
5・6月号 2021.5.10

発行/「音楽のまち・かわさき」推進協議会　
〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー5階　

Tel.044-544-9641　Fax.044-544-9647　
https://www.ongakunomachi.jp　

企画・編集/八幡印刷（株）　無断掲載・複写禁止   

詳しいイベント情報は
音楽のまち 検 索

※詳細は5ページに

「音楽のまち・かわさき」がアジアであふれる瞬間を！！

5月15日土～31日月5月15日土～31日月●日程
●会場 川崎駅周辺各所

●アジア料理
●スタンプラリー

同時
開催
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※料金について表記のないものは無料です

　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

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46回川崎大師　薪能
5月27日（木）　16：30開場　17：30開演
会場／川崎大師 特設舞台
＊詳細は5ページに

かわさき区ビオラコンサート
6月2日（水）　12：10開演
事前申込／5月17日（月）より
会場／川崎アゼリア サンライト広場
出演／クラリネットカルテット（クラリネット四重奏）
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　19：00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

未

水曜ナイトライブ in LAZONA
5月12日（水）、26日（水）　18：00～20：00
会場／ラゾーナ川崎プラザルーファ広場
問合せ／運営委員会事務局　☎044-544-9641

METライブビューイング 
プレミアム・コレクション2021　
ヴェルディ《椿姫》（イタリア語）

スプリングアンサンブルコンサート
5月22日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／幸市民館
曲目／クラリネットアンサンブル、金管八重奏、木管
五重奏、ジブリ・ソング 他
出演／川崎ウィンズ　アンサンブルチーム
問合せ／スプリングコンサート実行委員
☎090-7074-1728

＊MET上演日：2018年12月15日
5月21日（金）～27日（木）　11：20開演 
＊上映時間：3時間25分（休憩2回）
出演／指揮：ヤニック・ネゼ＝セガン、演出：マイケル・
メイヤー
ディアナ・ダムラウ、フアン・ディエゴ・フローレス、クイン・
ケルシー 他
ロッシーニ《セヴィリャの理髪師》（イタリア語）
＊MET上演日：2007年3月24日
6月18日（金）～24日（木)　11：20開演
＊上映時間：3時間21分（休憩1回）
出演／指揮：マウリツィオ・ベニーニ、演出：バートレット・
シャー
ジョイス・ディドナート、フアン・ディエゴ・フローレス、
ペーター・マッテイ、ジョン・デル・カルロ、ジョン・レリエ 他
会場／109シネマズ川崎
料金／全席指定 一般3,200円、学生2,100円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

※続きは2ページに未…未就学児入場可
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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

★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167回　5月15日（土）　13：15開場　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、当日学生席1,000円(要問合せ)
第168回　6月20日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ジャン＝フェリ・ルベル：「四大元素」から 第1楽章
カオス、ハイドン：交響曲第7番「昼」、ヴィヴァルディ：
協奏曲集「四季」
出演／指揮&ヴァイオリン：佐藤俊介
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）

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）　13：30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:春への憧れ、ランゲ:花の歌、
リスト：愛の夢 第3番 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：山中惇史
～Vol.2《夏》 雨の歌
7月6日（火）　13：30開演
曲目／J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア、ヴィターリ：シャコンヌ、
ヘンデル：涙の流れるままに、ブラームス：ヴァイオリン・
ソナタ 第1番「雨の歌」、千住明：海を越えた贈り物 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：丸山滋
料金／全席指定 一般4,800円、舞台後方席2,500円
指定席4公演セット券14,400円、舞台後方席4公演
セット券 7,200円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

ドリームウインドアンサンブル第4回定期演奏会
6月5日(土)　13：00開場　14：00開演
会場／幸市民館　
曲目／どこまでも～How Far I'll Go～（モアナと伝説の海）、
ムーラン、ピクサー・メドレー、アラジン・メドレー 他
出演／指揮：東谷慶太
問合せ／第4回定演実行委員会　☎080-6426-6200

日本フィルハーモニー交響楽団
第368回横浜定期演奏会
5月21日（金）　18：00開場　19：00開演 
曲目／ワーグナー：ジークフリート牧歌、ブラームス：
ヴァイオリン協奏曲、ベートーヴェン：交響曲 第5番《運命》
出演／指揮：田中祐子、ヴァイオリン：神尾真由子
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳以下）
1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター（平日11時～15時）
☎03-5378-5911

★MUZAランチタイムコンサート 
パイプオルガン＆ソプラノ～フランスのエスプリを感じて～
5月25日（火）　12：10開演 
曲目／ドビュッシー（メルカールト編）：牧神の午後への
前奏曲、ラヴェル（メルカールト編）：シェヘラザード、
デュプレ：エヴォカシオンより アレグロ・デチーゾ
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト、

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

5・6月号の情報は4月20日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回7月10日発刊号は、7月11日から9月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（5月14日締め切り）※掲載無料

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

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
6月20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】声楽&ピアノ
風をみた人／訳詞：木島始、作曲：木下牧子、からたちの
花／作詞：北原白秋、作曲：山田耕筰、君がため織る綾錦／
作詞：三木露風、作曲：山田耕筰、みぞれに寄する愛の歌／
作詞：大木惇夫、作曲：山田耕筰 他

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第23回定期演奏会
7月10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／ストラヴィンスキー：組曲「プルチネッラ」、ロータ：
トロンボーン協奏曲、チャイコフスキー：交響曲 第5番
出演／指揮：梅田俊明、トロンボーン：伊藤雄太（第18回
東京音楽コンクール金管部門第1位）
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）

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第35回定期演奏会
6月5日（土）　13：15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／真島俊夫：波の見える風景、小山清茂：吹奏楽の
ための「木挽歌」、黛敏郎：木琴小協奏曲、大栗裕：大阪
俗謡による幻想曲、グールド（ラング編）：アメリカン・
サリュート、ベネット：古いアメリカ舞曲による組曲、ス
ミス：ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲
出演／指揮：福本信太郎、加藤明久
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

＊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

宮前フィルハーモニー交響楽団創立30周年記念
第48回定期演奏会
5月23日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番、ブラームス
（シェーンベルク編）：ピアノ四重奏曲 第1番（管弦楽版）
出演／指揮:河地良智、ピアノ：福間洸太朗
料金／全席指定 A席1,500円、B席1,000円
＊車椅子席は事務局まで事前に申込み
問合せ／宮前フィル事務局（平日9時～18時）
☎044-870-7187

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（振替公演）
6月13日（日）　12：40開場　13：30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」
出演／指揮：須藤裕也
料金／全席指定 入場無料(カンパ制)
問合せ／管弦楽団 広報　☎050-5832-1771

フジコ・ヘミング with N響メンバーによる
室内オーケストラ
6月2日（水）　19：00開演
出演／指揮：永峰高志、ピアノ：フジコ・ヘミング
曲目／ヴィヴァルディ：四季、リスト：ラ・カンパネラ、
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番
料金／SS席12,000円、S席9,800円、A席8,000円、
B席6,500円
問合せ／サンライズプロモーション東京（平日12時～
15時）　☎0570-00-3337

高津市民合唱団　第28回定期演奏会
6月5日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／混声合唱と２台ピアノのための『唱歌の四季』、
ふるさと(嵐)、ビリーブ、花は咲く、上を向いて歩こう 他
出演／指揮：岩本達明、ピアノ：岩本晃子、丸山里奈子
問合せ／合唱団（日比野）　☎080-2376-3111

グラールウインドオーケストラ
第40回定期演奏会
6月12日（土）　12：50開場　13：30開演
曲目／天野正道：波瀾万丈（委嘱作品）、リード：エル・
カミーノ・レアル 他
出演／指揮：佐川聖二
問合せ／演奏会事務局（平日20時以降）
☎070-2831-6167

東京交響楽団 特別演奏会
5月27日（木）　17：45開場　18：30開演
曲目／リゲティ：ラミフィケーション（弦楽合奏版）、
ベルク：室内協奏曲、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：児玉麻里、
ヴァイオリン：グレブ・ニキティン
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,000円、B席
5,000円、C席4,000円、P席3,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONY チケットセンター　
☎044‐520‐1511

読売日本交響楽団
ドイツの名匠ヴァイグレが振る
《歓喜のブラームス》
6月14日（月）　14：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「運命の力」序曲、メンデルス
ゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ブラームス：交響曲 第1番
出演／指揮:セバスティアン・ヴァイグレ、ヴァイオリン:
アラベラ・美歩・シュタインバッハー
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター（10時～18時／年中無休）
☎0570-00-4390

★MUZA MUSIC BAR
　底抜けに明るいトラッドジャズ！
6月15日（火）　19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 2階ホワイエ
出演／中川英二郎TRAD JAZZ COMPANY "Trio"
（トロンボーン：中川英二郎、バンジョー：青木研、ピアノ：
宮本貴奈）
料金／全席自由 3,000円、ペア割引(2名料金）5,000円

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021
 《巨匠の世界》 ホアキン・アチュカロ
ピアノ・リサイタル
6月19日（土）　13：30開演
曲目／ブラームス：ピアノ・ソナタ 第3番、ドビュッシー：
月の光～「ベルガマスク組曲」より、リスト：愛の夢 第3番 他
出演／ピアノ：ホアキン・アチュカロ
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

東京アカデミッシェカペレ　第60回演奏会
6月26日（土）　13：45開場　14：30開演
曲目／リヒャルト・シュトラウス：13管楽器のための
セレナード、尾高惇忠：春の岬に来て（オーケストラ版
初演）、シューマン：交響曲 第2番
出演／指揮：広上淳一
料金／全席指定 2,500円
問合せ／事務局　☎090-4001-6084

★ミューザ川崎市民合唱祭
7月3日（土）・4日（日）　10：30開演
出演／川崎市内で活躍する合唱団

ミューザの日2021　ウエルカム・コンサート
7月1日（木）　13：00開場　14：00開演
＊詳細は6ページに

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第80回
6月27日（日）　14：00開演
曲目／ライネッケ：ハープ協奏曲、ブルックナー：交響曲
第7番〈ノーヴァク版第3稿〉
出演／指揮：ベルトラン・ド・ビリー、ハープ：グザヴィ
エ・ドゥ・メストレ
料金／全席指定 S席8,000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

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
5月12日（水）、26日（水）、6月9日（水）、23日（水）、
7月7日（水）　17：30開演
5月13日（木）、20日（木）、27日（木）、
6月3日（木）、24日（木）、
7月8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

日本女子大学生涯学習センター公開講座
オペラを楽しむ
5月13日（木）、27日（木）、6月24日（木）、7月8日（木）、
8月5日（木）　全5回　9：55開場　10：10開演
内容／有名な作品から隠れた名作まで、時代を追いながら
作品の紹介。作曲家や作品の解説・鑑賞・演奏なども含め、
オペラに親しみを感じ楽しめるように。作品はロッシーニ
作曲《チェネレントラ》。
講師／小原伸一
料金／全席自由 全5回 12,500円
名画が語る音楽　

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254回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
5月29日（土）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番、ブラームス：
大学祝典序曲、ブルックナー：交響曲 第7番
出演／お話：加藤文夫
第255回例会
＜クラシック・ライヴ＃22～今が旬のヴァイオリニスト
を聴く＞
6月29日（火）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：森 紀
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局
☎044-977-3378

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

おんまち・みぞのくちライブ
開催日程未定
会場／ノクティ2（マルイファミリー溝口）
＊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

サロン・ド・シャンソン30周年記念発表会
6月9日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／麻生市民館
曲目／ラ・ボエーム、サン・トワ・マミー、私の神様、鐘よ
鳴れ、ヴォラーレ 他
出演／指導・構成：庄司淳、ピアノ：川口信子、ベース：
店網邦雄、シンセサイザー：藤山正史、サロン・ド・シャン
ソン会員：22名
＊電話にて要事前予約。（5月31日締切）
問合せ／代表（小林）　☎044-989-2680

麻 生 区

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第97回　5月20日（木）　13：15開場　14：00開演
出演／解説：中村靖（バリトン） 他
第98回　6月17日（木）　13：15開場　14：00開演
出演／解説：國井道子（ソプラノ） 他
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、当日直接会場まで。
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。

◇昭和音楽大学室内合奏団 第11回定期演奏会
6月26日（土）　14：15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
曲目／《オール・モーツァルト・プログラム》ディヴェル
ティメント K.136、セレナータ・ノットゥルナ K.239、
ディヴェルティメント 第17番 K.334
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団 特別公演
7月4日(日)
①ベーシックバンド　　　10：30開場　11：00開演
②ウインドオーケストラ　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：福本信太郎
内容／①童謡、アニメ、ディズニー等　②映画音楽
※5歳より入場可能
＊要事前申込。申込方法は公式ウェブサイトから。

川崎吹奏楽団
Summer WIND Concert 2021
7月3日（土）　14：00開演 
会場／幸市民館
曲目／オペラ座の怪人、グレイテスト・ショーマン組曲、
サウンドオブミュージックメドレー 他
事前申込／6月1日から18日まで（先着順）
川崎吹奏楽団ホームぺージのコンサートチケット申込み
専用フォームにて。
問合せ／鶴田　☎045-873-6695

夢こんさぁと
6月17日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／5月20日(木)締切
会場／産業振興会館 １階ホール
出演／クラリネット：斉藤紋子、チェロ：井尻兼人、ピアノ：
入江かつら
7月15日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／6月20日(日)締切
会場／幸市民館
出演／Bistro Amici（ピアノ、ヴァイオリン、チェロ）
＊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

▲小松亮太＆オルケスタ・ティピカ with 国府弘子 
　～アストル・ピアソラ生誕100年記念～　
5月22日（土）　17：00開場　18：00開演
出演／バンドネオン：小松亮太、北村聡、鈴木崇朗、早川
純、ピアノ：国府弘子、ヴァイオリン：近藤久美子、CHICA、
ヴィオラ：吉田有紀子、チェロ：松本卓以、コントラバス：
田中伸司、ピアノ：鈴木厚志、パーカッション：佐竹尚史、
ギター：鬼怒無月、ヴォーカル：KaZZma 他
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U18 2,000円

▲ウィズ・ミューズシリーズ
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
曲目／A.バリオス：大聖堂、藤井敬吾：羽衣伝説～沖縄
の天女の物語、イエスタデイ（武満徹・編曲）
出演／ギター：宮下祥子
第15回　小栗久美子トルンコンサート　

日本フィルハーモニー交響楽団
第369回横浜定期演奏会
7月4日（日）　16：00開場　17：00開演 
曲目／ハチャトゥリアン：組曲《仮面舞踏会》よりワルツ、
ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲 第1番、チャイコ
フスキー：バレエ音楽《眠れる森の美女》よりワルツ、
ストラヴィンスキー：バレエ組曲《火の鳥》（1919年版）
出演／指揮:藤岡幸夫、ヴァイオリン:木嶋真優
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳以下）
1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター（平日11時～15時）
☎03-5378-5911

大原櫻子 CONCERT TOUR 2021 “Which?”
6月4日（金）　Pver　16：00開場　16：45開演
　　　　　　　Lver　19：15開場　20：00開演
料金／全席指定 6,600円
問合せ／キョードー東京（平日11時／土日祝10時～18時）
☎0570-550-799

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会第370回
7月10日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／サン＝サーンス：組曲「動物の謝肉祭」、プロコフィ
エフ：交響的物語「ピーターと狼」、ショーソン：交響曲 
変ロ長調
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：津田裕也、務川慧悟、
ナレーター：松尾由美子
料金／全席指定 S席6,000 円、A席4,500円、B席
3,000円　＊シニア（70歳以上）各席種10％引き
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局（平日 
11時～16時）　☎045-226-5045

ラクスブラス アンサンブルコンサート
6月26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
問合せ／事務局　☎090-3505-5372　　 未

多 摩 区
第70回たまアトリウムコンサート
5月19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

未

オペラ
『アルレッキーノ～二人の主人を一度に持つと～』
7月10日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
演目／原作：カルロ・ゴルドーニ（田之倉稔 訳による）、
台本・演出：加藤直、曲：萩京子
出演／オペラシアターこんにゃく座
料金／全席自由 おとな3,000円、こども（高校生まで）
2,000円　＊当日券は＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座（平日10時～18時）
☎044-930-1720

生田緑地⇔多摩川ピクニックラリー 
5月29日（土）　10：00開場　11：00開演
＊雨天の場合は翌日30日に順延
会場／二ヶ領せせらぎ館
出演／長尾子供太鼓、ハーラウ フラ オ カレイラニ、
オペラシアターこんにゃく座、川崎ベアーズ
問合せ／多摩区観光協会事務局 （事務局　多摩区役所
地域振興課)　☎044-935-3131

「かわさき宙(そら)と緑の科学館」開館50周年記念 
生田緑地ピクニックコンサート
5月29日（土）　10：00開場　11：00開演
＊雨天の場合は翌日30日に順延
会場／生田緑地中央広場
出演／TeamComp-、Clover、ワガママSUNバンド、
ざらきProject
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3131

【第2部】サクソフォンカルテット
リュエフ：サクソフォーンのための演奏会用四重奏曲、
シフリン（三浦秀秋編曲）：ミッションインポッシブル
のテーマ、カンピのスペシャルメドレー～愛燦々～
FRIEND LIKE ME～紅蓮花 他
出演／【第1部】ソプラノ：野久尾智美、ピアノ：林直樹
【第2部】Campi d’oro Saxophone Quar tet
（ソプラノサクソフォン：金野龍篤、アルトサクソフォン：
諸見龍之介、テナーサクソフォン：山下優、バリトンサクソ
フォン：福田恵真）
料金／全席指定 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

プラザ・アフタヌーンジャズ
5月30日（日）　13：30開場　14：00開演
出演／ピアノ：椎名豊、ベース：パット・グリン、ドラム：広瀬
潤次
料金／全席自由 2,500円
＊未就学児入場不可
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第11回児童合唱団　なかよしくらぶ発表会
コドモウタ
6月20日（日）　12：30開場　13：00開演
会場／すくらむ21 
曲目／うたはともだち、いのちのうた、にじ 他
出演／指揮・指導：桜井純恵、ピアノ：上田早智子
問合せ／ミュージックマーケット
☎044-813-3409

第229回花コンサート
7月30日（金）　14：00開演
事前申込期間／6月16日（水）～30日（水）
会場／てくのかわさき 3階ホール
出演／チェロ：田中里奈、ピアノ：岩元理紗
＊申込詳細は高津区ホームページまで
問合せ／高津区役所地域振興課
☎044-861-3133

未

第36回 麻生音楽祭2021
コーラスの集い
6月20日（日）　12：30開場　13：00開演
ポピュラーミュージックショー
6月27日（日）　12：30開場　13：00開演
アンサンブルのつどい
7月3日（土）　12：00開場　12：40開演
ファミリーコンサート
7月4日（日）　14：00開場　14：30開演
出演／麻生フィルハーモニー管弦楽団
申込方法／希望するコンサート名、応募者全員
（1通で4人まで）の氏名、代表者の氏名・住所・
電話番号を記入し、往復ハガキか麻生区HPで。
〒215-8570 麻生区役所地域振興課内
麻生音楽祭事務局宛に送付。
応募者多数の場合は抽選。
会場／麻生市民館
問合せ／麻生音楽祭実行委員会（麻生区役所地域振興
課内）　☎044-965-5116

各締切日等
詳細はこちら

ソプラノ：國光ともこ
底抜けに明るいトラッドジャズ！
6月15日（火）　12：10開演
曲目／中川英二郎：Into The Sky、ストレイホーン：A
列車で行こう、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
（バンジョー・ソロ） 他
出演／中川英二郎TRAD JAZZ COMPANY ”Trio”
（トロンボーン：中川英二郎、バンジョー：青木研、ピアノ：
宮本貴奈）
東京交響楽団 弦楽四重奏
二人の天才ヴォルフガングの物語
7月13日（火）　12：10開演
曲目／コルンゴルト：弦楽四重奏曲第2番、モーツァルト：
「ドン・ジョヴァンニ」序曲
出演／東京交響楽団 弦楽四重奏（ヴァイオリン：中村
楓子、鈴木浩司、ヴィオラ：多井千洋、チェロ：蟹江慶行）
料金／全席指定 500円

～神秘なるベトナム竹琴の調べ～
6月20日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベトナム北部民謡：インラーオイ、ピアソラ：リベ
ルタンゴ、小栗久美子（森川拓哉編曲）：風
出演／トルン：小栗久美子、ヴァイオリン・ピアノ：森川拓哉
第16回　O'Jizoケルトミュージックコンサート
7月13日（火）　13：00開場　13：30開演
曲目／映画『タイタニック』より、Murphy's Hornpipe
（無印良品 BGM）、アイルランド民謡：ロンドンデリーの歌
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。

画家サージェント　旅と友情
6月14日（月）　13：15開場　13：30開演 
パリ、ロンドン　アール・ヌーヴォーとエキゾティズム
7月12日（月）　13：15開場　13：30開演
内容／19世紀後半の美術と音楽を、絵画とともに。
名画（美術）が語る音楽の物語をひもとき、その音楽に
耳を傾ける。
講師／伊藤里麻子（美術史家）
料金／全席自由 一般2,500円
＊両講座共、Zoomによるオンラインでも受講可。
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター 西生田
☎044-952-6961

　川崎を中心に活動するミュージシャンを応援するコンテストイベント「KSMB」のファイナルステージが開催され、2度の予選を勝ち抜いた
6組が熱いライブを行いました。オーディエンスからの投票と音楽関係者の審査で選ばれたグランプリの「澪」と、準グランプリ「AMARI」には、地
元企業からの賞品や、ラジオ・テレビ番組への出演権が送られました。

当日の様子はケーブルテレビJ：COM町田・川崎（地デジ11ch）にて放送されます。
放送日程：5/15(土)23：00、5/30(日)22：00
※放送日時は変更する場合があります。最新の情報はケーブルテレビ会社の公式サイトをご参照ください。

カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636

問 合 せ

グランプリ澪
みお

準グランプリAMARI

投票
の様
子

KAWASAKI STREET MUSIC BATTLE!10 グランプリ決定!!KAWASAKI STREET MUSIC BATTLE!10 グランプリ決定!!
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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

★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167回　5月15日（土）　13：15開場　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、当日学生席1,000円(要問合せ)
第168回　6月20日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ジャン＝フェリ・ルベル：「四大元素」から 第1楽章
カオス、ハイドン：交響曲第7番「昼」、ヴィヴァルディ：
協奏曲集「四季」
出演／指揮&ヴァイオリン：佐藤俊介
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）

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）　13：30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:春への憧れ、ランゲ:花の歌、
リスト：愛の夢 第3番 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：山中惇史
～Vol.2《夏》 雨の歌
7月6日（火）　13：30開演
曲目／J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア、ヴィターリ：シャコンヌ、
ヘンデル：涙の流れるままに、ブラームス：ヴァイオリン・
ソナタ 第1番「雨の歌」、千住明：海を越えた贈り物 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：丸山滋
料金／全席指定 一般4,800円、舞台後方席2,500円
指定席4公演セット券14,400円、舞台後方席4公演
セット券 7,200円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

ドリームウインドアンサンブル第4回定期演奏会
6月5日(土)　13：00開場　14：00開演
会場／幸市民館　
曲目／どこまでも～How Far I'll Go～（モアナと伝説の海）、
ムーラン、ピクサー・メドレー、アラジン・メドレー 他
出演／指揮：東谷慶太
問合せ／第4回定演実行委員会　☎080-6426-6200

日本フィルハーモニー交響楽団
第368回横浜定期演奏会
5月21日（金）　18：00開場　19：00開演 
曲目／ワーグナー：ジークフリート牧歌、ブラームス：
ヴァイオリン協奏曲、ベートーヴェン：交響曲 第5番《運命》
出演／指揮：田中祐子、ヴァイオリン：神尾真由子
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳以下）
1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター（平日11時～15時）
☎03-5378-5911

★MUZAランチタイムコンサート 
パイプオルガン＆ソプラノ～フランスのエスプリを感じて～
5月25日（火）　12：10開演 
曲目／ドビュッシー（メルカールト編）：牧神の午後への
前奏曲、ラヴェル（メルカールト編）：シェヘラザード、
デュプレ：エヴォカシオンより アレグロ・デチーゾ
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト、

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

5・6月号の情報は4月20日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回7月10日発刊号は、7月11日から9月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（5月14日締め切り）※掲載無料

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

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
6月20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】声楽&ピアノ
風をみた人／訳詞：木島始、作曲：木下牧子、からたちの
花／作詞：北原白秋、作曲：山田耕筰、君がため織る綾錦／
作詞：三木露風、作曲：山田耕筰、みぞれに寄する愛の歌／
作詞：大木惇夫、作曲：山田耕筰 他

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第23回定期演奏会
7月10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／ストラヴィンスキー：組曲「プルチネッラ」、ロータ：
トロンボーン協奏曲、チャイコフスキー：交響曲 第5番
出演／指揮：梅田俊明、トロンボーン：伊藤雄太（第18回
東京音楽コンクール金管部門第1位）
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）

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第35回定期演奏会
6月5日（土）　13：15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／真島俊夫：波の見える風景、小山清茂：吹奏楽の
ための「木挽歌」、黛敏郎：木琴小協奏曲、大栗裕：大阪
俗謡による幻想曲、グールド（ラング編）：アメリカン・
サリュート、ベネット：古いアメリカ舞曲による組曲、ス
ミス：ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲
出演／指揮：福本信太郎、加藤明久
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

＊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

宮前フィルハーモニー交響楽団創立30周年記念
第48回定期演奏会
5月23日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番、ブラームス
（シェーンベルク編）：ピアノ四重奏曲 第1番（管弦楽版）
出演／指揮:河地良智、ピアノ：福間洸太朗
料金／全席指定 A席1,500円、B席1,000円
＊車椅子席は事務局まで事前に申込み
問合せ／宮前フィル事務局（平日9時～18時）
☎044-870-7187

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（振替公演）
6月13日（日）　12：40開場　13：30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」
出演／指揮：須藤裕也
料金／全席指定 入場無料(カンパ制)
問合せ／管弦楽団 広報　☎050-5832-1771

フジコ・ヘミング with N響メンバーによる
室内オーケストラ
6月2日（水）　19：00開演
出演／指揮：永峰高志、ピアノ：フジコ・ヘミング
曲目／ヴィヴァルディ：四季、リスト：ラ・カンパネラ、
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番
料金／SS席12,000円、S席9,800円、A席8,000円、
B席6,500円
問合せ／サンライズプロモーション東京（平日12時～
15時）　☎0570-00-3337

高津市民合唱団　第28回定期演奏会
6月5日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／混声合唱と２台ピアノのための『唱歌の四季』、
ふるさと(嵐)、ビリーブ、花は咲く、上を向いて歩こう 他
出演／指揮：岩本達明、ピアノ：岩本晃子、丸山里奈子
問合せ／合唱団（日比野）　☎080-2376-3111

グラールウインドオーケストラ
第40回定期演奏会
6月12日（土）　12：50開場　13：30開演
曲目／天野正道：波瀾万丈（委嘱作品）、リード：エル・
カミーノ・レアル 他
出演／指揮：佐川聖二
問合せ／演奏会事務局（平日20時以降）
☎070-2831-6167

東京交響楽団 特別演奏会
5月27日（木）　17：45開場　18：30開演
曲目／リゲティ：ラミフィケーション（弦楽合奏版）、
ベルク：室内協奏曲、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：児玉麻里、
ヴァイオリン：グレブ・ニキティン
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,000円、B席
5,000円、C席4,000円、P席3,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONY チケットセンター　
☎044‐520‐1511

読売日本交響楽団
ドイツの名匠ヴァイグレが振る
《歓喜のブラームス》
6月14日（月）　14：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「運命の力」序曲、メンデルス
ゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ブラームス：交響曲 第1番
出演／指揮:セバスティアン・ヴァイグレ、ヴァイオリン:
アラベラ・美歩・シュタインバッハー
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター（10時～18時／年中無休）
☎0570-00-4390

★MUZA MUSIC BAR
　底抜けに明るいトラッドジャズ！
6月15日（火）　19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 2階ホワイエ
出演／中川英二郎TRAD JAZZ COMPANY "Trio"
（トロンボーン：中川英二郎、バンジョー：青木研、ピアノ：
宮本貴奈）
料金／全席自由 3,000円、ペア割引(2名料金）5,000円

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021
 《巨匠の世界》 ホアキン・アチュカロ
ピアノ・リサイタル
6月19日（土）　13：30開演
曲目／ブラームス：ピアノ・ソナタ 第3番、ドビュッシー：
月の光～「ベルガマスク組曲」より、リスト：愛の夢 第3番 他
出演／ピアノ：ホアキン・アチュカロ
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

東京アカデミッシェカペレ　第60回演奏会
6月26日（土）　13：45開場　14：30開演
曲目／リヒャルト・シュトラウス：13管楽器のための
セレナード、尾高惇忠：春の岬に来て（オーケストラ版
初演）、シューマン：交響曲 第2番
出演／指揮：広上淳一
料金／全席指定 2,500円
問合せ／事務局　☎090-4001-6084

★ミューザ川崎市民合唱祭
7月3日（土）・4日（日）　10：30開演
出演／川崎市内で活躍する合唱団

ミューザの日2021　ウエルカム・コンサート
7月1日（木）　13：00開場　14：00開演
＊詳細は6ページに

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第80回
6月27日（日）　14：00開演
曲目／ライネッケ：ハープ協奏曲、ブルックナー：交響曲
第7番〈ノーヴァク版第3稿〉
出演／指揮：ベルトラン・ド・ビリー、ハープ：グザヴィ
エ・ドゥ・メストレ
料金／全席指定 S席8,000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

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
5月12日（水）、26日（水）、6月9日（水）、23日（水）、
7月7日（水）　17：30開演
5月13日（木）、20日（木）、27日（木）、
6月3日（木）、24日（木）、
7月8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

日本女子大学生涯学習センター公開講座
オペラを楽しむ
5月13日（木）、27日（木）、6月24日（木）、7月8日（木）、
8月5日（木）　全5回　9：55開場　10：10開演
内容／有名な作品から隠れた名作まで、時代を追いながら
作品の紹介。作曲家や作品の解説・鑑賞・演奏なども含め、
オペラに親しみを感じ楽しめるように。作品はロッシーニ
作曲《チェネレントラ》。
講師／小原伸一
料金／全席自由 全5回 12,500円
名画が語る音楽　

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254回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
5月29日（土）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番、ブラームス：
大学祝典序曲、ブルックナー：交響曲 第7番
出演／お話：加藤文夫
第255回例会
＜クラシック・ライヴ＃22～今が旬のヴァイオリニスト
を聴く＞
6月29日（火）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：森 紀
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局
☎044-977-3378

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

おんまち・みぞのくちライブ
開催日程未定
会場／ノクティ2（マルイファミリー溝口）
＊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

サロン・ド・シャンソン30周年記念発表会
6月9日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／麻生市民館
曲目／ラ・ボエーム、サン・トワ・マミー、私の神様、鐘よ
鳴れ、ヴォラーレ 他
出演／指導・構成：庄司淳、ピアノ：川口信子、ベース：
店網邦雄、シンセサイザー：藤山正史、サロン・ド・シャン
ソン会員：22名
＊電話にて要事前予約。（5月31日締切）
問合せ／代表（小林）　☎044-989-2680

麻 生 区

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第97回　5月20日（木）　13：15開場　14：00開演
出演／解説：中村靖（バリトン） 他
第98回　6月17日（木）　13：15開場　14：00開演
出演／解説：國井道子（ソプラノ） 他
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、当日直接会場まで。
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。

◇昭和音楽大学室内合奏団 第11回定期演奏会
6月26日（土）　14：15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
曲目／《オール・モーツァルト・プログラム》ディヴェル
ティメント K.136、セレナータ・ノットゥルナ K.239、
ディヴェルティメント 第17番 K.334
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団 特別公演
7月4日(日)
①ベーシックバンド　　　10：30開場　11：00開演
②ウインドオーケストラ　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：福本信太郎
内容／①童謡、アニメ、ディズニー等　②映画音楽
※5歳より入場可能
＊要事前申込。申込方法は公式ウェブサイトから。

川崎吹奏楽団
Summer WIND Concert 2021
7月3日（土）　14：00開演 
会場／幸市民館
曲目／オペラ座の怪人、グレイテスト・ショーマン組曲、
サウンドオブミュージックメドレー 他
事前申込／6月1日から18日まで（先着順）
川崎吹奏楽団ホームぺージのコンサートチケット申込み
専用フォームにて。
問合せ／鶴田　☎045-873-6695

夢こんさぁと
6月17日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／5月20日(木)締切
会場／産業振興会館 １階ホール
出演／クラリネット：斉藤紋子、チェロ：井尻兼人、ピアノ：
入江かつら
7月15日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／6月20日(日)締切
会場／幸市民館
出演／Bistro Amici（ピアノ、ヴァイオリン、チェロ）
＊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

▲小松亮太＆オルケスタ・ティピカ with 国府弘子 
　～アストル・ピアソラ生誕100年記念～　
5月22日（土）　17：00開場　18：00開演
出演／バンドネオン：小松亮太、北村聡、鈴木崇朗、早川
純、ピアノ：国府弘子、ヴァイオリン：近藤久美子、CHICA、
ヴィオラ：吉田有紀子、チェロ：松本卓以、コントラバス：
田中伸司、ピアノ：鈴木厚志、パーカッション：佐竹尚史、
ギター：鬼怒無月、ヴォーカル：KaZZma 他
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U18 2,000円

▲ウィズ・ミューズシリーズ
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
曲目／A.バリオス：大聖堂、藤井敬吾：羽衣伝説～沖縄
の天女の物語、イエスタデイ（武満徹・編曲）
出演／ギター：宮下祥子
第15回　小栗久美子トルンコンサート　

日本フィルハーモニー交響楽団
第369回横浜定期演奏会
7月4日（日）　16：00開場　17：00開演 
曲目／ハチャトゥリアン：組曲《仮面舞踏会》よりワルツ、
ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲 第1番、チャイコ
フスキー：バレエ音楽《眠れる森の美女》よりワルツ、
ストラヴィンスキー：バレエ組曲《火の鳥》（1919年版）
出演／指揮:藤岡幸夫、ヴァイオリン:木嶋真優
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳以下）
1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター（平日11時～15時）
☎03-5378-5911

大原櫻子 CONCERT TOUR 2021 “Which?”
6月4日（金）　Pver　16：00開場　16：45開演
　　　　　　　Lver　19：15開場　20：00開演
料金／全席指定 6,600円
問合せ／キョードー東京（平日11時／土日祝10時～18時）
☎0570-550-799

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会第370回
7月10日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／サン＝サーンス：組曲「動物の謝肉祭」、プロコフィ
エフ：交響的物語「ピーターと狼」、ショーソン：交響曲 
変ロ長調
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：津田裕也、務川慧悟、
ナレーター：松尾由美子
料金／全席指定 S席6,000 円、A席4,500円、B席
3,000円　＊シニア（70歳以上）各席種10％引き
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局（平日 
11時～16時）　☎045-226-5045

ラクスブラス アンサンブルコンサート
6月26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
問合せ／事務局　☎090-3505-5372　　 未

多 摩 区
第70回たまアトリウムコンサート
5月19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

未

オペラ
『アルレッキーノ～二人の主人を一度に持つと～』
7月10日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
演目／原作：カルロ・ゴルドーニ（田之倉稔 訳による）、
台本・演出：加藤直、曲：萩京子
出演／オペラシアターこんにゃく座
料金／全席自由 おとな3,000円、こども（高校生まで）
2,000円　＊当日券は＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座（平日10時～18時）
☎044-930-1720

生田緑地⇔多摩川ピクニックラリー 
5月29日（土）　10：00開場　11：00開演
＊雨天の場合は翌日30日に順延
会場／二ヶ領せせらぎ館
出演／長尾子供太鼓、ハーラウ フラ オ カレイラニ、
オペラシアターこんにゃく座、川崎ベアーズ
問合せ／多摩区観光協会事務局 （事務局　多摩区役所
地域振興課)　☎044-935-3131

「かわさき宙(そら)と緑の科学館」開館50周年記念 
生田緑地ピクニックコンサート
5月29日（土）　10：00開場　11：00開演
＊雨天の場合は翌日30日に順延
会場／生田緑地中央広場
出演／TeamComp-、Clover、ワガママSUNバンド、
ざらきProject
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3131

【第2部】サクソフォンカルテット
リュエフ：サクソフォーンのための演奏会用四重奏曲、
シフリン（三浦秀秋編曲）：ミッションインポッシブル
のテーマ、カンピのスペシャルメドレー～愛燦々～
FRIEND LIKE ME～紅蓮花 他
出演／【第1部】ソプラノ：野久尾智美、ピアノ：林直樹
【第2部】Campi d’oro Saxophone Quar tet
（ソプラノサクソフォン：金野龍篤、アルトサクソフォン：
諸見龍之介、テナーサクソフォン：山下優、バリトンサクソ
フォン：福田恵真）
料金／全席指定 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

プラザ・アフタヌーンジャズ
5月30日（日）　13：30開場　14：00開演
出演／ピアノ：椎名豊、ベース：パット・グリン、ドラム：広瀬
潤次
料金／全席自由 2,500円
＊未就学児入場不可
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第11回児童合唱団　なかよしくらぶ発表会
コドモウタ
6月20日（日）　12：30開場　13：00開演
会場／すくらむ21 
曲目／うたはともだち、いのちのうた、にじ 他
出演／指揮・指導：桜井純恵、ピアノ：上田早智子
問合せ／ミュージックマーケット
☎044-813-3409

第229回花コンサート
7月30日（金）　14：00開演
事前申込期間／6月16日（水）～30日（水）
会場／てくのかわさき 3階ホール
出演／チェロ：田中里奈、ピアノ：岩元理紗
＊申込詳細は高津区ホームページまで
問合せ／高津区役所地域振興課
☎044-861-3133

未

第36回 麻生音楽祭2021
コーラスの集い
6月20日（日）　12：30開場　13：00開演
ポピュラーミュージックショー
6月27日（日）　12：30開場　13：00開演
アンサンブルのつどい
7月3日（土）　12：00開場　12：40開演
ファミリーコンサート
7月4日（日）　14：00開場　14：30開演
出演／麻生フィルハーモニー管弦楽団
申込方法／希望するコンサート名、応募者全員
（1通で4人まで）の氏名、代表者の氏名・住所・
電話番号を記入し、往復ハガキか麻生区HPで。
〒215-8570 麻生区役所地域振興課内
麻生音楽祭事務局宛に送付。
応募者多数の場合は抽選。
会場／麻生市民館
問合せ／麻生音楽祭実行委員会（麻生区役所地域振興
課内）　☎044-965-5116

各締切日等
詳細はこちら

ソプラノ：國光ともこ
底抜けに明るいトラッドジャズ！
6月15日（火）　12：10開演
曲目／中川英二郎：Into The Sky、ストレイホーン：A
列車で行こう、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
（バンジョー・ソロ） 他
出演／中川英二郎TRAD JAZZ COMPANY ”Trio”
（トロンボーン：中川英二郎、バンジョー：青木研、ピアノ：
宮本貴奈）
東京交響楽団 弦楽四重奏
二人の天才ヴォルフガングの物語
7月13日（火）　12：10開演
曲目／コルンゴルト：弦楽四重奏曲第2番、モーツァルト：
「ドン・ジョヴァンニ」序曲
出演／東京交響楽団 弦楽四重奏（ヴァイオリン：中村
楓子、鈴木浩司、ヴィオラ：多井千洋、チェロ：蟹江慶行）
料金／全席指定 500円

～神秘なるベトナム竹琴の調べ～
6月20日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベトナム北部民謡：インラーオイ、ピアソラ：リベ
ルタンゴ、小栗久美子（森川拓哉編曲）：風
出演／トルン：小栗久美子、ヴァイオリン・ピアノ：森川拓哉
第16回　O'Jizoケルトミュージックコンサート
7月13日（火）　13：00開場　13：30開演
曲目／映画『タイタニック』より、Murphy's Hornpipe
（無印良品 BGM）、アイルランド民謡：ロンドンデリーの歌
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。

画家サージェント　旅と友情
6月14日（月）　13：15開場　13：30開演 
パリ、ロンドン　アール・ヌーヴォーとエキゾティズム
7月12日（月）　13：15開場　13：30開演
内容／19世紀後半の美術と音楽を、絵画とともに。
名画（美術）が語る音楽の物語をひもとき、その音楽に
耳を傾ける。
講師／伊藤里麻子（美術史家）
料金／全席自由 一般2,500円
＊両講座共、Zoomによるオンラインでも受講可。
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター 西生田
☎044-952-6961

　川崎を中心に活動するミュージシャンを応援するコンテストイベント「KSMB」のファイナルステージが開催され、2度の予選を勝ち抜いた
6組が熱いライブを行いました。オーディエンスからの投票と音楽関係者の審査で選ばれたグランプリの「澪」と、準グランプリ「AMARI」には、地
元企業からの賞品や、ラジオ・テレビ番組への出演権が送られました。

当日の様子はケーブルテレビJ：COM町田・川崎（地デジ11ch）にて放送されます。
放送日程：5/15(土)23：00、5/30(日)22：00
※放送日時は変更する場合があります。最新の情報はケーブルテレビ会社の公式サイトをご参照ください。

カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636

問 合 せ

グランプリ澪
みお

準グランプリAMARI

投票
の様
子

KAWASAKI STREET MUSIC BATTLE!10 グランプリ決定!!KAWASAKI STREET MUSIC BATTLE!10 グランプリ決定!!



̶　　　　　　　　　　　　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

★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167回　5月15日（土）　13：15開場　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、当日学生席1,000円(要問合せ)
第168回　6月20日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ジャン＝フェリ・ルベル：「四大元素」から 第1楽章
カオス、ハイドン：交響曲第7番「昼」、ヴィヴァルディ：
協奏曲集「四季」
出演／指揮&ヴァイオリン：佐藤俊介
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）

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）　13：30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:春への憧れ、ランゲ:花の歌、
リスト：愛の夢 第3番 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：山中惇史
～Vol.2《夏》 雨の歌
7月6日（火）　13：30開演
曲目／J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア、ヴィターリ：シャコンヌ、
ヘンデル：涙の流れるままに、ブラームス：ヴァイオリン・
ソナタ 第1番「雨の歌」、千住明：海を越えた贈り物 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：丸山滋
料金／全席指定 一般4,800円、舞台後方席2,500円
指定席4公演セット券14,400円、舞台後方席4公演
セット券 7,200円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

ドリームウインドアンサンブル第4回定期演奏会
6月5日(土)　13：00開場　14：00開演
会場／幸市民館　
曲目／どこまでも～How Far I'll Go～（モアナと伝説の海）、
ムーラン、ピクサー・メドレー、アラジン・メドレー 他
出演／指揮：東谷慶太
問合せ／第4回定演実行委員会　☎080-6426-6200

日本フィルハーモニー交響楽団
第368回横浜定期演奏会
5月21日（金）　18：00開場　19：00開演 
曲目／ワーグナー：ジークフリート牧歌、ブラームス：
ヴァイオリン協奏曲、ベートーヴェン：交響曲 第5番《運命》
出演／指揮：田中祐子、ヴァイオリン：神尾真由子
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳以下）
1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター（平日11時～15時）
☎03-5378-5911

★MUZAランチタイムコンサート 
パイプオルガン＆ソプラノ～フランスのエスプリを感じて～
5月25日（火）　12：10開演 
曲目／ドビュッシー（メルカールト編）：牧神の午後への
前奏曲、ラヴェル（メルカールト編）：シェヘラザード、
デュプレ：エヴォカシオンより アレグロ・デチーゾ
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト、

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

5・6月号の情報は4月20日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回7月10日発刊号は、7月11日から9月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（5月14日締め切り）※掲載無料

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

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
6月20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】声楽&ピアノ
風をみた人／訳詞：木島始、作曲：木下牧子、からたちの
花／作詞：北原白秋、作曲：山田耕筰、君がため織る綾錦／
作詞：三木露風、作曲：山田耕筰、みぞれに寄する愛の歌／
作詞：大木惇夫、作曲：山田耕筰 他

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第23回定期演奏会
7月10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／ストラヴィンスキー：組曲「プルチネッラ」、ロータ：
トロンボーン協奏曲、チャイコフスキー：交響曲 第5番
出演／指揮：梅田俊明、トロンボーン：伊藤雄太（第18回
東京音楽コンクール金管部門第1位）
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）

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第35回定期演奏会
6月5日（土）　13：15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／真島俊夫：波の見える風景、小山清茂：吹奏楽の
ための「木挽歌」、黛敏郎：木琴小協奏曲、大栗裕：大阪
俗謡による幻想曲、グールド（ラング編）：アメリカン・
サリュート、ベネット：古いアメリカ舞曲による組曲、ス
ミス：ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲
出演／指揮：福本信太郎、加藤明久
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

＊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

宮前フィルハーモニー交響楽団創立30周年記念
第48回定期演奏会
5月23日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番、ブラームス
（シェーンベルク編）：ピアノ四重奏曲 第1番（管弦楽版）
出演／指揮:河地良智、ピアノ：福間洸太朗
料金／全席指定 A席1,500円、B席1,000円
＊車椅子席は事務局まで事前に申込み
問合せ／宮前フィル事務局（平日9時～18時）
☎044-870-7187

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（振替公演）
6月13日（日）　12：40開場　13：30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」
出演／指揮：須藤裕也
料金／全席指定 入場無料(カンパ制)
問合せ／管弦楽団 広報　☎050-5832-1771

フジコ・ヘミング with N響メンバーによる
室内オーケストラ
6月2日（水）　19：00開演
出演／指揮：永峰高志、ピアノ：フジコ・ヘミング
曲目／ヴィヴァルディ：四季、リスト：ラ・カンパネラ、
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番
料金／SS席12,000円、S席9,800円、A席8,000円、
B席6,500円
問合せ／サンライズプロモーション東京（平日12時～
15時）　☎0570-00-3337

高津市民合唱団　第28回定期演奏会
6月5日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／混声合唱と２台ピアノのための『唱歌の四季』、
ふるさと(嵐)、ビリーブ、花は咲く、上を向いて歩こう 他
出演／指揮：岩本達明、ピアノ：岩本晃子、丸山里奈子
問合せ／合唱団（日比野）　☎080-2376-3111

グラールウインドオーケストラ
第40回定期演奏会
6月12日（土）　12：50開場　13：30開演
曲目／天野正道：波瀾万丈（委嘱作品）、リード：エル・
カミーノ・レアル 他
出演／指揮：佐川聖二
問合せ／演奏会事務局（平日20時以降）
☎070-2831-6167

東京交響楽団 特別演奏会
5月27日（木）　17：45開場　18：30開演
曲目／リゲティ：ラミフィケーション（弦楽合奏版）、
ベルク：室内協奏曲、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：児玉麻里、
ヴァイオリン：グレブ・ニキティン
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,000円、B席
5,000円、C席4,000円、P席3,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONY チケットセンター　
☎044‐520‐1511

読売日本交響楽団
ドイツの名匠ヴァイグレが振る
《歓喜のブラームス》
6月14日（月）　14：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「運命の力」序曲、メンデルス
ゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ブラームス：交響曲 第1番
出演／指揮:セバスティアン・ヴァイグレ、ヴァイオリン:
アラベラ・美歩・シュタインバッハー
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター（10時～18時／年中無休）
☎0570-00-4390

★MUZA MUSIC BAR
　底抜けに明るいトラッドジャズ！
6月15日（火）　19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 2階ホワイエ
出演／中川英二郎TRAD JAZZ COMPANY "Trio"
（トロンボーン：中川英二郎、バンジョー：青木研、ピアノ：
宮本貴奈）
料金／全席自由 3,000円、ペア割引(2名料金）5,000円

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021
 《巨匠の世界》 ホアキン・アチュカロ
ピアノ・リサイタル
6月19日（土）　13：30開演
曲目／ブラームス：ピアノ・ソナタ 第3番、ドビュッシー：
月の光～「ベルガマスク組曲」より、リスト：愛の夢 第3番 他
出演／ピアノ：ホアキン・アチュカロ
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

東京アカデミッシェカペレ　第60回演奏会
6月26日（土）　13：45開場　14：30開演
曲目／リヒャルト・シュトラウス：13管楽器のための
セレナード、尾高惇忠：春の岬に来て（オーケストラ版
初演）、シューマン：交響曲 第2番
出演／指揮：広上淳一
料金／全席指定 2,500円
問合せ／事務局　☎090-4001-6084

★ミューザ川崎市民合唱祭
7月3日（土）・4日（日）　10：30開演
出演／川崎市内で活躍する合唱団

ミューザの日2021　ウエルカム・コンサート
7月1日（木）　13：00開場　14：00開演
＊詳細は6ページに

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第80回
6月27日（日）　14：00開演
曲目／ライネッケ：ハープ協奏曲、ブルックナー：交響曲
第7番〈ノーヴァク版第3稿〉
出演／指揮：ベルトラン・ド・ビリー、ハープ：グザヴィ
エ・ドゥ・メストレ
料金／全席指定 S席8,000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

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
5月12日（水）、26日（水）、6月9日（水）、23日（水）、
7月7日（水）　17：30開演
5月13日（木）、20日（木）、27日（木）、
6月3日（木）、24日（木）、
7月8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

日本女子大学生涯学習センター公開講座
オペラを楽しむ
5月13日（木）、27日（木）、6月24日（木）、7月8日（木）、
8月5日（木）　全5回　9：55開場　10：10開演
内容／有名な作品から隠れた名作まで、時代を追いながら
作品の紹介。作曲家や作品の解説・鑑賞・演奏なども含め、
オペラに親しみを感じ楽しめるように。作品はロッシーニ
作曲《チェネレントラ》。
講師／小原伸一
料金／全席自由 全5回 12,500円
名画が語る音楽　

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254回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
5月29日（土）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番、ブラームス：
大学祝典序曲、ブルックナー：交響曲 第7番
出演／お話：加藤文夫
第255回例会
＜クラシック・ライヴ＃22～今が旬のヴァイオリニスト
を聴く＞
6月29日（火）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：森 紀
会場／高津市民館 視聴覚室
料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局
☎044-977-3378

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

おんまち・みぞのくちライブ
開催日程未定
会場／ノクティ2（マルイファミリー溝口）
＊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

サロン・ド・シャンソン30周年記念発表会
6月9日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／麻生市民館
曲目／ラ・ボエーム、サン・トワ・マミー、私の神様、鐘よ
鳴れ、ヴォラーレ 他
出演／指導・構成：庄司淳、ピアノ：川口信子、ベース：
店網邦雄、シンセサイザー：藤山正史、サロン・ド・シャン
ソン会員：22名
＊電話にて要事前予約。（5月31日締切）
問合せ／代表（小林）　☎044-989-2680

麻 生 区

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第97回　5月20日（木）　13：15開場　14：00開演
出演／解説：中村靖（バリトン） 他
第98回　6月17日（木）　13：15開場　14：00開演
出演／解説：國井道子（ソプラノ） 他
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、当日直接会場まで。
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。

◇昭和音楽大学室内合奏団 第11回定期演奏会
6月26日（土）　14：15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
曲目／《オール・モーツァルト・プログラム》ディヴェル
ティメント K.136、セレナータ・ノットゥルナ K.239、
ディヴェルティメント 第17番 K.334
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団 特別公演
7月4日(日)
①ベーシックバンド　　　10：30開場　11：00開演
②ウインドオーケストラ　13：30開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：福本信太郎
内容／①童謡、アニメ、ディズニー等　②映画音楽
※5歳より入場可能
＊要事前申込。申込方法は公式ウェブサイトから。

川崎吹奏楽団
Summer WIND Concert 2021
7月3日（土）　14：00開演 
会場／幸市民館
曲目／オペラ座の怪人、グレイテスト・ショーマン組曲、
サウンドオブミュージックメドレー 他
事前申込／6月1日から18日まで（先着順）
川崎吹奏楽団ホームぺージのコンサートチケット申込み
専用フォームにて。
問合せ／鶴田　☎045-873-6695

夢こんさぁと
6月17日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／5月20日(木)締切
会場／産業振興会館 １階ホール
出演／クラリネット：斉藤紋子、チェロ：井尻兼人、ピアノ：
入江かつら
7月15日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／6月20日(日)締切
会場／幸市民館
出演／Bistro Amici（ピアノ、ヴァイオリン、チェロ）
＊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

▲小松亮太＆オルケスタ・ティピカ with 国府弘子 
　～アストル・ピアソラ生誕100年記念～　
5月22日（土）　17：00開場　18：00開演
出演／バンドネオン：小松亮太、北村聡、鈴木崇朗、早川
純、ピアノ：国府弘子、ヴァイオリン：近藤久美子、CHICA、
ヴィオラ：吉田有紀子、チェロ：松本卓以、コントラバス：
田中伸司、ピアノ：鈴木厚志、パーカッション：佐竹尚史、
ギター：鬼怒無月、ヴォーカル：KaZZma 他
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U18 2,000円

▲ウィズ・ミューズシリーズ
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
曲目／A.バリオス：大聖堂、藤井敬吾：羽衣伝説～沖縄
の天女の物語、イエスタデイ（武満徹・編曲）
出演／ギター：宮下祥子
第15回　小栗久美子トルンコンサート　

日本フィルハーモニー交響楽団
第369回横浜定期演奏会
7月4日（日）　16：00開場　17：00開演 
曲目／ハチャトゥリアン：組曲《仮面舞踏会》よりワルツ、
ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲 第1番、チャイコ
フスキー：バレエ音楽《眠れる森の美女》よりワルツ、
ストラヴィンスキー：バレエ組曲《火の鳥》（1919年版）
出演／指揮:藤岡幸夫、ヴァイオリン:木嶋真優
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳以下）
1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター（平日11時～15時）
☎03-5378-5911

大原櫻子 CONCERT TOUR 2021 “Which?”
6月4日（金）　Pver　16：00開場　16：45開演
　　　　　　　Lver　19：15開場　20：00開演
料金／全席指定 6,600円
問合せ／キョードー東京（平日11時／土日祝10時～18時）
☎0570-550-799

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会第370回
7月10日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／サン＝サーンス：組曲「動物の謝肉祭」、プロコフィ
エフ：交響的物語「ピーターと狼」、ショーソン：交響曲 
変ロ長調
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：津田裕也、務川慧悟、
ナレーター：松尾由美子
料金／全席指定 S席6,000 円、A席4,500円、B席
3,000円　＊シニア（70歳以上）各席種10％引き
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局（平日 
11時～16時）　☎045-226-5045

ラクスブラス アンサンブルコンサート
6月26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
問合せ／事務局　☎090-3505-5372　　 未

多 摩 区
第70回たまアトリウムコンサート
5月19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

未

オペラ
『アルレッキーノ～二人の主人を一度に持つと～』
7月10日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
演目／原作：カルロ・ゴルドーニ（田之倉稔 訳による）、
台本・演出：加藤直、曲：萩京子
出演／オペラシアターこんにゃく座
料金／全席自由 おとな3,000円、こども（高校生まで）
2,000円　＊当日券は＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座（平日10時～18時）
☎044-930-1720

生田緑地⇔多摩川ピクニックラリー 
5月29日（土）　10：00開場　11：00開演
＊雨天の場合は翌日30日に順延
会場／二ヶ領せせらぎ館
出演／長尾子供太鼓、ハーラウ フラ オ カレイラニ、
オペラシアターこんにゃく座、川崎ベアーズ
問合せ／多摩区観光協会事務局 （事務局　多摩区役所
地域振興課)　☎044-935-3131

「かわさき宙(そら)と緑の科学館」開館50周年記念 
生田緑地ピクニックコンサート
5月29日（土）　10：00開場　11：00開演
＊雨天の場合は翌日30日に順延
会場／生田緑地中央広場
出演／TeamComp-、Clover、ワガママSUNバンド、
ざらきProject
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3131

【第2部】サクソフォンカルテット
リュエフ：サクソフォーンのための演奏会用四重奏曲、
シフリン（三浦秀秋編曲）：ミッションインポッシブル
のテーマ、カンピのスペシャルメドレー～愛燦々～
FRIEND LIKE ME～紅蓮花 他
出演／【第1部】ソプラノ：野久尾智美、ピアノ：林直樹
【第2部】Campi d’oro Saxophone Quar tet
（ソプラノサクソフォン：金野龍篤、アルトサクソフォン：
諸見龍之介、テナーサクソフォン：山下優、バリトンサクソ
フォン：福田恵真）
料金／全席指定 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

プラザ・アフタヌーンジャズ
5月30日（日）　13：30開場　14：00開演
出演／ピアノ：椎名豊、ベース：パット・グリン、ドラム：広瀬
潤次
料金／全席自由 2,500円
＊未就学児入場不可
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第11回児童合唱団　なかよしくらぶ発表会
コドモウタ
6月20日（日）　12：30開場　13：00開演
会場／すくらむ21 
曲目／うたはともだち、いのちのうた、にじ 他
出演／指揮・指導：桜井純恵、ピアノ：上田早智子
問合せ／ミュージックマーケット
☎044-813-3409

第229回花コンサート
7月30日（金）　14：00開演
事前申込期間／6月16日（水）～30日（水）
会場／てくのかわさき 3階ホール
出演／チェロ：田中里奈、ピアノ：岩元理紗
＊申込詳細は高津区ホームページまで
問合せ／高津区役所地域振興課
☎044-861-3133

未

第36回 麻生音楽祭2021
コーラスの集い
6月20日（日）　12：30開場　13：00開演
ポピュラーミュージックショー
6月27日（日）　12：30開場　13：00開演
アンサンブルのつどい
7月3日（土）　12：00開場　12：40開演
ファミリーコンサート
7月4日（日）　14：00開場　14：30開演
出演／麻生フィルハーモニー管弦楽団
申込方法／希望するコンサート名、応募者全員
（1通で4人まで）の氏名、代表者の氏名・住所・
電話番号を記入し、往復ハガキか麻生区HPで。
〒215-8570 麻生区役所地域振興課内
麻生音楽祭事務局宛に送付。
応募者多数の場合は抽選。
会場／麻生市民館
問合せ／麻生音楽祭実行委員会（麻生区役所地域振興
課内）　☎044-965-5116

各締切日等
詳細はこちら

ソプラノ：國光ともこ
底抜けに明るいトラッドジャズ！
6月15日（火）　12：10開演
曲目／中川英二郎：Into The Sky、ストレイホーン：A
列車で行こう、ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
（バンジョー・ソロ） 他
出演／中川英二郎TRAD JAZZ COMPANY ”Trio”
（トロンボーン：中川英二郎、バンジョー：青木研、ピアノ：
宮本貴奈）
東京交響楽団 弦楽四重奏
二人の天才ヴォルフガングの物語
7月13日（火）　12：10開演
曲目／コルンゴルト：弦楽四重奏曲第2番、モーツァルト：
「ドン・ジョヴァンニ」序曲
出演／東京交響楽団 弦楽四重奏（ヴァイオリン：中村
楓子、鈴木浩司、ヴィオラ：多井千洋、チェロ：蟹江慶行）
料金／全席指定 500円

～神秘なるベトナム竹琴の調べ～
6月20日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ベトナム北部民謡：インラーオイ、ピアソラ：リベ
ルタンゴ、小栗久美子（森川拓哉編曲）：風
出演／トルン：小栗久美子、ヴァイオリン・ピアノ：森川拓哉
第16回　O'Jizoケルトミュージックコンサート
7月13日（火）　13：00開場　13：30開演
曲目／映画『タイタニック』より、Murphy's Hornpipe
（無印良品 BGM）、アイルランド民謡：ロンドンデリーの歌
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。

画家サージェント　旅と友情
6月14日（月）　13：15開場　13：30開演 
パリ、ロンドン　アール・ヌーヴォーとエキゾティズム
7月12日（月）　13：15開場　13：30開演
内容／19世紀後半の美術と音楽を、絵画とともに。
名画（美術）が語る音楽の物語をひもとき、その音楽に
耳を傾ける。
講師／伊藤里麻子（美術史家）
料金／全席自由 一般2,500円
＊両講座共、Zoomによるオンラインでも受講可。
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター 西生田
☎044-952-6961

　川崎を中心に活動するミュージシャンを応援するコンテストイベント「KSMB」のファイナルステージが開催され、2度の予選を勝ち抜いた
6組が熱いライブを行いました。オーディエンスからの投票と音楽関係者の審査で選ばれたグランプリの「澪」と、準グランプリ「AMARI」には、地
元企業からの賞品や、ラジオ・テレビ番組への出演権が送られました。

当日の様子はケーブルテレビJ：COM町田・川崎（地デジ11ch）にて放送されます。
放送日程：5/15(土)23：00、5/30(日)22：00
※放送日時は変更する場合があります。最新の情報はケーブルテレビ会社の公式サイトをご参照ください。

カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636

問 合 せ

グランプリ澪
みお

準グランプリAMARI

投票
の様
子

KAWASAKI STREET MUSIC BATTLE!10 グランプリ決定!!KAWASAKI STREET MUSIC BATTLE!10 グランプリ決定!!



5月15日(土)～31日(月)にわたり開催します。
川崎駅周辺で、アジア各国の民俗音楽・舞踊、地元川崎で活躍中のミュージシャンによるさまざまなジャンルのフ
リーライブを開催します。「かわさきアジアンフェスタ」とともに華やかなアジアの音楽とグルメをお楽しみください！
出演者等によるWeb動画も配信中！

同時
開催

観覧無料

〈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 ̶

小学1年生、2年生の児童が作詞・作曲にチャレンジ！

3年3組こくばん先生 プロフィール
川崎市内小学校の現役教諭　2018年に「はがぬけた」でCDデビュー

歌詞の作り方

3年3組こくばん先生の
作詞・作曲ワークショップ

ドレミファ♪ミュートン　親子でエンジョイミュージック

歌を作るには、まず、気もちや感じ
たことなどの「自分の思い」をもつ
ことが大切です！！

一番伝えたいことばはなに？

えらばれた！かな。

メロディの作り方

曲調とリズムが
決まったらメロディ

どんな気持ちだった？

自分だけの曲が
できたよ！

うれしい感じ。

●会　場／アゼリア サンライト広場、川崎ルフロン イベントスペース、
川崎銀座街ダイス駐輪場入口横、銀柳街入口、川崎競輪場
※各会場の詳細日程などは、HPをご覧ください

●問合せ／アジア交流音楽祭実行委員会事務局　☎044-544-9641

●開催場所／川崎駅周辺商店街および大型商業施設内の飲食店など
●開催内容／スタンプラリー　他

問合せ／かわさきアジアンフェスタ実行委員会事務局（川崎市経済労働局商業振興課） ☎044-200-2352　

■問合せ 川崎市文化財団 川崎大師薪能係　TEL 044-272-7366（平日9：00～17：00）
※詳細は川崎市文化財団ホームページで。
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■料金 Ｓ席 6,500円（区分指定・区分内自由／雨天時 信徒会館入場可）  残席僅少
          Ａ席 4,500円（区分指定・区分内自由／雨天時 払い戻し）
　　　 Ｕ２５（Ａ席） 2,000円（25歳以下の方対象／当日要身分証／区分内自由席／雨天時 払い戻し）
■チケット取扱所　ミューザ川崎シンフォニーホール チケットセンター
　　　　　　　　TEL：044-520-0200（10時～18時）
　　　　　　　　川崎駅北口 かわさき きたテラス 観光案内所、チケットぴあ［Pコード：505-366］ 他 

できた



問合せ／川崎市市民文化振興室　　☎044-200-3725

「音楽で生きるエネルギーを
 坂本九 生誕80周年」

今回は身近で聴ける
坂本九さんの音楽を
特集。

「上を向いて歩こう」
JR川崎駅東海道線の発車メロディ、京
急川崎駅の電車接近メロディとして使
われています。また九さんの歌は春の
センバツ高校野球大会の入場行進曲
として、過去に5回も使用されています。

「上を向いて歩こう」
スタジオジブリの2011「コク
リコ坂から」に坂本九さん本人
歌唱のオリジナル音源が使用
され、テレビで歌う坂本九さん
がアニメになって登場します。

「見上げてごらん夜の星を」
和歌山県紀美野町の高野街道にある「メロディー
ロード」という道では、車で走ると段差でメロ
ディーが聞こえるそうです。

「見上げてごらん夜の星を」 「上を向いて歩こう」
東日本大震災直後に放送された、サントリーの企業CMで、多くのアーチスト
にリレー形式で歌われました。

番外編

vol.2

川崎市で生まれた偉大な歌手、坂本九（1941-1985）。生誕80周年を迎える今年、九さんの業績をたたえ連載しています。

ミューザの日2021 ウェルカムコンサート
ベートーヴェンの「運命」ってどうやってできているの？音楽のヒミツを徹底解剖！

2021年7月1日（木）14：00開演（13:00開場/約70分 途中休憩なし）

指揮：秋山和慶　ありさ先生：飯田有抄
管弦楽：東京交響楽団 他

このコンサートでありさ先生が、みんなからの
質問に答えてくれるよ！どしどし送ってね！ 
対象者：小学生・中学生・高校生・特別支援

学校生(2021年4月現在)

5月10日（月）～5月28日（金）

ミューザ公式Webサイト「わくわく
ミューザ」で詳細をご確認のうえ、
申し込みフォームからご応募くだ
さい。

出演

応募
期間

応募
方法

グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」

チケット一般発売 5月8日（土）　全席指定（税込）
おとな 2,000円　シニア（65歳以上） 1,500円
こども（4歳～中学3年生） 500円

曲目

チケット

問合せ・チケットの申込み／ミューザ川崎シンフォニーホール　☎044-520-0200（10時～18時）

©坂本九音楽事務所

©坂本九音楽事務所

質問大募集！

〈6〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公演や展示等を実施することが困難な
状況が続く中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使用料等を助成します。

● 広く川崎市民等に文化・芸術の鑑賞機会を提供する
個人または団体

● 市内にあるホール、劇場、ライブハウス、ギャラリー
等の一般貸出文化施設（民間施設は登録制）で実施

● 令和3年4月1日（木）から令和4年3月31日（木）まで
に実施される音楽、演劇、舞踊、伝統芸能などの公演、
絵画、写真、書道などの展示、又は映画、アニメーショ
ンなどの上映

　施設使用料及び付帯設備使用料の合計（実費）の2分の1の額
（上限あり）

令和3年5月17日（月）～令和４年2月28日（月）
※先着順。予算の上限に達した時点で終了。

詳細な募集要項および応募方法等は川崎市文化財団ホームページ
をご覧ください（5月11日より公開）。各区役所他でも配布。

問合せ◉川崎市文化財団
　　　　電話044-544-9641　メール josei@kbz.or.jp
　　　　 FAX044-544-9647

次のすべてに該当する事業であること


