2月20日（土）、3月6日（土）　18：00開演
会場／宮前区役所 向丘出張所会議室
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／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／1回3,000円、小中高校生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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2020
「﨑谷直人の“四季”」﨑谷直人＆神奈川フィル・
メンバー
1月14日（木）　12：30開場　13：30開演
曲目／グリーグ：「ホルベルグ組曲」より 前奏曲、バーバー：
弦楽のためのアダージョ、クリス・コーネル（大崎晃一

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。

高 津 区
プロフェッショナルズオーケストラ
恒例のニューイヤーコンサート！
1月11日（月・祝）　13：30開場　14：00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
出演／プロフェッショナルズオーケストラ、指揮：末永隆一
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

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
料金／全席自由 前売2,000円、当日2,500円
出演／ピアノ：小川典子（英国在住）
問合せ／（公財）川崎市国際交流協会（9時半～16時半）
☎044-435-7000

しんゆりジャズスクエア
vol.46　1月22日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／You’d be so nice to come home to、So in love、
Everytime we say goodbye、Love for sale 他
出演／ヴォーカル：情家みえ、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
vol.47　2月19日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／バードランドの子守唄、九月の雨、ハウハイザムーン 
出演／ヴィヴラフォン：渡辺匡彦、ピアノ：袴塚淳、
ギター：田辺充邦、ベース：中津裕子、ドラムス：山下暢彦
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
会場・問合せ／川崎市アートセンター　アルテリオ小劇場
☎044-955-0107

麻 生 区

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第93回　1月21日（木）　13：15開場  14：00開演
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり
第94回　2月25日（木）　13：15開場  14：00開演
出演／解説・バリトン：和下田大典
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
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

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～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。

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。

◇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
3月13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／ シューマン：交響曲第1番 変ロ長調「春」、
ブラームス：交響曲1番 ハ短調
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

今年度開催中止になったイベント
子どもの音楽の祭典

◇令和2年度短期大学部バレエコース卒業公演
2月21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
出演／短期大学部バレエコース2年生 他
料金／全席指定 S席1,500円、A席1,000円、学生S席
800円、学生A席500円　※4歳から入場可。 未

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】J.マスネ：「タイス」より“瞑想曲”、M.
ラヴェル：水の戯れ、F.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】A.L.ウェバー：ピエ・イエズ、G.ロッシーニ：
ヴェネツィアの競艇、G.カッチーニ、F.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

◇令和2年度音楽学部バレエコース卒業公演
2月7日（日）　14：00開場　15：00開演

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／音楽学部　バレエコース4年生 他
料金／全席指定 S席1,500円、A席1,000円、学生S席
800円、学生A席500円　※4歳から入場可。 未

ハミング・アンサンブル　室内楽コンサート　
～弦楽四重奏の調べ～
2月27日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／シューベルト：弦楽三重奏曲 第1番、グリエール：
ヴァイオリンとチェロのための8つの小品より、ベー
トーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 他
出演／ヴァイオリン：美島咲子、福島香奈、ヴィオラ：佐伯
康夫、チェロ：梅谷陽玄
問合せ／事務局（梅谷）☎090-4430-9117
（平日18時～21時、土日祝日9時～21時）

夢こんさぁと
2月18日（木） 11：45開場　12：05開演
出演／クラシックギター：レオナルド・ブラーボ
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
事前申込／1月20日（水）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

ソレイユコンサート ～雲の向こうはいつも青空～
2月21日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／ジャパニーズ・グラフィティーXIV A・RA・SHI～
Beautiful days、サウンド・オブ・ミュージック、「千と千尋
の神隠し」ハイライト、All around the Wor ld～
世界中のすべて～ 他
出演／ソレイユ ウィンド オーケストラ、指揮：竹内俊明
＊全席指定（要事前申込）
問合せ／コンサートプロジェクト担当
☎070-3287-1015 未

第11回全国工場夜景サミット ㏌ 川崎
「＃見上げてごらん スペシャルイベント」
2月3日（水）　15：00開場　15：30開演
出演／秦基博 他
申込／事前に右のＮＨＫ横浜放送局専用
申込みフォームから
＊締切は1月13日（水）23時59分
問合せ／経済労働局観光プロモーション推進課
☎044-200-2327

動画配信

東響ミニコンサート in ミューザガレリア 
第84回　3月5日（金）　12：15開演
出演／東京交響楽団メンバー 他
問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200

In Unity2021
＊収録し後日配信
問合せ／In Unity2021実行委員会事務局（中原
区役所地域振興課）　☎044-744-3324

第10回たま音楽祭
たま音楽祭スペシャルステージ
2月6日（土）　13：30～16：30
出演／乙三.、KABUKI age、洗足学園音楽大学声優
アニメソングコース、New Lily Ensemble、My 
Favorite Things
国府弘子スペシャルトリオ＆Sereno Ensemble
2月7日（日）　14：00～16：00
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：岩瀬立飛)
Sereno Ensemble (ヴァイオリン：横山琴子、
伊東翔太、神山里梨、門倉茜、ヴィオラ：野尻弥史矢、
世川すみれ、チェロ：坂井武尊、篠原和仁)
＊両日ともYouTube「TAMAONSAI」
　チャンネルでライブ配信。
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3131

第14回幸区民音楽祭
「さいわいハナミズキコンサート」
2月13日（土）　（観覧募集は締切りました）
出演／揚琴：張林、マリンバ：廣田裕佳＆冨貴塚理恵、
吹奏楽：御幸中学校吹奏楽部、フルート・ハープ：
Stress Free、ソプラノ・ピアノ：三部恵梨・栗原里美、
ピアノ・ヴァイオリン：赤松美紀・伊藤万桜（※順不同）
＊収録後、川崎市幸区チャンネル
　他で後日配信予定。
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

高津クラシックコンサート
3月14日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／高津市民館 （ノクティホール）
曲目／ブルッフ：スコットランド幻想曲、グリーグ：ピアノ
協奏曲 第1楽章、プロコフィエフ：組曲「ロミオとジュ
リエット」より 他　　　　　　　　　　　　　　

詳細はこちら

想像力であそぼう
「もしも、ワールド」 in 神奈川
2月14日（日）、21日（日）、28日（日）
9：45開場　10：00開演 
3月7日（日）　12：45開場　13：00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（劇あそびファシリテーター）
料金／3,000円（全4回） ＊フォームより要申込
問合せ／プレイキッズシアター
☎090-6012-8085 未

3月1日よりアルテリッカしんゆり2021チケット
販売開始!
オペラ、バレエ、クラシック、ジャズ、能・狂言、落語、
人形芝居、和太鼓、映画 他
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちし
ます。
詳細はアルテリッカしんゆり公式ホーム
ページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2021実行委員会
事務局 
☎044-952-5024（10:00～16:00、土日祝祭
日を除く）

未

中原区役所コンサート in 中原市民館
2月18日（木）　11：30開場　12：10開演
会場／中原市民館
＊事前申込
（電話・区HPから、1月15日より先着順）
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324

中 原 区

出演／音楽監督・指揮：箕輪響、ヴァイオリン：松本裕香、
ピアノ：花田えり佳、演奏：管楽合奏団アルスノバ
料金／全席指定 1,000円
＊申込み方法　2月16日（火）（必着）、
　往復はがきで申込。（はがき1枚で2名まで）
問合せ／高津市民館
「高津クラシックコンサート」担当
☎044-814-7603

出演／講師：菅野由弘（作曲家／早稲田大学理工学術
院・基幹理工学部・表現工学科教授）、演奏：東京交響
楽団メンバーによるファゴット四重奏
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席指定 各回3,000円、3回セット券7,800円
（「東響米」のおみやげ付き）

編曲）：The Promise、エルガー：弦楽セレナーデ
ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季集」全曲
料金／全席指定 一般4,200円、舞台後方席2,500円
出演／ヴァイオリン：﨑谷直人、 弦楽アンサンブル：
神奈川フィル・メンバー
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

＜この「個」誰の子？ ブラームス＞
1月26日（火）　13：00開場  13：30開演
出演／お話：生島順一
第254回例会
 ＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞　
2月25日（木）　13：00開場  13：30開演
出演／お話：加藤文夫
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

★MUZAランチタイムコンサート 
東京交響楽団打楽器アンサンブル
1月18日（月）　12：10開演

曲目／ブレット・ウィリアム・ディーツ：シャーペンド・
スティック、ジョン・ケージ：サード・コンストラクション 他
出演／東京交響楽団打楽器セクション（清水太、武山
芳史、綱川淳美、新澤義美、前田啓太）
オペラの聴かせどころをお贈りします！
2月26日（金）　12：10開演

曲目／ヴェルディ：歌劇『リゴレット』より 「女心の歌」、
マスネ：歌劇『マノン』より 「私が女王様のように歩くと」、
「あなたが握る手は、昔のあたしの手じゃないの？」 他
出演／テノール：宮里直樹、 ソプラノ：種谷典子、ピアノ：
水野彰子
料金／全席自由 500円

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第11回　早川純バンドネオンコンサート
2月11日（木・祝）　13：00開場　13：30開演

曲目／A.ビジョルド：エル・チョクロ、A.ピアソラ：リベ
ルタンゴ、早川純：失われし時のワルツ
出演／バンドネオン：早川純
第12回　石塚隆充フラメンココンサート
3月14日（日）　13：00開場　13：30開演

曲目／ソレアレス（フラメンコ伝統曲）、マラゲーニャ
（フラメンコ伝統曲）、7つのスペイン民謡（Manuel de Falla）
出演／カンテ・ギター：石塚隆充、ピアノ・ボーカル：石塚まみ
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
※プログラムは変更になる場合がございます。

コロナに負けない!!コロナに負けない!!
～ミューザ川崎シンフォニーホール編～ミューザ川崎シンフォニーホール編

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 川崎公演
　去る11月8日（日）に、ミューザ川崎シンフォニーホールでウィーン・フィルハーモニー

管弦楽団川崎公演が行われました。新型コロナウイルス感染症が拡大以降、海外の

アーティストの来日は大変厳しい状況にあります。ましてやオーケストラという大集団

が来日することは極めて困難であり、このウィーン・フィルが初めてのケースとなり

ました。来日が確実となり、公演開催が決定したのは10月30日。ウィーン・フィルは

来日にあたり、PCR検査を4日に1回実施、宿泊施設とコンサートホール以外の外出

は一切行わないなど厳しい制約を課し、日本での全8公演（北九州・大阪・川崎・東京）

を無事に実施しました。川崎公演は全席が完売となり、入場時にお客様全員への消毒・

検温を実施するため開場時には長蛇の列ができました。川崎ではゲルギエフの指揮

によりチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」他が演奏され、「今回のツアーは、世界

にとって文化、そして音楽がどういう意味を持つのかを示す、非常に重要なもの」

（ダニエル・フロシャウアー楽団長）と語るように、並々ならぬ覚悟から生み出される

世界最高峰のサウンドが、すべての聴衆に大きな感銘を与えた公演でした。



●料　金／全席指定 3,500円、U25（小学生～25歳） 1,000円
●問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール  ☎044-520-0200

かわさきの
音楽ショップ

オケイコ

※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。

KAWASAKI STREET
MUSIC BATTLE!10
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●日時／３月6日（土）  １４：３０開演（１４：００開場）
●会場／サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）

[アクセス]川崎駅東口バス乗場から「労働会館前」下車

●料金／前売り２，０００円　当日２，５００円
●出演／AMARI、伊藤ゆうき、GET BILL MONKEYS、SENA、

two days market、澪、Yukka
ゲスト：カナコレBAND（前回グランプリ）

問合せ／カワサキミュージックキャスト　☎０４４-２７２-６６３６

●日時／2月11日（木・祝）　１２：００開演（雨天中止）

●会場／川崎ルフロン前広場

●出演／SENA、澪、Yukka、カナコレBAND 他

前回の様子

前回の様子

10
F I N A LF I N A L

川崎市内の音楽スクール情報
が満載です。
オンラインスクールのPRもでき
ます。

楽器製作・販売・レンタル・保守
修理や書籍・楽譜販売、
CD/DVD等販売やレンタル、
音楽雑貨販売など、川崎市内
の音楽に関わるお店や団体な
どの情報募集中です。

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎０４４-544-9641

情報掲載
ご希望の方は、
こちらから→

情報掲載
ご希望の方は、
こちらから→

※2020年3月7日の振替開催

かわさきのオケイコ♪

かわさきの音楽ショップ

スクール＆ショップ
音楽スクール検索

〈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 ̶



「colorsかわさき展」との
コラボレーションオブジェ

冠レースを開催

川崎競馬ジャズナイト

ジャズの楽曲が流れる車内でご当地グルメを満喫

京急川崎ステーションバル

音楽の楽しみ方を豪華講師陣がレクチャー

Colorsポーズをした出演者や
スタッフの写真で彩られましたお客様の検温や会場の消毒を行うボランティアスタッフ

ジャズアカデミー

公募スペシャルライブ

「つながる」を表す手話に込めた《Colorsポーズ》

生田緑地ばら苑 川崎ルフロン 川崎市民プラザ

船内でジャズの演奏と工場夜景を鑑賞

Photo by Taku Watanabe

Photo by Taku Watanabe

Photo by Taku Watanabe

ジャズクルーズ

地元ジャズプレイヤーズによるフリーライブを配信

KJPF2020（川崎ジャズプレイヤーズフェスタ）

「ジャズは橋を架ける」を合言葉に、音楽とまちを
つなげる都市型フェスティバル「かわさきジャズ
2020」が昨年の9月18日～11月15日にわたっ
て開催されました。写真で振り返ります。

12月2日（水）に菓子匠「末広庵」が、森永製菓の特許技術を活用して商品
化した「エンゼルのほっぺ」の売上の一部を含む60,870円が、「音楽のまち・
かわさき」推進協議会へ寄附され、協議会より感謝状を贈呈しました。
三藤慎也社長（写真右側）は「コロナ禍で音楽活動も難しい状況だと思

いますが、子どもたちが音楽に触れあっ
て、その盛り上げに協力できれば」と話さ
れました。同社の寄付は今回で5回目とな
り、これからもご協力いただけるとの力強
いお言葉をいただきました。

川崎市内の音楽活動の推進に役立てるため、当協議会宛にご寄付や現物提供などでご協力
くださる団体を募集しております。ご興味のある方は協議会までお問合せください。

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎０４４-544-9641

＊当協議会に対する寄付等のお願いについて

菓子匠「末広庵」から
～「音楽のまち・かわさき」推進協議会に寄付～

かわさきジャズ
2020
リポート
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