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雨谷麻世 環境チャリティコンサートvol.76
9月15日（水）　昼の部　13：30開場　14：00開演
　　　　　　　夜の部　18：00開場　18：30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／アメイジング・グレイス、秋桜、ゴンドラの唄、
里の秋、カタリ、ユー・レイズ・ミー・アップ、ある晴れた日
に（歌劇「蝶々夫人」） 他
出演／ソプラノ：雨谷麻世、ピアノ：金井信
料金／全席自由 6,000円
問合せ／Mayo Crystal Music　☎045-866-1892

奥平哲也 マリンバ名曲コンサート
～祈りと音楽文化～
10月4日（月）、5日（火）、7日（木）
13：30開場　14：00開演
9日（土）　18：00 開場　18：30 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／バッハ：G線上のアリア、タレガ：アルハンブラの
思い出、小林秀雄：落葉松、奥平哲也：残照 他
出演／マリンバ：奥平哲也、ピアノ：木村裕平（10/4、5）、
川上史子（10/7、9）
料金／全席自由 4,000円
問合せ／マリンバ奏楽の森　☎044-533-5389

　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13回狂言全集
10月30日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は6ページに

ぴあにしも
＊ライブ情報はHPよりご確認ください。
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　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

水曜ナイトライブ in LAZONA
9月22日（水）、29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　☎044-200-3725

未

第2回　誰でもチャレンジコンサート
10月9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／応募による出演者（器楽、歌、パフォーマンスなど
予定）
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

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 ＊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…未就学児入場可託…託児あり

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.3《秋》 　フランク：ソナタ
9月15日（水） 13：30開演
曲目／アメイジング・グレイス、ショパン：夜想曲第2番、
夜想曲第20番（遺作）、別れの曲、フランク：ヴァイオリン･
ソナタ イ長調、岡野貞一（山下康介編）：もみじ、滝廉太郎
（千住明編）：荒城の月、ドビュッシー：月の光 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：山洞智
料金／全席指定 一般4,800円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★東響ミニコンサート in MUZAガレリア
第87回　　9月16日（木）　11：45開場　12：15開演
第88回　10月29日（金）　11：45開場　12：15開演
第89回　11月　2日（火）　11：45開場　12：15開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 「歓喜の広場」
出演／東京交響楽団メンバー
＊当日先着50名

神奈川フィル　定期演奏会　第372回
10月23日（土）　13：15開場　14：00開演 
曲目／モーツァルト：交響曲第40番、チャイコフスキー：
交響曲第5番
出演／指揮：小泉和裕
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,500円、B席
3,000円　＊当日券販売がある時に限り25歳以下
（ユース）は1,000円（席は選べません）

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

9・10月号の情報は8月24日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回11月10日発刊号は、11月11日から2022年1月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（9月17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

★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169回　9月18日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ヴォーン・ウィリアムズ：グリーンスリーヴスに
よる幻想曲、イギリス民謡組曲（ジェイコブ編）、海の交
響曲
出演／指揮：原田慶太楼、ソプラノ：小林沙羅、バリトン：
大西宇宙、合唱：東響コーラス（合唱指揮：冨平恭平）
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
第170回　10月24日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／デュティユー：交響曲第1番、モーツァルト：レク
イエム
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ソプラノ：カタリーナ・
コンラーディ、アルト：ウィープケ・レームクール、テノー
ル：マーティン・ミッタールッツナー、バスバリトン：ニー
ル・デイヴィス、合唱：新国立劇場合唱団
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
第171回　11月6日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、ベートーヴェン：
ピアノ協奏曲第2番、ブラームス：交響曲第4番 
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、ピアノ：児玉
麻里
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

オーケストラ・ゾルキー　2021年演奏会
10月9日（土）　12：45開場　13：30開演 
曲目／チャイコフスキー：イタリア奇想曲、幻想序曲
「ロメオとジュリエット」、交響曲第6番「悲愴」
出演／指揮：長田雅人
料金／全席指定 1,000円
問合せ／広報担当（嵯峨根）　☎090-3596-4639

みなとみらい21交響楽団　第21回定期演奏会
9月23日（木・祝）　13：00開場　13：45開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ音楽 ペトルーシュカ　
原典版(1911)、マーラー：交響曲第1番「巨人」花の章付
出演／指揮：田部井剛
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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021
YAMATO String Quartet 《死と乙女／天使と悪魔》
10月16日（土）　13：30開演
曲目／シューベルト：弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」、
ピアソラ：「天使の組曲」（天使へのイントロダクション、
天使のミロンガ、天使の死、天使の復活）、「悪魔の組曲」
（悪魔のタンゴ、悪魔のロマンス） 他
出演／YAMATO String Quartet（1stヴァイオリン：
石田泰尚、2ndヴァイオリン：執行恒宏、ヴィオラ：榎戸
崇浩、チェロ：阪田宏彰）
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
仲道郁代　ピアノ・リサイタル 《珠玉のショパン》
11月3日（水・祝）　13：30開演 
曲目／【オール・ショパン・プログラム】ノクターン第13番、
第14番、幻想曲 op.49、英雄ポロネーズ、マズルカ 
op.59 より、ワルツ第6番「小犬」、ワルツ第7番、バラード
第3番、第4番 
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

読売日本交響楽団　
“炎のマエストロ”渾身のチャイコフスキー
10月22日（金）　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲、交響曲
第5番
出演／指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：服部百音、管弦楽：
読売日本交響楽団
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）
☎0570-00-4390

鼓童創立40周年 第二弾 鼓童×東京交響楽団
「いのち」
10月30日（土）　14：00開場　15：00開演 
曲目／池永レオ遼太郎：いのち（世界初演）、石井眞木：
モノプリズム、冨田勲：宇宙の歌
出演／演出：池永レオ遼太郎（鼓童）、指揮：下野竜也、
管弦楽：東京交響楽団、太鼓芸能集団 鼓童
料金／全席指定 SS席10,000円、S席9,500円、A席
8,000円、B席6,000円
問合せ／鼓童チケットサービス　☎0259-86-3630

サファリオーケストラ　第28回定期演奏会　
―前澤均　傘寿記念－
11月6日(土)  19：00開演
曲目／ベートーヴェン：レオノーレ序曲 第3番、シェーン
ベルク：浄められた夜 作品4 弦楽合奏版、シューマン：
交響曲 第3番「ライン」 他
出演／指揮：前澤均
料金／全席指定 2,000円
問合せ／サファリオーケストラ事務局　
☎090-9344-0099(土日祝9時～17時)

ラファウ・ブレハッチ　ピアノ・リサイタル「いのち」
10月26日（火）　19：00開演
曲目／J.S.バッハ：パルティータ第2番、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ第5番、創作主題による32の変奏曲 
ハ短調 、フランク（バウアー編曲）：前奏曲、フーガと
変奏曲 ロ短調 他 
料金／S席8,000円、S席シニア（65歳以上）7,200円、
A席6,500円、A席シニア（65歳以上）5,900円、B席
5,500円、C席4,000円　＊25歳までの学生各席半額
問合せ／神奈川芸術協会  ☎045-453-5080

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月16日（木）、30日（木）、10月14日（木）、28日（木）、
11月4日（木）、11日（木）　19：00開演
9月22日（水）、10月6日（水）、20日（水）、11月10日（水）
17：30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

公 開 講 座

大人の鍵盤ハーモニカ
9月11日（土）　10：00開演 
会場／Caf'e ゆい～と（小田急線読売ランド駅前）
出演／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール（日比野）
☎044-944-9349

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＞
9月30日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：加藤文夫
第255回例会　
＜＃22～今が旬のヴァイオリニストを聴く＞
10月28日（木）　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
各回料金／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。

ゆずり葉コンサート
9月20日（月・祝）　18：10開場　18：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／カール・オルフ：「カルミナ・ブラーナ」 より O 
Fortuna、Floret silva、Were diu werlt alle min、
Ave formosissima、工藤直子・三宅 悠太：ぼくはぼく、
小原孝：逢えてよかったね、信長貴富：こどもとおとなの
ための合唱曲集「ゆずり葉の木の下で」  他
出演／指揮：岩本達明、中島はるみ、ピアノ：岩本晃子、
丸山里奈子、新谷愛香、合唱:高津市民合唱団、ジュニア
合唱団・Uni
問合せ／高津市民合唱団（日比野）
☎080-2376-3111（10時～17時）

◇2時間で学ぶ作曲家2021
　～ブラームスとドヴォルジャーク～
 第2回　ブラームス第2章
『ブラームスと「クラシック音楽」の確立』
10月2日（土）　14：00開場　14：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎 C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000 円
＊小～高校生無料　＊要事前申込
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込
＊9月18日（土）開講予定の第1回につきましては、新型
　コロナウイルスの影響により延期いたします。詳細
　はウェブサイトにてご確認ください。

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。

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第102回　10月27日（水）　13：15開場　14：00開演 
出演／解説・ソプラノ：國井道子 他
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 1,200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

◇昭和音楽大学第28回コンチェルト定期演奏会
11月6日（土）・7日（日）　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
出演／指揮：伊藤翔、本学在学中の成績優秀者、管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
（A席のみ）1,000円

未

「はぴ☆こん」～誰もが幸せになるコンサート～
11月13日（土）　12：00開演 
会場／ミューザ川崎 １階ガレリア広場
内容／お互いを理解し尊重し合う「心のバリアフリー」
を進め、音楽を通じて障害のある方もない方も、気軽に
さまざまな音楽を楽しめるコンサート
出演／公募で選ばれた方たち
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

▲ウィズ・ミューズシリーズ
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
第18回　亀井恵　Bossa Marimba コンサート
9月15日（水）　13：00開場　13：30開演
曲目／A.C.ジョビン：イパネマの娘、モリコーネ：愛の
テーマ～「ニュー・シネマ・パラダイス」より～、亀井恵：
虹のゆくえ
出演／マリンバ：亀井恵、ピアノ・オルガン：今井亮太郎
第19回　益田英生　クラリネットトリオ　ジャズコンサート
10月24日（日）　13：00開場　13：30開演  
曲目／ウィリアム・トーマス・ビリー・ストレイホーン：A
列車で行こう、ジョージ・ガーシュイン：オー・レディ・
ビー・グッド 他
出演／クラリネット：益田英生、ギター：河野文彦、ベース：
新井健太郎

米米CLUB
「a K2C ENTERTAINMENT TOUR 
2021～大芸術祭～」

未

それいけ！アンパンマン　ミュージカル　
勇気の花に歌おう♪
9月25日（土）　①10：00開場　10:45開演 
　　　　　　　②13：00開場　13：45開演
　　　　　　　③15：45開場　16：30開演
料金／全席指定 3,900円
＊2歳からチケットが必要。0歳、1歳のお子様は大人1名
　につき1名まで膝上無料。ただし、席が必要な場合は有料。
問合せ／ｔｖｋチケットカウンター
☎0570-003-117

混声合唱団翠声会　第43回定期演奏会
10月17日（日）　12：45開場　13：30開演
曲目／佐藤賢太郎：同声・混声合唱とピアノのための
組曲「夜空の記憶のどこかに」、野呂昶・千原英喜：混声
合唱とピアノのための組曲「みやこわすれ」、ジョン・
ラター：マニフィカート
出演／指揮：宇野徹哉、ピアノ：廣田千春、ソプラノ：手島
由紀子、合唱：混声合唱団翠声会
料金／全席自由 1,000円
＊4歳以上入場可。
問合せ／混声合唱団翠声会広報(白鳥)
☎045-423-9502

高 津 区
プラザ・アフタヌーンジャズVol.3
9月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
曲目／大野雄二：ルパン三世のテーマ、コール・ポー
ター：ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス、フランク・
チャーチル：いつか王子様が 他
出演／江藤良人カルテット（ドラムス：江藤良人、ピアノ：
石井彰、ベース：井上陽介、テナーサックス：鈴木央紹）
料金／全席自由 2,500円　※未就学児入場不可

ヴィヴァルディ「四季」全曲 演奏会
9月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／ヴィヴァルディ：「四季」、J.S.バッハ：2つのヴァイ
オリンのための協奏曲、パッヘルベル：カノン
出演／ヴァイオリン：塗矢真弥、池澤卓朗、指揮：末永隆一
料金／全席自由 2,800円　※250席限定
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

川崎いのちの電話活動支援チャリティーコンサート
「オペラ420年史を90分で!!」
10月9日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 前田ホール
曲目／ヘンデル：「セルセ」より オンブラ・マイ・フ、モー
ツァルト：「魔笛」より 私は鳥を取る名人～パ・パ・パの
二重唱、ロッシーニ：「セヴィリヤの理髪師」より 暁の光
がさして～今の歌声は～私は町の何でも屋～そっと静か
に、ヴェルディ：「椿姫」より 乾杯の歌～花から花へ～プロ
ヴァンスの海と陸～パリを離れて 他
出演／構成・ピアノ：青島広志、ソプラノ：横山美奈、
テノール：小野勉、バリトン：宝福英樹
料金／全席自由 3,500円
問合せ／川崎いのちの電話 事務局
☎044-722-7121

ミューザ川崎レクチャーコンサート　
日本歌曲はいま?～歌のチカラ・言葉のチカラ～
10月17日（日）　昼の部　完売しました
　　　　　　　　夜の部　17：30開場　18：00開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／團伊玖磨：歌劇「夕鶴」（朗読とお話）、はる、別離、
ひぐらし、オペラ夕鶴より「あたしの大事な与ひょう」、
山田耕筰：南天の花、武満徹：死んだ男の残したものは、
うたうだけ、ワルツ
出演／お話：秋山和慶、ソプラノ：愛宕結衣、堀江眞知子、
テノール：辻秀幸、辻裕久、ピアノ：山田武彦、朗読：加賀美
幸子
料金／全席自由 4,000円
問合せ／團伊玖磨の音楽・レクチャー＆コンサート
実行委員会　☎03-3422-8477

未

第104回ランチタイム・ロビーコンサート
9月16日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／櫻岡史子：風土記への道、ルーマニア舞曲三部作、
クライスラー：愛の悲しみ 他
出演／パンフルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵井子
問合せ／（公財）川崎市生涯学習財団 総務室 ロビーコン
サート担当（平日 9時～16時）
☎044-733-5811

中 原 区

未

かわさきハワイアンフェスティバル2021
10月30日（土）　10：15開場　10：30開演
内容／①ウクレレワークショップ（10：30～11：30）、
②ダンス発表、ハワイアン系音楽発表、ハワイアン伝統
工芸品ワークショップ、ハワイアン関連物販、折り紙レイ
展示会
料金／①500円　②参加費1,500円、観覧無料
10月31日（日）　11：00開場　11：25開演
出演／ハワイアンソング：Yosuke、ギター：永瀬晋、歌唱：
LAHIKI、ウクレレ：Keira、トーク：へなしゅん、演奏：
Hilo&Kyu、神仏兄弟、ハワイアンサウンド&フラ：
Kaupili 11
料金／全席自由 1,500円
会場／国際交流センター
問合せ／かわさきハワイアンフェスティバル事務局（遠藤）
☎090-5574-8400

＊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）

※未就学児入場不可

みぞげきclassics vol.6
9月15日(水)～21日（火）
会場／溝ノ口劇場
＊内容・開演時間・料金はHPよりご確認
　ください。
チケット取り扱い／カンフェティ　
☎0120-240-540／03-6228-1630（平日10時～18時）
問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

未

夢こんさぁと
10月21日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／9月20日（月・祝）締切
会場／幸市民館
出演／ピアノ：橋本知佳
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

問合せ／川崎市民プラザ
☎044-888-3131

東京交響楽団　川崎定期演奏会 
第82回　9月26日（日）　14：00開演
曲目／フランク：交響詩「プシュケ」より第4曲“プシュケ
とエロス”、ショーソン：愛と海の詩、ベルリオーズ：幻想
交響曲 
出演／指揮：ユベール・スダーン、メゾソプラノ：アリス・
クート
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
第83回　11月14日（日）　14：00開演 
曲目／シマノフスキ：ヴァイオリン協奏曲第1番、オル
フ：カルミナ・ブラーナ
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、ヴァイオリン：
ボムソリ、ソプラノ：アリーナ・ヴンダーリン、カウンター
テナー：彌勒忠史、バリトン：ビョルン・ビュルガー、コー
ラス：新国立劇場合唱団、児童合唱：東京少年少女合唱隊
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
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

★MUZAランチタイムコンサート 10月
　HALL JAZZ LIVE!
10月7日（木）　11：30開場　12：10開演 
曲目／Take the A train、But Beautiful、Bolivia 他
出演／ピアノ・ヴォーカル：松下聖哉、ベース：井上陽介、
ドラムス：高橋信之介
料金／全席指定 500円

★MUZA MUSIC BAR JAZZ LIVE!
10月7日（木）　18：30開場　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／ピアノ・ヴォーカル：松下聖哉、ベース：井上陽介、
ドラムス：高橋信之介
料金／全席自由 3,000円、ペア割引（2名）5,000円

問合せ／神奈川フィル・チケットサービス
☎045-226-5107

9月26日（日）　17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 9,350円
＊小学生以上有料・小学生未満でもお席を必要とする
　場合は有料
※カルッツかわさきでのチケット取り扱い無し。
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888(平日12時～15時)

おんまち・みぞのくちライブ
溝ジャズDAY
9月18日（土）　13：00開演
出演／溝の口ジャズ同盟
ドレミファ♪ミュートン
～ハロウィンキッズライブ～
10月16日（土）　13：00開演（予定）
＊詳細は4ページに
会場／ノクティ2 マルイファミリー屋上広場
＊天候など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

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

川崎市内の音楽商品・
サービス取扱い店舗等を
紹介。

ショップ・
事業所情報を
募集中
（掲載は原則無料）

「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

　おんまち・みぞのくちライブでは子連れで楽しめるライブを開催します。当日は手作り楽器セットを配布。
作った楽器を持って、みんなでハロウィンキッズライブを楽しもう!!

　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。

ドレミファ♪ミュートン ～ハロウィンキッズライブ～
●日　時／10月16日（土）13時開演（予定）　　 ●会　場／ノクティ2 マルイファミリー屋上広場
●出　演／DJ Keiko、るるおねえさん、GABU　＊天候などにより中止となる場合があります。

■対　　　　象：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
■期　　　　間：令和4年3月31日（木）までに実施されるもの。（要事前申請）
■助　成　額：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）
■申請受付期間：令和４年2月28日（月）まで ※先着順。予算の上限に達した時点で終了。

詳細は川崎市文化財団ホームページをご覧ください。

問合せ

問合せ

問合せ

「音楽のまち･かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

川崎市文化財団　☎044-544-9641　メールjosei@kbz.or.jp　FAX044-544-9647
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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 ＊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…未就学児入場可託…託児あり

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.3《秋》 　フランク：ソナタ
9月15日（水） 13：30開演
曲目／アメイジング・グレイス、ショパン：夜想曲第2番、
夜想曲第20番（遺作）、別れの曲、フランク：ヴァイオリン･
ソナタ イ長調、岡野貞一（山下康介編）：もみじ、滝廉太郎
（千住明編）：荒城の月、ドビュッシー：月の光 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：山洞智
料金／全席指定 一般4,800円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★東響ミニコンサート in MUZAガレリア
第87回　　9月16日（木）　11：45開場　12：15開演
第88回　10月29日（金）　11：45開場　12：15開演
第89回　11月　2日（火）　11：45開場　12：15開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 「歓喜の広場」
出演／東京交響楽団メンバー
＊当日先着50名

神奈川フィル　定期演奏会　第372回
10月23日（土）　13：15開場　14：00開演 
曲目／モーツァルト：交響曲第40番、チャイコフスキー：
交響曲第5番
出演／指揮：小泉和裕
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,500円、B席
3,000円　＊当日券販売がある時に限り25歳以下
（ユース）は1,000円（席は選べません）

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

9・10月号の情報は8月24日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回11月10日発刊号は、11月11日から2022年1月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（9月17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

★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169回　9月18日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ヴォーン・ウィリアムズ：グリーンスリーヴスに
よる幻想曲、イギリス民謡組曲（ジェイコブ編）、海の交
響曲
出演／指揮：原田慶太楼、ソプラノ：小林沙羅、バリトン：
大西宇宙、合唱：東響コーラス（合唱指揮：冨平恭平）
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
第170回　10月24日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／デュティユー：交響曲第1番、モーツァルト：レク
イエム
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ソプラノ：カタリーナ・
コンラーディ、アルト：ウィープケ・レームクール、テノー
ル：マーティン・ミッタールッツナー、バスバリトン：ニー
ル・デイヴィス、合唱：新国立劇場合唱団
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
第171回　11月6日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、ベートーヴェン：
ピアノ協奏曲第2番、ブラームス：交響曲第4番 
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、ピアノ：児玉
麻里
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

オーケストラ・ゾルキー　2021年演奏会
10月9日（土）　12：45開場　13：30開演 
曲目／チャイコフスキー：イタリア奇想曲、幻想序曲
「ロメオとジュリエット」、交響曲第6番「悲愴」
出演／指揮：長田雅人
料金／全席指定 1,000円
問合せ／広報担当（嵯峨根）　☎090-3596-4639

みなとみらい21交響楽団　第21回定期演奏会
9月23日（木・祝）　13：00開場　13：45開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ音楽 ペトルーシュカ　
原典版(1911)、マーラー：交響曲第1番「巨人」花の章付
出演／指揮：田部井剛
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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021
YAMATO String Quartet 《死と乙女／天使と悪魔》
10月16日（土）　13：30開演
曲目／シューベルト：弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」、
ピアソラ：「天使の組曲」（天使へのイントロダクション、
天使のミロンガ、天使の死、天使の復活）、「悪魔の組曲」
（悪魔のタンゴ、悪魔のロマンス） 他
出演／YAMATO String Quartet（1stヴァイオリン：
石田泰尚、2ndヴァイオリン：執行恒宏、ヴィオラ：榎戸
崇浩、チェロ：阪田宏彰）
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
仲道郁代　ピアノ・リサイタル 《珠玉のショパン》
11月3日（水・祝）　13：30開演 
曲目／【オール・ショパン・プログラム】ノクターン第13番、
第14番、幻想曲 op.49、英雄ポロネーズ、マズルカ 
op.59 より、ワルツ第6番「小犬」、ワルツ第7番、バラード
第3番、第4番 
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

読売日本交響楽団　
“炎のマエストロ”渾身のチャイコフスキー
10月22日（金）　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲、交響曲
第5番
出演／指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：服部百音、管弦楽：
読売日本交響楽団
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）
☎0570-00-4390

鼓童創立40周年 第二弾 鼓童×東京交響楽団
「いのち」
10月30日（土）　14：00開場　15：00開演 
曲目／池永レオ遼太郎：いのち（世界初演）、石井眞木：
モノプリズム、冨田勲：宇宙の歌
出演／演出：池永レオ遼太郎（鼓童）、指揮：下野竜也、
管弦楽：東京交響楽団、太鼓芸能集団 鼓童
料金／全席指定 SS席10,000円、S席9,500円、A席
8,000円、B席6,000円
問合せ／鼓童チケットサービス　☎0259-86-3630

サファリオーケストラ　第28回定期演奏会　
―前澤均　傘寿記念－
11月6日(土)  19：00開演
曲目／ベートーヴェン：レオノーレ序曲 第3番、シェーン
ベルク：浄められた夜 作品4 弦楽合奏版、シューマン：
交響曲 第3番「ライン」 他
出演／指揮：前澤均
料金／全席指定 2,000円
問合せ／サファリオーケストラ事務局　
☎090-9344-0099(土日祝9時～17時)

ラファウ・ブレハッチ　ピアノ・リサイタル「いのち」
10月26日（火）　19：00開演
曲目／J.S.バッハ：パルティータ第2番、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ第5番、創作主題による32の変奏曲 
ハ短調 、フランク（バウアー編曲）：前奏曲、フーガと
変奏曲 ロ短調 他 
料金／S席8,000円、S席シニア（65歳以上）7,200円、
A席6,500円、A席シニア（65歳以上）5,900円、B席
5,500円、C席4,000円　＊25歳までの学生各席半額
問合せ／神奈川芸術協会  ☎045-453-5080

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月16日（木）、30日（木）、10月14日（木）、28日（木）、
11月4日（木）、11日（木）　19：00開演
9月22日（水）、10月6日（水）、20日（水）、11月10日（水）
17：30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

公 開 講 座

大人の鍵盤ハーモニカ
9月11日（土）　10：00開演 
会場／Caf'e ゆい～と（小田急線読売ランド駅前）
出演／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール（日比野）
☎044-944-9349

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＞
9月30日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：加藤文夫
第255回例会　
＜＃22～今が旬のヴァイオリニストを聴く＞
10月28日（木）　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
各回料金／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。

ゆずり葉コンサート
9月20日（月・祝）　18：10開場　18：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／カール・オルフ：「カルミナ・ブラーナ」 より O 
Fortuna、Floret silva、Were diu werlt alle min、
Ave formosissima、工藤直子・三宅 悠太：ぼくはぼく、
小原孝：逢えてよかったね、信長貴富：こどもとおとなの
ための合唱曲集「ゆずり葉の木の下で」  他
出演／指揮：岩本達明、中島はるみ、ピアノ：岩本晃子、
丸山里奈子、新谷愛香、合唱:高津市民合唱団、ジュニア
合唱団・Uni
問合せ／高津市民合唱団（日比野）
☎080-2376-3111（10時～17時）

◇2時間で学ぶ作曲家2021
　～ブラームスとドヴォルジャーク～
 第2回　ブラームス第2章
『ブラームスと「クラシック音楽」の確立』
10月2日（土）　14：00開場　14：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎 C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000 円
＊小～高校生無料　＊要事前申込
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込
＊9月18日（土）開講予定の第1回につきましては、新型
　コロナウイルスの影響により延期いたします。詳細
　はウェブサイトにてご確認ください。

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。

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第102回　10月27日（水）　13：15開場　14：00開演 
出演／解説・ソプラノ：國井道子 他
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 1,200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

◇昭和音楽大学第28回コンチェルト定期演奏会
11月6日（土）・7日（日）　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
出演／指揮：伊藤翔、本学在学中の成績優秀者、管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
（A席のみ）1,000円

未

「はぴ☆こん」～誰もが幸せになるコンサート～
11月13日（土）　12：00開演 
会場／ミューザ川崎 １階ガレリア広場
内容／お互いを理解し尊重し合う「心のバリアフリー」
を進め、音楽を通じて障害のある方もない方も、気軽に
さまざまな音楽を楽しめるコンサート
出演／公募で選ばれた方たち
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

▲ウィズ・ミューズシリーズ
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
第18回　亀井恵　Bossa Marimba コンサート
9月15日（水）　13：00開場　13：30開演
曲目／A.C.ジョビン：イパネマの娘、モリコーネ：愛の
テーマ～「ニュー・シネマ・パラダイス」より～、亀井恵：
虹のゆくえ
出演／マリンバ：亀井恵、ピアノ・オルガン：今井亮太郎
第19回　益田英生　クラリネットトリオ　ジャズコンサート
10月24日（日）　13：00開場　13：30開演  
曲目／ウィリアム・トーマス・ビリー・ストレイホーン：A
列車で行こう、ジョージ・ガーシュイン：オー・レディ・
ビー・グッド 他
出演／クラリネット：益田英生、ギター：河野文彦、ベース：
新井健太郎

米米CLUB
「a K2C ENTERTAINMENT TOUR 
2021～大芸術祭～」

未

それいけ！アンパンマン　ミュージカル　
勇気の花に歌おう♪
9月25日（土）　①10：00開場　10:45開演 
　　　　　　　②13：00開場　13：45開演
　　　　　　　③15：45開場　16：30開演
料金／全席指定 3,900円
＊2歳からチケットが必要。0歳、1歳のお子様は大人1名
　につき1名まで膝上無料。ただし、席が必要な場合は有料。
問合せ／ｔｖｋチケットカウンター
☎0570-003-117

混声合唱団翠声会　第43回定期演奏会
10月17日（日）　12：45開場　13：30開演
曲目／佐藤賢太郎：同声・混声合唱とピアノのための
組曲「夜空の記憶のどこかに」、野呂昶・千原英喜：混声
合唱とピアノのための組曲「みやこわすれ」、ジョン・
ラター：マニフィカート
出演／指揮：宇野徹哉、ピアノ：廣田千春、ソプラノ：手島
由紀子、合唱：混声合唱団翠声会
料金／全席自由 1,000円
＊4歳以上入場可。
問合せ／混声合唱団翠声会広報(白鳥)
☎045-423-9502

高 津 区
プラザ・アフタヌーンジャズVol.3
9月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
曲目／大野雄二：ルパン三世のテーマ、コール・ポー
ター：ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス、フランク・
チャーチル：いつか王子様が 他
出演／江藤良人カルテット（ドラムス：江藤良人、ピアノ：
石井彰、ベース：井上陽介、テナーサックス：鈴木央紹）
料金／全席自由 2,500円　※未就学児入場不可

ヴィヴァルディ「四季」全曲 演奏会
9月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／ヴィヴァルディ：「四季」、J.S.バッハ：2つのヴァイ
オリンのための協奏曲、パッヘルベル：カノン
出演／ヴァイオリン：塗矢真弥、池澤卓朗、指揮：末永隆一
料金／全席自由 2,800円　※250席限定
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

川崎いのちの電話活動支援チャリティーコンサート
「オペラ420年史を90分で!!」
10月9日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 前田ホール
曲目／ヘンデル：「セルセ」より オンブラ・マイ・フ、モー
ツァルト：「魔笛」より 私は鳥を取る名人～パ・パ・パの
二重唱、ロッシーニ：「セヴィリヤの理髪師」より 暁の光
がさして～今の歌声は～私は町の何でも屋～そっと静か
に、ヴェルディ：「椿姫」より 乾杯の歌～花から花へ～プロ
ヴァンスの海と陸～パリを離れて 他
出演／構成・ピアノ：青島広志、ソプラノ：横山美奈、
テノール：小野勉、バリトン：宝福英樹
料金／全席自由 3,500円
問合せ／川崎いのちの電話 事務局
☎044-722-7121

ミューザ川崎レクチャーコンサート　
日本歌曲はいま?～歌のチカラ・言葉のチカラ～
10月17日（日）　昼の部　完売しました
　　　　　　　　夜の部　17：30開場　18：00開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／團伊玖磨：歌劇「夕鶴」（朗読とお話）、はる、別離、
ひぐらし、オペラ夕鶴より「あたしの大事な与ひょう」、
山田耕筰：南天の花、武満徹：死んだ男の残したものは、
うたうだけ、ワルツ
出演／お話：秋山和慶、ソプラノ：愛宕結衣、堀江眞知子、
テノール：辻秀幸、辻裕久、ピアノ：山田武彦、朗読：加賀美
幸子
料金／全席自由 4,000円
問合せ／團伊玖磨の音楽・レクチャー＆コンサート
実行委員会　☎03-3422-8477

未

第104回ランチタイム・ロビーコンサート
9月16日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／櫻岡史子：風土記への道、ルーマニア舞曲三部作、
クライスラー：愛の悲しみ 他
出演／パンフルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵井子
問合せ／（公財）川崎市生涯学習財団 総務室 ロビーコン
サート担当（平日 9時～16時）
☎044-733-5811

中 原 区

未

かわさきハワイアンフェスティバル2021
10月30日（土）　10：15開場　10：30開演
内容／①ウクレレワークショップ（10：30～11：30）、
②ダンス発表、ハワイアン系音楽発表、ハワイアン伝統
工芸品ワークショップ、ハワイアン関連物販、折り紙レイ
展示会
料金／①500円　②参加費1,500円、観覧無料
10月31日（日）　11：00開場　11：25開演
出演／ハワイアンソング：Yosuke、ギター：永瀬晋、歌唱：
LAHIKI、ウクレレ：Keira、トーク：へなしゅん、演奏：
Hilo&Kyu、神仏兄弟、ハワイアンサウンド&フラ：
Kaupili 11
料金／全席自由 1,500円
会場／国際交流センター
問合せ／かわさきハワイアンフェスティバル事務局（遠藤）
☎090-5574-8400

＊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）

※未就学児入場不可

みぞげきclassics vol.6
9月15日(水)～21日（火）
会場／溝ノ口劇場
＊内容・開演時間・料金はHPよりご確認
　ください。
チケット取り扱い／カンフェティ　
☎0120-240-540／03-6228-1630（平日10時～18時）
問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

未

夢こんさぁと
10月21日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／9月20日（月・祝）締切
会場／幸市民館
出演／ピアノ：橋本知佳
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

問合せ／川崎市民プラザ
☎044-888-3131

東京交響楽団　川崎定期演奏会 
第82回　9月26日（日）　14：00開演
曲目／フランク：交響詩「プシュケ」より第4曲“プシュケ
とエロス”、ショーソン：愛と海の詩、ベルリオーズ：幻想
交響曲 
出演／指揮：ユベール・スダーン、メゾソプラノ：アリス・
クート
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
第83回　11月14日（日）　14：00開演 
曲目／シマノフスキ：ヴァイオリン協奏曲第1番、オル
フ：カルミナ・ブラーナ
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、ヴァイオリン：
ボムソリ、ソプラノ：アリーナ・ヴンダーリン、カウンター
テナー：彌勒忠史、バリトン：ビョルン・ビュルガー、コー
ラス：新国立劇場合唱団、児童合唱：東京少年少女合唱隊
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
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

★MUZAランチタイムコンサート 10月
　HALL JAZZ LIVE!
10月7日（木）　11：30開場　12：10開演 
曲目／Take the A train、But Beautiful、Bolivia 他
出演／ピアノ・ヴォーカル：松下聖哉、ベース：井上陽介、
ドラムス：高橋信之介
料金／全席指定 500円

★MUZA MUSIC BAR JAZZ LIVE!
10月7日（木）　18：30開場　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／ピアノ・ヴォーカル：松下聖哉、ベース：井上陽介、
ドラムス：高橋信之介
料金／全席自由 3,000円、ペア割引（2名）5,000円

問合せ／神奈川フィル・チケットサービス
☎045-226-5107

9月26日（日）　17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 9,350円
＊小学生以上有料・小学生未満でもお席を必要とする
　場合は有料
※カルッツかわさきでのチケット取り扱い無し。
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888(平日12時～15時)

おんまち・みぞのくちライブ
溝ジャズDAY
9月18日（土）　13：00開演
出演／溝の口ジャズ同盟
ドレミファ♪ミュートン
～ハロウィンキッズライブ～
10月16日（土）　13：00開演（予定）
＊詳細は4ページに
会場／ノクティ2 マルイファミリー屋上広場
＊天候など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

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

川崎市内の音楽商品・
サービス取扱い店舗等を
紹介。

ショップ・
事業所情報を
募集中
（掲載は原則無料）

「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

　おんまち・みぞのくちライブでは子連れで楽しめるライブを開催します。当日は手作り楽器セットを配布。
作った楽器を持って、みんなでハロウィンキッズライブを楽しもう!!

　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。

ドレミファ♪ミュートン ～ハロウィンキッズライブ～
●日　時／10月16日（土）13時開演（予定）　　 ●会　場／ノクティ2 マルイファミリー屋上広場
●出　演／DJ Keiko、るるおねえさん、GABU　＊天候などにより中止となる場合があります。

■対　　　　象：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
■期　　　　間：令和4年3月31日（木）までに実施されるもの。（要事前申請）
■助　成　額：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）
■申請受付期間：令和４年2月28日（月）まで ※先着順。予算の上限に達した時点で終了。

詳細は川崎市文化財団ホームページをご覧ください。

問合せ

問合せ

問合せ

「音楽のまち･かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

川崎市文化財団　☎044-544-9641　メールjosei@kbz.or.jp　FAX044-544-9647
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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 ＊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…未就学児入場可託…託児あり

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.3《秋》 　フランク：ソナタ
9月15日（水） 13：30開演
曲目／アメイジング・グレイス、ショパン：夜想曲第2番、
夜想曲第20番（遺作）、別れの曲、フランク：ヴァイオリン･
ソナタ イ長調、岡野貞一（山下康介編）：もみじ、滝廉太郎
（千住明編）：荒城の月、ドビュッシー：月の光 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、ピアノ：山洞智
料金／全席指定 一般4,800円、舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★東響ミニコンサート in MUZAガレリア
第87回　　9月16日（木）　11：45開場　12：15開演
第88回　10月29日（金）　11：45開場　12：15開演
第89回　11月　2日（火）　11：45開場　12：15開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 「歓喜の広場」
出演／東京交響楽団メンバー
＊当日先着50名

神奈川フィル　定期演奏会　第372回
10月23日（土）　13：15開場　14：00開演 
曲目／モーツァルト：交響曲第40番、チャイコフスキー：
交響曲第5番
出演／指揮：小泉和裕
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,500円、B席
3,000円　＊当日券販売がある時に限り25歳以下
（ユース）は1,000円（席は選べません）

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

9・10月号の情報は8月24日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回11月10日発刊号は、11月11日から2022年1月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（9月17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

★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169回　9月18日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ヴォーン・ウィリアムズ：グリーンスリーヴスに
よる幻想曲、イギリス民謡組曲（ジェイコブ編）、海の交
響曲
出演／指揮：原田慶太楼、ソプラノ：小林沙羅、バリトン：
大西宇宙、合唱：東響コーラス（合唱指揮：冨平恭平）
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
第170回　10月24日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／デュティユー：交響曲第1番、モーツァルト：レク
イエム
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ソプラノ：カタリーナ・
コンラーディ、アルト：ウィープケ・レームクール、テノー
ル：マーティン・ミッタールッツナー、バスバリトン：ニー
ル・デイヴィス、合唱：新国立劇場合唱団
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
第171回　11月6日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、ベートーヴェン：
ピアノ協奏曲第2番、ブラームス：交響曲第4番 
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、ピアノ：児玉
麻里
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

オーケストラ・ゾルキー　2021年演奏会
10月9日（土）　12：45開場　13：30開演 
曲目／チャイコフスキー：イタリア奇想曲、幻想序曲
「ロメオとジュリエット」、交響曲第6番「悲愴」
出演／指揮：長田雅人
料金／全席指定 1,000円
問合せ／広報担当（嵯峨根）　☎090-3596-4639

みなとみらい21交響楽団　第21回定期演奏会
9月23日（木・祝）　13：00開場　13：45開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ音楽 ペトルーシュカ　
原典版(1911)、マーラー：交響曲第1番「巨人」花の章付
出演／指揮：田部井剛
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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021
YAMATO String Quartet 《死と乙女／天使と悪魔》
10月16日（土）　13：30開演
曲目／シューベルト：弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」、
ピアソラ：「天使の組曲」（天使へのイントロダクション、
天使のミロンガ、天使の死、天使の復活）、「悪魔の組曲」
（悪魔のタンゴ、悪魔のロマンス） 他
出演／YAMATO String Quartet（1stヴァイオリン：
石田泰尚、2ndヴァイオリン：執行恒宏、ヴィオラ：榎戸
崇浩、チェロ：阪田宏彰）
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
仲道郁代　ピアノ・リサイタル 《珠玉のショパン》
11月3日（水・祝）　13：30開演 
曲目／【オール・ショパン・プログラム】ノクターン第13番、
第14番、幻想曲 op.49、英雄ポロネーズ、マズルカ 
op.59 より、ワルツ第6番「小犬」、ワルツ第7番、バラード
第3番、第4番 
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

読売日本交響楽団　
“炎のマエストロ”渾身のチャイコフスキー
10月22日（金）　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲、交響曲
第5番
出演／指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：服部百音、管弦楽：
読売日本交響楽団
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）
☎0570-00-4390

鼓童創立40周年 第二弾 鼓童×東京交響楽団
「いのち」
10月30日（土）　14：00開場　15：00開演 
曲目／池永レオ遼太郎：いのち（世界初演）、石井眞木：
モノプリズム、冨田勲：宇宙の歌
出演／演出：池永レオ遼太郎（鼓童）、指揮：下野竜也、
管弦楽：東京交響楽団、太鼓芸能集団 鼓童
料金／全席指定 SS席10,000円、S席9,500円、A席
8,000円、B席6,000円
問合せ／鼓童チケットサービス　☎0259-86-3630

サファリオーケストラ　第28回定期演奏会　
―前澤均　傘寿記念－
11月6日(土)  19：00開演
曲目／ベートーヴェン：レオノーレ序曲 第3番、シェーン
ベルク：浄められた夜 作品4 弦楽合奏版、シューマン：
交響曲 第3番「ライン」 他
出演／指揮：前澤均
料金／全席指定 2,000円
問合せ／サファリオーケストラ事務局　
☎090-9344-0099(土日祝9時～17時)

ラファウ・ブレハッチ　ピアノ・リサイタル「いのち」
10月26日（火）　19：00開演
曲目／J.S.バッハ：パルティータ第2番、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ第5番、創作主題による32の変奏曲 
ハ短調 、フランク（バウアー編曲）：前奏曲、フーガと
変奏曲 ロ短調 他 
料金／S席8,000円、S席シニア（65歳以上）7,200円、
A席6,500円、A席シニア（65歳以上）5,900円、B席
5,500円、C席4,000円　＊25歳までの学生各席半額
問合せ／神奈川芸術協会  ☎045-453-5080

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月16日（木）、30日（木）、10月14日（木）、28日（木）、
11月4日（木）、11日（木）　19：00開演
9月22日（水）、10月6日（水）、20日（水）、11月10日（水）
17：30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

公 開 講 座

大人の鍵盤ハーモニカ
9月11日（土）　10：00開演 
会場／Caf'e ゆい～と（小田急線読売ランド駅前）
出演／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール（日比野）
☎044-944-9349

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＞
9月30日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：加藤文夫
第255回例会　
＜＃22～今が旬のヴァイオリニストを聴く＞
10月28日（木）　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
各回料金／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。

ゆずり葉コンサート
9月20日（月・祝）　18：10開場　18：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／カール・オルフ：「カルミナ・ブラーナ」 より O 
Fortuna、Floret silva、Were diu werlt alle min、
Ave formosissima、工藤直子・三宅 悠太：ぼくはぼく、
小原孝：逢えてよかったね、信長貴富：こどもとおとなの
ための合唱曲集「ゆずり葉の木の下で」  他
出演／指揮：岩本達明、中島はるみ、ピアノ：岩本晃子、
丸山里奈子、新谷愛香、合唱:高津市民合唱団、ジュニア
合唱団・Uni
問合せ／高津市民合唱団（日比野）
☎080-2376-3111（10時～17時）

◇2時間で学ぶ作曲家2021
　～ブラームスとドヴォルジャーク～
 第2回　ブラームス第2章
『ブラームスと「クラシック音楽」の確立』
10月2日（土）　14：00開場　14：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎 C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000 円
＊小～高校生無料　＊要事前申込
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込
＊9月18日（土）開講予定の第1回につきましては、新型
　コロナウイルスの影響により延期いたします。詳細
　はウェブサイトにてご確認ください。

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。

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
第102回　10月27日（水）　13：15開場　14：00開演 
出演／解説・ソプラノ：國井道子 他
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 1,200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

◇昭和音楽大学第28回コンチェルト定期演奏会
11月6日（土）・7日（日）　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
出演／指揮：伊藤翔、本学在学中の成績優秀者、管弦楽：
テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
（A席のみ）1,000円

未

「はぴ☆こん」～誰もが幸せになるコンサート～
11月13日（土）　12：00開演 
会場／ミューザ川崎 １階ガレリア広場
内容／お互いを理解し尊重し合う「心のバリアフリー」
を進め、音楽を通じて障害のある方もない方も、気軽に
さまざまな音楽を楽しめるコンサート
出演／公募で選ばれた方たち
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

▲ウィズ・ミューズシリーズ
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
第18回　亀井恵　Bossa Marimba コンサート
9月15日（水）　13：00開場　13：30開演
曲目／A.C.ジョビン：イパネマの娘、モリコーネ：愛の
テーマ～「ニュー・シネマ・パラダイス」より～、亀井恵：
虹のゆくえ
出演／マリンバ：亀井恵、ピアノ・オルガン：今井亮太郎
第19回　益田英生　クラリネットトリオ　ジャズコンサート
10月24日（日）　13：00開場　13：30開演  
曲目／ウィリアム・トーマス・ビリー・ストレイホーン：A
列車で行こう、ジョージ・ガーシュイン：オー・レディ・
ビー・グッド 他
出演／クラリネット：益田英生、ギター：河野文彦、ベース：
新井健太郎

米米CLUB
「a K2C ENTERTAINMENT TOUR 
2021～大芸術祭～」

未

それいけ！アンパンマン　ミュージカル　
勇気の花に歌おう♪
9月25日（土）　①10：00開場　10:45開演 
　　　　　　　②13：00開場　13：45開演
　　　　　　　③15：45開場　16：30開演
料金／全席指定 3,900円
＊2歳からチケットが必要。0歳、1歳のお子様は大人1名
　につき1名まで膝上無料。ただし、席が必要な場合は有料。
問合せ／ｔｖｋチケットカウンター
☎0570-003-117

混声合唱団翠声会　第43回定期演奏会
10月17日（日）　12：45開場　13：30開演
曲目／佐藤賢太郎：同声・混声合唱とピアノのための
組曲「夜空の記憶のどこかに」、野呂昶・千原英喜：混声
合唱とピアノのための組曲「みやこわすれ」、ジョン・
ラター：マニフィカート
出演／指揮：宇野徹哉、ピアノ：廣田千春、ソプラノ：手島
由紀子、合唱：混声合唱団翠声会
料金／全席自由 1,000円
＊4歳以上入場可。
問合せ／混声合唱団翠声会広報(白鳥)
☎045-423-9502

高 津 区
プラザ・アフタヌーンジャズVol.3
9月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
曲目／大野雄二：ルパン三世のテーマ、コール・ポー
ター：ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス、フランク・
チャーチル：いつか王子様が 他
出演／江藤良人カルテット（ドラムス：江藤良人、ピアノ：
石井彰、ベース：井上陽介、テナーサックス：鈴木央紹）
料金／全席自由 2,500円　※未就学児入場不可

ヴィヴァルディ「四季」全曲 演奏会
9月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／ヴィヴァルディ：「四季」、J.S.バッハ：2つのヴァイ
オリンのための協奏曲、パッヘルベル：カノン
出演／ヴァイオリン：塗矢真弥、池澤卓朗、指揮：末永隆一
料金／全席自由 2,800円　※250席限定
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

川崎いのちの電話活動支援チャリティーコンサート
「オペラ420年史を90分で!!」
10月9日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／洗足学園音楽大学 前田ホール
曲目／ヘンデル：「セルセ」より オンブラ・マイ・フ、モー
ツァルト：「魔笛」より 私は鳥を取る名人～パ・パ・パの
二重唱、ロッシーニ：「セヴィリヤの理髪師」より 暁の光
がさして～今の歌声は～私は町の何でも屋～そっと静か
に、ヴェルディ：「椿姫」より 乾杯の歌～花から花へ～プロ
ヴァンスの海と陸～パリを離れて 他
出演／構成・ピアノ：青島広志、ソプラノ：横山美奈、
テノール：小野勉、バリトン：宝福英樹
料金／全席自由 3,500円
問合せ／川崎いのちの電話 事務局
☎044-722-7121

ミューザ川崎レクチャーコンサート　
日本歌曲はいま?～歌のチカラ・言葉のチカラ～
10月17日（日）　昼の部　完売しました
　　　　　　　　夜の部　17：30開場　18：00開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／團伊玖磨：歌劇「夕鶴」（朗読とお話）、はる、別離、
ひぐらし、オペラ夕鶴より「あたしの大事な与ひょう」、
山田耕筰：南天の花、武満徹：死んだ男の残したものは、
うたうだけ、ワルツ
出演／お話：秋山和慶、ソプラノ：愛宕結衣、堀江眞知子、
テノール：辻秀幸、辻裕久、ピアノ：山田武彦、朗読：加賀美
幸子
料金／全席自由 4,000円
問合せ／團伊玖磨の音楽・レクチャー＆コンサート
実行委員会　☎03-3422-8477

未

第104回ランチタイム・ロビーコンサート
9月16日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／櫻岡史子：風土記への道、ルーマニア舞曲三部作、
クライスラー：愛の悲しみ 他
出演／パンフルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵井子
問合せ／（公財）川崎市生涯学習財団 総務室 ロビーコン
サート担当（平日 9時～16時）
☎044-733-5811

中 原 区

未

かわさきハワイアンフェスティバル2021
10月30日（土）　10：15開場　10：30開演
内容／①ウクレレワークショップ（10：30～11：30）、
②ダンス発表、ハワイアン系音楽発表、ハワイアン伝統
工芸品ワークショップ、ハワイアン関連物販、折り紙レイ
展示会
料金／①500円　②参加費1,500円、観覧無料
10月31日（日）　11：00開場　11：25開演
出演／ハワイアンソング：Yosuke、ギター：永瀬晋、歌唱：
LAHIKI、ウクレレ：Keira、トーク：へなしゅん、演奏：
Hilo&Kyu、神仏兄弟、ハワイアンサウンド&フラ：
Kaupili 11
料金／全席自由 1,500円
会場／国際交流センター
問合せ／かわさきハワイアンフェスティバル事務局（遠藤）
☎090-5574-8400

＊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）

※未就学児入場不可

みぞげきclassics vol.6
9月15日(水)～21日（火）
会場／溝ノ口劇場
＊内容・開演時間・料金はHPよりご確認
　ください。
チケット取り扱い／カンフェティ　
☎0120-240-540／03-6228-1630（平日10時～18時）
問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

未

夢こんさぁと
10月21日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／9月20日（月・祝）締切
会場／幸市民館
出演／ピアノ：橋本知佳
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

問合せ／川崎市民プラザ
☎044-888-3131

東京交響楽団　川崎定期演奏会 
第82回　9月26日（日）　14：00開演
曲目／フランク：交響詩「プシュケ」より第4曲“プシュケ
とエロス”、ショーソン：愛と海の詩、ベルリオーズ：幻想
交響曲 
出演／指揮：ユベール・スダーン、メゾソプラノ：アリス・
クート
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
第83回　11月14日（日）　14：00開演 
曲目／シマノフスキ：ヴァイオリン協奏曲第1番、オル
フ：カルミナ・ブラーナ
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、ヴァイオリン：
ボムソリ、ソプラノ：アリーナ・ヴンダーリン、カウンター
テナー：彌勒忠史、バリトン：ビョルン・ビュルガー、コー
ラス：新国立劇場合唱団、児童合唱：東京少年少女合唱隊
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
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

★MUZAランチタイムコンサート 10月
　HALL JAZZ LIVE!
10月7日（木）　11：30開場　12：10開演 
曲目／Take the A train、But Beautiful、Bolivia 他
出演／ピアノ・ヴォーカル：松下聖哉、ベース：井上陽介、
ドラムス：高橋信之介
料金／全席指定 500円

★MUZA MUSIC BAR JAZZ LIVE!
10月7日（木）　18：30開場　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／ピアノ・ヴォーカル：松下聖哉、ベース：井上陽介、
ドラムス：高橋信之介
料金／全席自由 3,000円、ペア割引（2名）5,000円

問合せ／神奈川フィル・チケットサービス
☎045-226-5107

9月26日（日）　17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 9,350円
＊小学生以上有料・小学生未満でもお席を必要とする
　場合は有料
※カルッツかわさきでのチケット取り扱い無し。
問合せ／DISK GARAGE
☎050-5533-0888(平日12時～15時)

おんまち・みぞのくちライブ
溝ジャズDAY
9月18日（土）　13：00開演
出演／溝の口ジャズ同盟
ドレミファ♪ミュートン
～ハロウィンキッズライブ～
10月16日（土）　13：00開演（予定）
＊詳細は4ページに
会場／ノクティ2 マルイファミリー屋上広場
＊天候など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

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

川崎市内の音楽商品・
サービス取扱い店舗等を
紹介。

ショップ・
事業所情報を
募集中
（掲載は原則無料）

「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

　おんまち・みぞのくちライブでは子連れで楽しめるライブを開催します。当日は手作り楽器セットを配布。
作った楽器を持って、みんなでハロウィンキッズライブを楽しもう!!

　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。

ドレミファ♪ミュートン ～ハロウィンキッズライブ～
●日　時／10月16日（土）13時開演（予定）　　 ●会　場／ノクティ2 マルイファミリー屋上広場
●出　演／DJ Keiko、るるおねえさん、GABU　＊天候などにより中止となる場合があります。

■対　　　　象：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
■期　　　　間：令和4年3月31日（木）までに実施されるもの。（要事前申請）
■助　成　額：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）
■申請受付期間：令和４年2月28日（月）まで ※先着順。予算の上限に達した時点で終了。

詳細は川崎市文化財団ホームページをご覧ください。

問合せ

問合せ

問合せ

「音楽のまち･かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

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



北村英治

阿川泰子

宮本貴奈

山本剛

細川千尋 山下伶

はたけやま裕

岡崎好朗

Project M

渡辺香津美
© Yosuke Komatsu

Photo by Taku Watanabe

☎０４４－２２３－８６２３
info@kawasakijazz.jp問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局 なるべく、メールでのお問合せを

お願いします。

MUSIC BRIDGE

PEOPLE BRIDGE

しんゆりJAZZストリーム

Colorful JAZZ vol.3
The Three Muses
   ～ジャズヴォーカルの煌めき

KW50 渡辺香津美
　　「KYLYNが来る」

Senzoku Jazz Heritage Vol.3
 "Never Stop The Music"

JAZZ 70＋
　～ジャズの神髄

Project M～名曲をジャズで魅惑のジャズ・ヴォーカル

年代を超えたトップミュージシャンの競演。今年も「かわさきジャズ」でしか聴けないライブがたくさんラインナップ！

今後の感染症拡大状況によっては変更・中止となる場合があります。

「ジャズは橋を架ける」「ジャズは橋を架ける」

●新百合
　トウェンティワン
　ホール
料金／
全席指定1日券

5,000円
２DAYS同時購入 

8,000円 
U25席   2,000円

出演／
安ヵ川大樹トリオ、
浜崎航with松本茜
トリオ、平賀マリカ
with“チーム ジョ
イア”、北村英治
スーパーカルテット

かわさきジャズの冠レースを実施、
大型ビジョンではＣＭが放映され、
かわさきジャズ会期のスタートを盛
り上げます。

等々力陸上競技場前広場にて
ファンの皆様をジャズ演奏でお出
迎え＆手作り楽器ワークショップ
を開催。

●カルッツかわさき
16：00開場、17：00開演
料金／全席指定

S席 6,000円
A席 5,000円

●ラゾーナ川崎
　プラザソル
18：30開場、19：00開演
料金／
全席指定 4,000円

●ミューザ川崎シンフォニーホール
16：00開場、17：00開演
料金／全席指定  S席 6,000円、A席 5,000円、

B席 4,000円、U25席 2,000円［B席のみ］

●ラゾーナ川崎
　プラザソル
14：30開場、15：00開演
料金／
全席指定 4,000円

●昭和音楽大学ユリホール
　（南校舎5階）
16：30開場、17：00開演
料金／
全席指定 4,000円
U25席    2,000円

●ラゾーナ川崎プラザソル
18：30開場、19：00開演　料金／全席指定 4,000円

出演／
岡崎ブラザーズ、片倉真由子トリオ、Banda Feliz、
山本剛トリオ

出演／
阿川泰子、Shiho、May 
J .、由紀さおり（以上、
vo）、佐山こうた（p）、三好
“3吉”功郎（g）、井上陽介
（b）、大坂昌彦（ds）

出演／
宮本貴奈（p、vo）、
市原ひかり（tp、vo）、 
石川紅奈（b、vo）

出演／
渡辺香津美（g）、井上銘（g）、井上陽介（b）、ヤヒロ
トモヒロ（per）、村田陽一（tb）、本多俊之（sax）、
ゲスト：大西順子（p） 他

出演／
原朋直（tp）、ユキ・アリマサ（ｐ）、
若井俊也(b）、原大力(ds)、
洗足学園音楽大学ジャズコース学生有志

出演／
鈴木良雄（b）、
伊藤君子（vo）、
山本剛（p）

出演／
細川千尋（p）、山下伶
（クロマチック・ハーモニカ）、
はたけやま裕（per）

出演／Project M：米澤美玖（sax）、友田ジュン（p）、
カワサキ亮（b）、竹内大貴（ds）
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しんゆりジャズスクエア vol.51
あの人気だったムードサックスのサムテイラーが蘇る!

●川崎市アートセンターアルテリオ小劇場（連携公演）
18：30開場、19：00開演
料金／全席指定 3,500円、2枚セット 6,000円 他

＊チケット発売日：9月24日(金) かわさきジャズ
チケッ トオンラインでは取り扱いなし

申込／川崎市アートセンター　☎044-959-2255
（平日9時～19時半／土日祝、原則毎月第2月曜を除く）

出演／
右近茂（ts）、廣瀬みちる（p）、田辺充邦（g）、
佐瀬正（b）、吉岡大輔（ds）
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音楽公演プログラム

地域連携プログラム
川崎競馬ジャズナイト ジャズクルーズ

（サンセットクルーズ・工場夜景クルーズ）

川崎ジャズ
プレイヤーズフェスタ

川崎フロンターレ×かわジャズ

  ９月２９日水      ラゾーナ川崎プラザ
１０月１７日日      川崎ルフロン、しんゆりマルシェ
１０月31日日      生田緑地ばら苑
１１月  ３日水・㊗ グランツリー武蔵小杉

問合せ先・申込み／旅プラスワン 
☎050-3850-6977（平日・土曜 10時～18時）

川崎市民
限定！

❶サンセットクルーズ16：00～18：00
❷工場夜景クルーズ 18：45～20：45
～旅行料金（乗船料）～
❶5,500円／❷7,700円
※ソフトドリンクのみ持込み可。飲食の提供はありません。
～出演～
10月16日 文梨衛

（sax、かわさきジャズ2019キーアーティスト）
10月23日 歌うブギウギピアニスト荒井伝太

（かわさきジャズ2020キーアーティスト）

２
DAYS

DAY
１ 10月30日土 14：30開場 15：00開演

DAY
2 10月31日日 14：30開場 15：00開演

オンライン配信

●CLUB CITTA’でも公演予定　＊詳細は後日発表

公募ライブスペシャル 無料

生配信

市内で活動する社
会人ジャズプレイ
ヤーズが集結。
無観客ライブを開催。

13：00～
料金／無料

かわさきジャズ 検索＊詳しい情報は公式ホームページ でご覧ください。

〈5〉

＊『プチマガ』は、市役所及び各区公共施設のほか、ミューザ川崎シンフォニーホール、川崎市内の鉄道の主な駅やシティホテル、理・美容組合加盟店、一部のスーパーマーケット、郵便局、JAセレサ川崎、川崎信用金庫の各店舗などで入手できます。

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

9月 17日金 10月 16日土・23日日 11月 3日水㊗

10月 10日日



　J1リーグ 第34節 川崎フロンターレvs浦和レッズ（13:05キックオフ）の試合日に、陸上競技場内外で開催される坂本
九ランド。消防音楽隊のパレードや洗足音大の演奏・ダンスなどでは、九さんのヒット曲が盛りだくさん。また、おんまち
ワークショップで手づくり楽器を作成し、九さんの曲に合わせたパレードへの参加も予定しています。坂本九パネル展示
では懐かしい笑顔が見られます。ぜひ、ご家族やお友達と遊びに来てください。

問合せ／川崎フロンターレ　　☎0570-000-565

●日時／11月3日水・㊗ 調整中 
●会場／等々力陸上競技場および周辺
●内容／パレード、JAZZライブ、時報演奏、パネル展示、

手作り楽器ワークショップ、ダンス 他
●曲目／幸せなら手をたたこう、明日があるさ、

上を向いて歩こう、涙くんさよなら、ともだち、
見上げてごらん夜の星を 他　

●出演／川崎市消防音楽隊、洗足学園音楽大学、
　　　　ジョニクロ（かわさきジャズ2021キーアーティスト） 他

「音楽で生きるエネルギーを
 坂本九 生誕80周年」

11/3（水・祝）
坂本九ランド開催vol.4

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。

ＮＨＫ－ＦＭの特集番組「まろのＳＰ日記」公開収
録を実施します。この番組は、ＮＨＫ交響楽団第１
コンサートマスターの “まろ” こと篠崎史紀さんが
ＮＨＫの膨大なＳＰレコードの中から、往年のクラ
シック音楽の名演奏を紹介する番組です。

＊応募多数の場合は抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で１人入場可）を、
１０月１４日（木）に発送し、落選の方には、１０月１５日（金）１５時以降に、落選通知
メールをお送りします。

公開収録観覧者募集
「まろのＳＰ日記 ～音楽のまち・かわさき編～」

●日　　時／１１月３日（水・祝） 14：30開場 15：00開演 18：00終演予定

●会　　場／川崎市総合自治会館
　　　　　　（川崎市中原区小杉町3-600 コスギ サード アヴェニュー 4階）
　　　　　　【交通】ＪＲ南武線武蔵小杉駅、東急武蔵小杉駅から徒歩約5分

●出　　演／篠崎　史紀（ＮＨＫ交響楽団第１コンサートマスター）
　　　　　　近藤千花子（東京交響楽団／クラリネット）
　　　　　　倉冨　亮太（ＮＨＫ交響楽団／バイオリン）
　　　　　　中村翔太郎（ＮＨＫ交響楽団／ビオラ）
　　　　　　市　　寛也（ＮＨＫ交響楽団／チェロ)

●観覧申込／専用申し込みフォームから（インターネット応募のみ）QRコード

●締め切り／１０月７日（木）２３時５９分まで

問合せ／ＮＨＫ横浜放送局　☎０４５－２１２－２８２２（平日 ９時３０分～１８時）

〈6〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

第13回狂言全集
人
間
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「悪太郎」撮影：神田佳明 「柑子」

◎動画配信  公演終了後、字幕付きで有料配信予定。詳細は、川崎市文化財団ホームページをご覧ください。

■チケット発売　2021年10月1日（金）10：00より発売（先着順）
川崎能楽堂 TEL. 044-222-7995（9：00～17：00 ※発売初日は10：00～、水曜定休日）
カンフェティ TEL. 0120-240-540（平日10：00～18：00）電 話 申 込

川崎能楽堂 川崎市川崎区日進町1-37
 （9：00～17：00 ※水曜定休日）
※残券があれば翌日以降に販売いたします。

窓 口 申 込

カンフェティ（川崎市文化財団ホームページよりご確認ください）インターネット
申 込

■チケット取扱

狂言のお話 山本東次郎
「茶　壷」山本　則俊

ちゃ つぼ

「柑　子」山本東次郎（人間国宝）
こう じ

「悪太郎」山本　則重
あく た ろう

2021年10月30日（土） 14：00開演（13：30開場）
正面席・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円（全席指定）
脇正面・中正面席・・・3,000円（全席指定）

川崎能楽堂

日時

会場

料金

川崎市文化財団

©坂本九音楽事務所


