
音楽を通してSDGs（持続可能な開発目標）にアプローチする団体をご紹介 聴覚に障がいのある人もない人も楽しめるコンサートのご紹介

リトルクラシック in Kawasakiリトルクラシック in Kawasaki

●日時／
　11月19日(土)14:00開演
●会場／糀ホール
●料金／
　一般3,000円、
　高校生以下2,000円

◆日時／
12月3日（土）17:00開演（16時開場）
◆会場／ＣＬＵＢ ＣＩＴＴＡ′
◆出演／
高木里華、手話パフォーマーRIMI、
Nyanko、KAZUKI、yossy、ザ・オイオイズ、
ひっぽぽ星人、高木里華＆TAKA’s party、Sign Art、
KAZUKI feat.SMR、Three Pieces、
RIMI&アースキッズ
◆料金／Ｓ席3,000円、Ａ席2,500円（１ドリンク付き）

2004年の設立以来、小学校
をはじめ様々な場所に訪問
し、音楽を届けている団体で
す。音楽を通じた生きやすい
環境づくりを実践しています。

3年ぶりに開催される「D‘LIVE（ドライブ）」は、全国から参加する聴覚障がい者が、手話歌や
ダンスであふれる思いを伝えます。当日は、手話のできるスタッフ（大学・高校の手話サーク
ル）もお待ちしています。皆様で素敵なステージをお楽しみください。

過去６年間川崎市内の小学校で届けてきた、シェイクスピアの戯曲を使っ
た音楽プログラムを初めて市内ホールで一般公開。

子どもから大人まで楽しめる ～見て・聴いて・考えて～ 
シェイクスピア音楽劇「マクベス」

■公演情報

・小学校等への出前授業
音楽の世界に楽しく親しんでもらえる演奏
会づくり（楽器紹介、音楽物語、体験型オペ
ラ、即興演奏等）
・中原区にある居宅介護支援事業所での音
楽ワークショップ
・宮前区にある児童養護施設での音楽遊び

■出張演奏活動

コヤマドライビングスクール
チャリティーコンサート

〈8〉 ̶　　　　　　　　　　　　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

●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5年3月31日（金）までに実施されるもの。

●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5年2月28日（火）まで  ※先着順。予算の上限に達した時点で終了。

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。

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

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。

第
一
二
七
回川崎市定期能

◉チケット発売　11月7日（月） 10：00より発売（先着順）
＊全ての販売方法において座席選択が可能です。＊取扱い座席は全て共通です。

川崎市文化財団

2022年12月10日（土） 
会場：川崎能楽堂
入場料（全席指定）：
各部 正面席4,500円
　　 脇正面・中正面席 4,000円
　　 U25  3,000円※脇正面、中正面エリアのみ選択可。

　25歳以下の方。　　　　　　　　
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定期能をより
楽しむための
事 前 講 座

◆日時：2022年11月27日（日）13：00～14：30　◆会場：川崎能楽堂
◆講師：角当直隆（観世流梅若会・シテ方）、内藤幸雄（観世流梅若会・シテ方）
＊チケット購入者が対象。料金無料。 事前講座

申込フォーム

能「
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妃
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雄（
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：
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研
）

◉販売方法 川崎能楽堂 TEL：044-222-7995（受付時間10時～17時／水曜定休）
窓口：川崎市川崎区日進町1-37
（受付時間10時～17時／水曜定休）
＊残数があれば販売、要問合せ。

カンフェティ TEL：0120-240-540（平日10時～18時）
WEB：川崎市文化財団のホームページよりご確認

ください。（24時間対応）

問合せ　コヤマドライビングスクール D'LIVE事務局
☎03-5459-8815  　

問合せ／リトルクラシック in Kawasaki
メール：littleclassic@forms-jp.com
☎044-931-2326  ＊出張演奏のご相談もお待ちしています。

11・12月号2022.11.10

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

※ミュートンスタンプラリー詳細は7ページに

『音楽×子育て』の情報を発信中！！

はこちらから▶

〈1〉̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

※料金について表記のないものは無料です

川崎駅前フェス
11月19日（土）、20日（日）、12月17日（土）、18日（日）

第1回川崎夜市
かわさきジャズ2022ステージ
11月22日（火）・23日（水・祝）　夕方～夜
＊詳細は7ページに

　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

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

川 崎 区

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

かわさき区ビオラコンサート
坂本九さん生誕記念コンサート
12月7日（水）　11：30開場　12：10開演 
事前申込／11月15日から先着順
会場／川崎市役所 第3庁舎 １階ロビー
出演／川崎市消防音楽隊、カラーガード隊
1月定例コンサート
1月11日（水）　11：30開場　12：10開演 

夏川りみクリスマスディナーショー
〈スペシャルゲスト 宮沢和史〉
12月24日（土）　第1部　12：00開場　12：30開演
　　　　　　　　第2部　17：30開場　18：00開演
会場／川崎日航ホテル 12階鳳凰の間
料金／全席指定 SS席30,000円、S席28,000円、A席
26,000円　＊ディナー、フリードリンク、ショー、サービス料、
消費税込
出演／夏川りみ、スペシャルゲスト：宮沢和史
問合せ／川崎日航ホテル 宴会予約
☎044-244-4441（10時～17時）

コヤマドライビングスクール
チャリティーコンサート　D’LIVE vol.17
12月3日（土）　16：00開場　17：00開演
会場／CLUB　CITTA’
※詳細は8ページに

12：00開演
会場／川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）
問合せ／NPO法人カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636（木曜休）

事前申込／12月15日から先着順
会場／カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合
センター） アクトスタジオ
出演／佐々木爽（張爽）（中国民族楽器　琵琶）
問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

第127回川崎市定期能～観世流梅若会～
12月10日（土）　【第1部】12：30開場　13：00開演
　　　　　　　　【第2部】15：00開場　15：30開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は8ページに
◆定期能をより楽しむための事前講座
11月27日（日）　13：00～14：30
料金／無料（本公演チケット購入者のみ参加可）

未…未就学児入場可

 

プラザ・アフタヌーンジャズ
Vol.9　11月12日（土）　13：30開場　14：00開演
出演／フリューゲルホーン・ヴォーカル：TOKU、ピアノ：
ハクエイ キム
料金／全席自由 一般前売3,500円、U25学割2,000円
＊当日券は＋500円
Vol.10　1月8日（日）　13：30開場　14：00開演
出演／テナーサックス：三木俊雄、アルトサックス：多田
誠司、トランペット：松島啓之、トロンボーン：駒野逸美、
ピアノ：福田重男、ベース：上村信、ドラムス：木村由紀夫
料金／全席自由 一般前売3,700円、U25前売2,000円
＊当日は＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ
☎044-888-3131

子どもから大人まで楽しめる
～見て・聴いて・考えて～
シェイクスピア音楽劇「マクベス」
11月19日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／糀ホール
＊詳細は8ページに

おんまち・みぞのくちライブ
11月19日（土）　①13：00開演　②14：00開演
出演／橘中学校吹奏楽部 
会場／ノクティ2　マルイ屋上広場
12月17日（土）　開演時間未定
会場／ノクティ2　マルイ2階エントランス前
出演／洗足学園中学高等学校合唱部
＊天候により中止となる場合あり。 
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

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

ピアノ三重奏コンサート
11月19日（土）　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
曲目／モーツァルト: ピアノ三重奏曲 KV.548、ブラー
ムス：ピアノ三重奏曲Op.8
出演／ピアノ：庄司文子、ヴァイオリン：杉原蓮子、チェロ：
高橋敬
料金／全席自由 一般3,000円、学生2,000円
問合せ／庄司　☎044-244-2383

Bella Piano Quintet 第4回コンサート
11月30日（水）　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 市民交流室
曲目／チャイコフスキー：くるみ割り人形、ヴォーン・
ウィリアムズ：ピアノ5重奏曲 他
出演／ヴァイオリン：橋本侑里映、ヴィオラ：神山和歌子、
チェロ：飯島瀬里香、コントラバス：野々口泰子、ピアノ：
小熊芙美子
料金／全席自由 一般3,000円、学生1,500円
問合せ／ベッラピアノクインテット
☎080-5075-6733

おはなしワンダーランド
「だがし屋ばぁのおはなし玉手箱」
12月3日（土）　①11：30開場　12：00開演

METライブビューイング2022-23シーズン
ケルビーニ《メデア》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年10月22日
11月25日（金）～12月1日（木)　 開演時間未定
上映時間：2時間50分（休憩1回）
出演／指揮：カルロ・リッツィ、演出：デイヴィッド・マク
ヴィカー
ソンドラ・ラドヴァノフスキー、マシュー・ポレンザーニ、
ミケーレ・ペルトゥージ、ジャナイ・ブルーガー、エカテ
リーナ・グバノヴァ
ヴェルディ《椿姫》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年11月5日
12月16日（金）～22日（木)　 開演時間未定
上映時間：3時間（休憩2回）
出演／指揮：ダニエレ・カッレガーリ、演出：マイケル・
メイヤー
ネイディーン・シエラ、スティーヴン・コステロ、ルカ・
サルシ
会場／109シネマズ川崎
料金／全席指定　一般3.700円、学生2,500円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

水曜ナイトライブ in LAZONA
11月16日（水）、30日（水）、12月7日（水）、14日（水）
18：00開演 
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

「はぴ☆こん」～誰もが幸せになるコンサート～
11月13日（日）　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「心のバリアフリー」を
進めることを目的に、年齢や障害の有無に関わらず、
誰もが気軽にさまざまな音楽を楽しめるコンサート
出演／Happiness幸合唱団、フジラギ、音楽ユニット 
Pentas、ピアノ：小柳拓人（ゲスト）
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

夢こんさぁと
12月15日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／11月20日(日)締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／マリンバ：奥平哲也
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

映像オペラを楽しむ会
11月例会
11月17日（木）　13：05開場　13：20開演
曲目／ジョルダーニョ：フェドーラ
12月例会
12月15日（木）　13：05開場　13：20開演 
曲目／ヨハン・シュトラウス2世：こうもり
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／全席自由 年会費（全12回）5,000円、1回券
1,000円
問合せ／映像オペラを楽しむ会事務局（山本）
☎080-5083-2446

未

【オープンマイクな夜】@溝ノ口カレー
毎週水曜日　18：30～22：30
料金／ミュージックチャージ（おつまみ付）1,500円
会場・問合せ／溝ノ口カレー　☎044-811-5553

第118回ランチタイム・ロビーコンサート
11月17日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／いつも何度でも、もののけ姫、庭の千草、旅愁、
ムーン・リバー、フライミートゥーザムーン、ヘンデル：
オンブラ・マイ・フ、グノー：アヴェ・マリア 他
出演／小型ハープ弾き語り：松丸あをい
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　☎044-733-5811

中 原 区

音楽喫茶 in なかはら
11月18日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：市川素雅子
12月16日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
会場／ゆめホール
料金／全席自由 2,000円（ケーキセット・楽譜付）
＊要事前予約
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎044-711-2316

【パラアート推進公募型事業委託】
すべてのこどもたちへ～音楽の魔法コンサート
MagiChristmas☆
12月25日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／国際交流センター ホール
曲目／オペラ「椿姫」より「乾杯の歌」、ウィリアムテル
序曲より「スイス軍の行進」、クリスマスソング 他
出演／音楽の魔法合奏団　
問合せ／Kids Music Community（蛭子）
☎090-4668-3130

高 津 区
溝ノ口劇場
＊音楽公演情報はＨＰよりご確認ください。
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

川崎ウィンズ　第36回ウィンターコンサート
12月3日（土）　17：00開場　17：30開演
会場／幸市民館
曲目／「メリー・ウィドウ」セレクション、スピリティッ
ド・アウェイ「千と千尋の神隠し」より、ディープ・パープ
ル・メドレー 他
※17：10から、舞台上でアンサンブルコンサートあり
問合せ／川崎ウィンズ　☎090-8059-2528 未

クリスマスサロンコンサート2022
～沖縄復帰50周年によせて～
12月25日（日）　①12：30開場　13：00開演
　　　　　　　　②15：00開場　15：30開演
会場／ホテル精養軒 2階「飛翔」
曲目／涙そうそう、三村ぬ姉小達、芭蕉布、島唄、花、

未

　　　　　　　②14：30開場　15：00開演
　　　　　　　③17：30開場　18：00開演
会場／ラゾーナ川崎プラザソル
曲目／クラシック曲からミュージカルソング、童謡の
30曲
出演／Cュタツヤ、おおしまなおみ、吉澤忠男、むらま
つひろこ 他
料金／全席自由 大人2,500円、子ども1,000円、親子
チケット3,000円　＊親子チケットは、大人1名、子ど
も1名のセット券。子どもは3歳～18歳。0歳～2歳の
膝上鑑賞は無料。
問合せ／一般社団法人プレイキッズシアター
☎03-3990-7275

未

クリスマスソング：ホワイトクリスマス、そりすべり、
あわてんぼうのサンタクロース 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、テノール：佐藤敦史、合唱団
「虹」、マリンバ：大熊理津子、指揮：佐藤敦史、ピアノ：
髙橋晶子
料金／全席自由（ケーキセット付） 前売券2,000円、
当日券2,500円、中学生以下1,500円 
問合せ／NPO法人さえの会　事務局長（木村）
☎090-1818-0538

桜井純恵リサイタル2022
11月20日（日）　13：00開場　13：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／うた：桜井純恵、ヴァイオリン：川又慶子、横山久
梨子、ヴィオラ：森山千春、チェロ：阿形有佳、コントラ
バス：林由美子、ピアノ：坪光由紀、打楽器：中山奈津子、

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶ 〈2〉

※続きは3ページに未…未就学児入場可
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※料金について表記のないものは無料です

川崎駅前フェス
11月19日（土）、20日（日）、12月17日（土）、18日（日）

第1回川崎夜市
かわさきジャズ2022ステージ
11月22日（火）・23日（水・祝）　夕方～夜
＊詳細は7ページに

　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

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

川 崎 区

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

かわさき区ビオラコンサート
坂本九さん生誕記念コンサート
12月7日（水）　11：30開場　12：10開演 
事前申込／11月15日から先着順
会場／川崎市役所 第3庁舎 １階ロビー
出演／川崎市消防音楽隊、カラーガード隊
1月定例コンサート
1月11日（水）　11：30開場　12：10開演 

夏川りみクリスマスディナーショー
〈スペシャルゲスト 宮沢和史〉
12月24日（土）　第1部　12：00開場　12：30開演
　　　　　　　　第2部　17：30開場　18：00開演
会場／川崎日航ホテル 12階鳳凰の間
料金／全席指定 SS席30,000円、S席28,000円、A席
26,000円　＊ディナー、フリードリンク、ショー、サービス料、
消費税込
出演／夏川りみ、スペシャルゲスト：宮沢和史
問合せ／川崎日航ホテル 宴会予約
☎044-244-4441（10時～17時）

コヤマドライビングスクール
チャリティーコンサート　D’LIVE vol.17
12月3日（土）　16：00開場　17：00開演
会場／CLUB　CITTA’
※詳細は8ページに

12：00開演
会場／川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）
問合せ／NPO法人カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636（木曜休）

事前申込／12月15日から先着順
会場／カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合
センター） アクトスタジオ
出演／佐々木爽（張爽）（中国民族楽器　琵琶）
問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

第127回川崎市定期能～観世流梅若会～
12月10日（土）　【第1部】12：30開場　13：00開演
　　　　　　　　【第2部】15：00開場　15：30開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は8ページに
◆定期能をより楽しむための事前講座
11月27日（日）　13：00～14：30
料金／無料（本公演チケット購入者のみ参加可）

未…未就学児入場可

 

プラザ・アフタヌーンジャズ
Vol.9　11月12日（土）　13：30開場　14：00開演
出演／フリューゲルホーン・ヴォーカル：TOKU、ピアノ：
ハクエイ キム
料金／全席自由 一般前売3,500円、U25学割2,000円
＊当日券は＋500円
Vol.10　1月8日（日）　13：30開場　14：00開演
出演／テナーサックス：三木俊雄、アルトサックス：多田
誠司、トランペット：松島啓之、トロンボーン：駒野逸美、
ピアノ：福田重男、ベース：上村信、ドラムス：木村由紀夫
料金／全席自由 一般前売3,700円、U25前売2,000円
＊当日は＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ
☎044-888-3131

子どもから大人まで楽しめる
～見て・聴いて・考えて～
シェイクスピア音楽劇「マクベス」
11月19日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／糀ホール
＊詳細は8ページに

おんまち・みぞのくちライブ
11月19日（土）　①13：00開演　②14：00開演
出演／橘中学校吹奏楽部 
会場／ノクティ2　マルイ屋上広場
12月17日（土）　開演時間未定
会場／ノクティ2　マルイ2階エントランス前
出演／洗足学園中学高等学校合唱部
＊天候により中止となる場合あり。 
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

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

ピアノ三重奏コンサート
11月19日（土）　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
曲目／モーツァルト: ピアノ三重奏曲 KV.548、ブラー
ムス：ピアノ三重奏曲Op.8
出演／ピアノ：庄司文子、ヴァイオリン：杉原蓮子、チェロ：
高橋敬
料金／全席自由 一般3,000円、学生2,000円
問合せ／庄司　☎044-244-2383

Bella Piano Quintet 第4回コンサート
11月30日（水）　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 市民交流室
曲目／チャイコフスキー：くるみ割り人形、ヴォーン・
ウィリアムズ：ピアノ5重奏曲 他
出演／ヴァイオリン：橋本侑里映、ヴィオラ：神山和歌子、
チェロ：飯島瀬里香、コントラバス：野々口泰子、ピアノ：
小熊芙美子
料金／全席自由 一般3,000円、学生1,500円
問合せ／ベッラピアノクインテット
☎080-5075-6733

おはなしワンダーランド
「だがし屋ばぁのおはなし玉手箱」
12月3日（土）　①11：30開場　12：00開演

METライブビューイング2022-23シーズン
ケルビーニ《メデア》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年10月22日
11月25日（金）～12月1日（木)　 開演時間未定
上映時間：2時間50分（休憩1回）
出演／指揮：カルロ・リッツィ、演出：デイヴィッド・マク
ヴィカー
ソンドラ・ラドヴァノフスキー、マシュー・ポレンザーニ、
ミケーレ・ペルトゥージ、ジャナイ・ブルーガー、エカテ
リーナ・グバノヴァ
ヴェルディ《椿姫》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年11月5日
12月16日（金）～22日（木)　 開演時間未定
上映時間：3時間（休憩2回）
出演／指揮：ダニエレ・カッレガーリ、演出：マイケル・
メイヤー
ネイディーン・シエラ、スティーヴン・コステロ、ルカ・
サルシ
会場／109シネマズ川崎
料金／全席指定　一般3.700円、学生2,500円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

水曜ナイトライブ in LAZONA
11月16日（水）、30日（水）、12月7日（水）、14日（水）
18：00開演 
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

「はぴ☆こん」～誰もが幸せになるコンサート～
11月13日（日）　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「心のバリアフリー」を
進めることを目的に、年齢や障害の有無に関わらず、
誰もが気軽にさまざまな音楽を楽しめるコンサート
出演／Happiness幸合唱団、フジラギ、音楽ユニット 
Pentas、ピアノ：小柳拓人（ゲスト）
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

夢こんさぁと
12月15日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／11月20日(日)締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／マリンバ：奥平哲也
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

映像オペラを楽しむ会
11月例会
11月17日（木）　13：05開場　13：20開演
曲目／ジョルダーニョ：フェドーラ
12月例会
12月15日（木）　13：05開場　13：20開演 
曲目／ヨハン・シュトラウス2世：こうもり
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／全席自由 年会費（全12回）5,000円、1回券
1,000円
問合せ／映像オペラを楽しむ会事務局（山本）
☎080-5083-2446

未

【オープンマイクな夜】@溝ノ口カレー
毎週水曜日　18：30～22：30
料金／ミュージックチャージ（おつまみ付）1,500円
会場・問合せ／溝ノ口カレー　☎044-811-5553

第118回ランチタイム・ロビーコンサート
11月17日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／いつも何度でも、もののけ姫、庭の千草、旅愁、
ムーン・リバー、フライミートゥーザムーン、ヘンデル：
オンブラ・マイ・フ、グノー：アヴェ・マリア 他
出演／小型ハープ弾き語り：松丸あをい
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　☎044-733-5811

中 原 区

音楽喫茶 in なかはら
11月18日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：市川素雅子
12月16日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
会場／ゆめホール
料金／全席自由 2,000円（ケーキセット・楽譜付）
＊要事前予約
問合せ／HIROミュージックサークル事務局
☎044-711-2316

【パラアート推進公募型事業委託】
すべてのこどもたちへ～音楽の魔法コンサート
MagiChristmas☆
12月25日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／国際交流センター ホール
曲目／オペラ「椿姫」より「乾杯の歌」、ウィリアムテル
序曲より「スイス軍の行進」、クリスマスソング 他
出演／音楽の魔法合奏団　
問合せ／Kids Music Community（蛭子）
☎090-4668-3130

高 津 区
溝ノ口劇場
＊音楽公演情報はＨＰよりご確認ください。
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038（11時～20時）

川崎ウィンズ　第36回ウィンターコンサート
12月3日（土）　17：00開場　17：30開演
会場／幸市民館
曲目／「メリー・ウィドウ」セレクション、スピリティッ
ド・アウェイ「千と千尋の神隠し」より、ディープ・パープ
ル・メドレー 他
※17：10から、舞台上でアンサンブルコンサートあり
問合せ／川崎ウィンズ　☎090-8059-2528 未

クリスマスサロンコンサート2022
～沖縄復帰50周年によせて～
12月25日（日）　①12：30開場　13：00開演
　　　　　　　　②15：00開場　15：30開演
会場／ホテル精養軒 2階「飛翔」
曲目／涙そうそう、三村ぬ姉小達、芭蕉布、島唄、花、

未

　　　　　　　②14：30開場　15：00開演
　　　　　　　③17：30開場　18：00開演
会場／ラゾーナ川崎プラザソル
曲目／クラシック曲からミュージカルソング、童謡の
30曲
出演／Cュタツヤ、おおしまなおみ、吉澤忠男、むらま
つひろこ 他
料金／全席自由 大人2,500円、子ども1,000円、親子
チケット3,000円　＊親子チケットは、大人1名、子ど
も1名のセット券。子どもは3歳～18歳。0歳～2歳の
膝上鑑賞は無料。
問合せ／一般社団法人プレイキッズシアター
☎03-3990-7275

未

クリスマスソング：ホワイトクリスマス、そりすべり、
あわてんぼうのサンタクロース 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、テノール：佐藤敦史、合唱団
「虹」、マリンバ：大熊理津子、指揮：佐藤敦史、ピアノ：
髙橋晶子
料金／全席自由（ケーキセット付） 前売券2,000円、
当日券2,500円、中学生以下1,500円 
問合せ／NPO法人さえの会　事務局長（木村）
☎090-1818-0538

桜井純恵リサイタル2022
11月20日（日）　13：00開場　13：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／うた：桜井純恵、ヴァイオリン：川又慶子、横山久
梨子、ヴィオラ：森山千春、チェロ：阿形有佳、コントラ
バス：林由美子、ピアノ：坪光由紀、打楽器：中山奈津子、

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶ 〈2〉

※続きは3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 ＊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…未就学児入場可託…託児あり 未…未就学児入場可託…託児あり

次回1月10日発刊号は、2023年
1月11日から3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。
11月11日締め切り
＊掲載無料

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

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
11月16日（水）、30日（水）、12月7日（水）、21日（水）、
1月11日（水）　17：30開演
11月17日（木）、12月1日（木）、15日（木）、1月12日
（木）19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の
砂漠、朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

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263回例会
<ライヴ録音で聴く、コンサート・ベスト2021>
11月25日（金）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
曲目／ブラームス：交響曲第4番、ラフマニノフ：交響曲
第2番、ビジェガス：アルハンブラ宮殿の思い出、モーツァ
ルト：ピアノ協奏曲第23番、ショパン：ピアノ協奏曲第1番
出演／お話：森紀
第264回例会
＜バレンボイムを聴く＆観る～指揮者篇＞
12月22日（木）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
曲目／エルガー：チェロ協奏曲（デュ・プレ独奏） 他
出演／お話：中村宏朗
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

パラアート・ミーティング
障がい福祉施設等での音楽ワークショップの
アイデア
～誰もが参加できて誰とでもできる楽しい音遊び･
音楽づくり～
11月14日（月）　12：30開場　13：00開講
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
講師／南條由起（ヴァイオリン・認定ワークショップ
デザイナー）
※要事前申込
問合せ／(公財)川崎市文化財団　☎044-272-7366

公 開 講 座

横浜フィルハーモニー管弦楽団
第86回定期演奏会
12月17日（土）　17：30開場　18：30開演
曲目／ヒンデミット：交響曲「画家マティス」、ブラームス：
交響曲第4番

中央大学管弦楽団 第88回定期演奏会
12月16日（金）　18：00開場　18：45開演
曲目／ストラヴィンスキー：交響曲第1番、シューベルト：
交響曲第7番「未完成」、サン＝サーンス：歌劇『サムソン
とデリラ』より「バッカナール」
出演／指揮：佐藤寿一
料金／全席指定 1,000円
問合せ／中央大学管弦楽団 総務(佐々木)
☎070-1518-0809

早稲田大学交響楽団 第211回定期演奏会
12月15日(木)　18：00開場　19：00開演
曲目／ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲第3番、R.シュ
トラウス：交響詩「死と浄化」、サン＝サーンス：交響曲
第3番「オルガン付き」
出演／指揮：寺岡清高、オルガン：村田奈々
料金／全席指定 S席3,500円、A席3,000円、B席
2,500円、学生A席2,500円、学生B席2,000円、神奈川
県内在学在住の中高生500円
問合せ／早稲田大学交響楽団　☎03-3204-3585

読売日本交響楽団　第7回川崎マチネーシリーズ
1月15日（日）　14：00開演
曲目／黛敏郎：曼荼羅交響曲、マーラー：交響曲第6番 
イ短調「悲劇的」
出演／指揮：山田和樹、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
☎0570-00-4390（10時～18時）

オルケストル デ ベル 第6回定期演奏会
12月18日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」
より“ポロネーズ”、ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲
第5番
出演／指揮：水戸博之、ヴァイオリン：奥村愛
料金／全席指定 1,500円
問合せ／オルケストル デ ベル事務局
☎050-5243-9169

◇昭和音楽大学
　第29回コンチェルト定期演奏会
11月12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／モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番、プロコ
フィエフ：ピアノ協奏曲第3番、コープランド：クラリ
ネット協奏曲、シェーヌ：トランペット協奏曲第1番、
吉松隆： サイバーバード協奏曲
出演／指揮：海老原光、ピアノ：長谷川愛華、深海侑希、クラ
リネット：松倉完太郎、トランペット：今村碧、サクソフォーン：
向原湧大、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

◇【音楽療法講座】 第2回
　「すべての人の健康を支える音楽ー障がいの
　ある人のための、そして認知症・介護予防の
　ための音楽療法ー」
11月20日（日）　13：30開場　14：00開講  
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／講師：伊志嶺理沙
料金／一般1,500円、学生1,000円　＊小～高校生無料
申込期間／11月14日(月)まで
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

◇[教養講座］「ロマン派音楽の世界」
　～シューベルトとショパン～
　第4回　ショパン第2章
12月3日（土）　14：00開場　14：30開講  

◇昭和音楽大学　第47回メサイア
12月10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／ヘンデル：メサイア（英語歌唱、日本語字幕付）
出演／指揮：時任康文、ソプラノ：佐藤寛子、アルト：
菊池未来、テノール：髙橋大、バス：平賀僚太、管弦楽：
昭和音楽大学管弦楽団、合唱：昭和音楽大学合唱団
料金／全席指定 S席2,700円、A席2,200円、B席
1,700円、学生（B席のみ）1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第36回定期演奏会 
　～アメリカ吹奏楽界の巨匠コーポロン来日
　公演～
12月4日（日）　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／ジェイ・ケネディ：カタパルト、高昌帥：トレス・
リサイエ・カルデ、ジョン・マッキー：大切な宝に人は
涙する、ケヴィン・デイ：“協奏曲”ウインドアンサン
ブルのための、アルトゥロ・マルケス：ダンソン第2番、
阿部勇一：交響詩“鯨と海”、ジェリー・ジルー：交響曲
第6番“ブルー・マーブル”
出演／指揮：ユージーン. M. コーポロン、福本信太郎、
加藤明久、演奏：昭和音楽大学吹奏楽団
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

◇昭和音楽大学管弦楽団　第41回定期演奏会
11月20日（日）　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／ワーグナー：歌劇「リエンツィ」序曲、ラフマニノフ：
パガニーニの主題による狂詩曲、ブラームス：交響曲第2番
出演／指揮：梅田俊明、ピアノ：黒木雪音
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

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
12月12日（月）　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
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり、ピアノ：石渡洸貴、
アシスタント・メゾソプラノ：中原彩月
料金／全席自由 1,200円
※初回の方のみ別途歌集代1,400円
※当日券のみ（13：15～）
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
　第九演奏会 
12月28日（水）　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／ベートーヴェン：《フィデリオ》序曲、交響曲第9番
「合唱付」
出演／指揮：山下一史、ソプラノ：福留なぎさ、アルト：
杉山沙織、テノール：髙橋大、バス：後藤春馬、合唱指揮：
山舘冬樹、合唱：昭和音楽大学合唱団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、学生（B席のみ）1,500円

第2回かわさきピアノコンクール
11月12日（土）、13日（日）　11：00開演
問合せ／かわさきピアノコンクール運営委員会
☎090-6164-0606

演歌の花道コンサート
11月22日（火）　13：30開場　14：00開演
内容／伝説の歌番組が劇場に見事再現!テレビ東京の
伝説の歌番組「演歌の花道」。往年の名物セットその
ままに、日本歌謡界を代表する名曲、ヒット曲の数々!
出演／大月みやこ、川中美幸、鳥羽一郎
料金／全席指定 7,000円
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～17時）

グラールウインドオーケストラ
ウインターコンサート VOL.21
12月17日（土）　13：20開場　14：00開演 
問合せ／演奏会事務局（平日20時以降）
☎070-2831-6167

2022ー少年の祭典「ボレロ」ー
12月11日（日）　16：00開演
＊詳細は7ページに

川崎市消防音楽隊定期演奏会
1月21日（土）　13：00開場　14：00開演
出演／川崎市消防音楽隊、カラーガード隊
申込方法／往復はがきに住所、入場希望者全員の氏名
（2人まで）を記載し
〒216-0011 宮前区犬蔵1-10-2　消防音楽隊
まで。締切は12月16日（金）（消印有効)　
＊応募者多数の場合は抽選
問合せ／川崎市消防音楽隊　☎044-975-0119

SING! MOVE! SMILE! コンサート
～耳で聴き、からだで感じて、心に残るひとときを～
11月20日（日）　①13：00開場　13：15開演
　　　　　　　　②14：30開場　14：45開演 
会場／CAFE&SPACE L.D.K.
出演／ボーカル、キーボード、鍵盤ハーモニカ、打楽器
他:宮本由季、酒井英利子
料金／全席自由 中学生以上800円、3歳以上500円、
3歳未満（席不要の場合）無料
問合せ／音楽ユニットPentas（ペンタス）
☎090-3240-2981 未

11・12月号の情報は10月21日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。

ムジカ・パストラーレ第23回定期演奏会
11月19日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／多摩市民館　
曲目／ドヴォルザーク：スラブ舞曲　作品46の1、チェロ
協奏曲、交響曲第8番
出演／指揮：直井大輔、チェロ：森義丸
料金／全席自由 500円
予約方法／ticket_info@musica-pastorale.com
より申込、当日12：30より会場窓口にて現金と引換
問合せ／チケット予約　☎080-3455-6255

チャリティNo34　ひとひらのあいコンサート
12月25日（日）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／＜Ⅰ．アカペラの響き＞グレゴリオ聖歌：Hodie 他
＜Ⅱ．混声合唱で歌うなつかCM曲・NHKみんなの歌
より＞この木なんの木、めざめ、ちいさな木の実、北風
小僧の寒太郎、宗谷岬、南の島のハメハメハ大王
＜Ⅲゲスト演奏＞、＜Ⅳ．たのしいクリスマスソング＞
アルカデルト：アヴェマリア、天なる神には、ひいらぎ
かざろう、ホワイトクリスマス、ハレルヤ、聖夜
出演／指揮：片野秀俊、ピアノ：井熊康子、ゲスト：パン
フルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵以子
料金／全席自由　大人1,500円、小学生500円
問合せ／登戸混声合唱団（渡部）
☎080-5097-2362

多 摩 区
2022多摩区3大学コンサート
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／専修大学：Emo Hill、日本女子大学：マンドリン
クラブ、明治大学：Wind orchestra
問合せ／多摩区役所企画課
☎044-935-3147（平日8時半～17時15分）

川崎吹奏楽団　第51回定期演奏会
12月3日（土）　14：45開場予定　15：30開演
会場／多摩市民館
曲目／【第1部】稲穂の波、栄冠は君に輝く、アパラチアの
春 より抜粋、ウエストサイドストーリーセレクション
【第2部】うちなーポップ・コレクション、ベスト・フレンド、
童神、椰子の実【フィナーレ】五つの沖縄民謡による組曲
出演／指揮：田中旭
問合せ／総務（鶴田）　☎045-873-6695

しんゆりジャズスクエア
vol.56　11月11日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／I Left My Heart In San Francisco、Autumn 
Leaves、On the Sunny Side of the Street、Lullaby 
of Birdland、A Foggy Day、A Man and A Woman　など
出演／ヴォーカル：須田晶子、寝占友梨絵、廣瀬みちる、
ギター：田辺充邦、ドラムス：利光玲奈、ベース：佐瀬正
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

麻 生 区

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
11月16日（水）　①17：00開演　②18：00開演
12月18日（日）　開演時間未定
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

「大人のリフレッシュ・コンサート」
～ヴァイオリンとピアノの共鳴～
音楽で楽しむ世界旅行
11月30日（水）　14：00開演
会場／有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
曲目／ドイツ(バッハ：G線上のアリア)、チェコ（スメタナ：
わが故郷より）、ポーランド（ショパン：小犬のワルツ）、
アルゼンチン(ピアソラ）、イギリス（エルガー) 他
出演／ヴァイオリン：南條由起、ピアノ：横山歩
※要事前申込
問合せ／文化パートナーズかわさき（玉井）
☎090-7009-1047

Vortragsabend　第3回 門下発表会
1月9日（月・祝）　13：45開場　14：00開演

★MUZAパイプオルガン
　クリスマス・コンサート2022
12月24日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／J.S.バッハ：前奏曲とフーガ ハ長調、さやかに
星はきらめき（オー・ホーリー・ナイト）、「オペラ座の怪
人」メドレー、「ノートルダムの鐘」より ゴット・ヘルプ、
「美女と野獣」より 愛せぬならば、「マンマ・ミーア!」よ
り ダンシング・クイーン 他
出演／パイプオルガン：大木麻理、ヴォーカル：岡幸二郎、
吉岡小鼓音、中井智彦、池谷祐子、コーラス：昭和音楽大学、
洗足学園音楽大学、演出：原純
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生～25歳)
1,500円 託

会場／川崎市民プラザ　ふるさと劇場
曲目／オペラアリア、オペレッタ、ドイツ歌曲、イタリア
歌曲、日本歌曲　
出演／ソプラノ:倉谷千明、テノール：西岡慎介、ピアノ：
北村まりえ 他
問合せ／チムズミュージック　☎050-5243-2215

出演／指揮：伊藤翔
料金／全席指定 一般1,000円、65歳以上当日券に限り
500円
問合せ／横浜フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎080-3313-5851

会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

イベント登録ページ

★MUZAランチタイムコンサート
　東京交響楽団 金管五重奏『Principals!』
12月19日（月）　11：30開場　12：10開演
曲目／クリスマスメドレー 他
出演／東京交響楽団 金管五重奏（トランペット：佐藤
友紀、澤田真人、ホルン：上間善之、トロンボーン：鳥塚
心輔、テューバ：近藤陽一）
料金／全席指定 500円 託

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。

＊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

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。

第157回
あさお芸術のまちコンサート～For You～
12月25日（日）　①12：40開場　13：00開演 
　　　　　　　　②14：10開場　14：30開演
事前申込／12月2日（金）締切
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／クリスマスメドレー、モーツァルト：アレルヤ、
レハール：オペレッタ「ジプシーの恋」から ツィンバロン
の響きを聴けば 他
出演／音楽工房 Le pont（ルポン）
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5116

クリスマス・ファミリーフェスタ
12月17日（土）　11：00～15：00
会場／川崎市民プラザ
内容／クリスマスソングショー（11：30開演）、ハンド
ベルコンサート（13：00開演）、タップダンスショー
（14：00開演）
出演／ピアチェーレ、上智大学ハンドベルクワイア、
中央大学タップダンスサークルFreiheit
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

スターダンサーズ・バレエ団公演
「くるみ割り人形」全2幕
11月26日（土）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　　②14：15開場　15：00開演
　　27日（日）　　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
出演／スターダンサーズ・バレエ団、指揮：田中良和、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
合唱：ゆりがおか児童合唱団
料金／全席指定 SS席10,000円、S席9,000円、S席
子ども6,000円、A席6,000円、A席子ども4,000円、
B席3,000円、B席子ども2,000円、C席1,000円
※料金は消費税込み。
※子どもは4歳～中学生対象。4歳未満の入場不可。
※C席は舞台の一部が見えにくい見切れ席（スターダン
　サーズ・バレエ団のみ取扱）
※2階・3階は前方に手すりがあるため、1～3列目の
　お席は舞台の一部が見えにくい場合あり。
※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合
　があり。
問合せ／公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団
☎ 03-3401-2293

第17回 ザ ハートフル コンサート 
大西学園中高等学校吹奏楽部演奏会
1月9日（月・祝）　15：30開場　16：00開演 

山の音楽舎アートシアター in しんゆり2022
うたと打楽器による音楽劇「ラッセのにわで」
11月12日(土)　①10：45開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：45開場　14：00開演
会場／しんゆり21ホール
出演／伊野香織、飯原道代(ナラティブシアター土の子)、
原田正俊、川中美樹
料金／親子ペア2,500円、こども追加1,000円、大人
2,000円、大人サポートチケット3,000円
＊要事前申込
問合せ／山の音楽舎　☎044-951-2834

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第89回
11月27日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／シューマン：「マンフレッド」序曲、ヴァイオリン
協奏曲 ニ短調、ベートーヴェン：交響曲第2番
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ヴァイオリン：アンティエ・
ヴァイトハース
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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
《奇跡のデュオ》 堀米ゆず子＆ヴァレリー・アファナシエフ
12月10日（土）　12：45開場　13：30開演
曲目／J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、
シューベルト：3つのピアノ曲より 第2番、ヴァイオリン
とピアノのためのソナタ、ブラームス：ヴァイオリンと
ピアノのためのソナタ 第1番「雨の歌」
出演／ヴァイオリン：堀米ゆず子、ピアノ：ヴァレリー・
アファナシエフ

★MUZAジルベスターコンサート2022
12月31日（土）　14：00開場　15：00開演
曲目／モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 
ハ長調、チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番
出演／指揮：秋山和慶、フルート：瀧本実里、ハープ：後藤
里緒、ヴァイオリン：荒井里桜、ピアノ：黒木雪音、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円、C席4,000円、U25（小学生～25歳以下）：
各席種半額 託

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　特別演奏会
ベートーヴェン第九　for Children
12月7日（水）　18：15開場　19：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：三ツ橋敬子、ソリスト：冨平安希子、山下裕賀、
村上公太、三戸大久、合唱：神奈川フィル合唱団、管弦楽：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席7,000円、A席5,000円、B席
4,000円、小学生～18歳以下無料（12/1まで要申込、
19歳以上の保護者1名以上（S席10％オフ）の要同伴）
問合せ／神奈川フィル・チケットサービス
☎045-226-5107

2022 かわさき市民第九コンサート
12月11日（日）　13：00開場　14：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／J.シュトラウス：喜歌劇「こうもり」序曲、ベートー
ヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／管弦楽：宮前フィルハーモニー交響楽団、合唱：
2022かわさき市民第九合唱団、指揮：村上寿昭、ソプ
ラノ：廣田美穂、アルト：吉村恵、テノール：井ノ上了吏、
バリトン：小野寺光
料金／全席指定 S席2,500円、A席2,000円、B席
1,500円
問合せ／かわさき市民第九コンサート実行委員会
☎080-7752-8252

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース企画制作演習企画公演 
「BARITONE VARIATION SOUND
バリトンサックスが切り拓く可能性」
11月24日（木）　18：30開場　19：00開演 
曲目／Ricercare No.6、Escualo、Spain 他
出演／バリトン倶楽部、ゲスト：田中靖人 
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,500円
「かのんぷ♪と奏でよう＠しんゆり
～みんなでつながるLOVEのこころ～」
12月8日（木）　17：30開場　18：00開演 
曲目／しんゆりのうた、小さな手 他
出演／かのんぷ♪（中村里衣・中村大介）、ヴァイオリン：
Ai、パーカッション：中丸達也、ベース：吉岡満則
料金／全席指定 一般2,200円、学生(3歳～）1,000円
※3歳未満の入場不可
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
問合せ／昭和音楽大学アートマネジメントコース企画
制作室　☎044-959-5121（平日10時～17時） 未

川崎市民交響楽団
創立70周年記念第196回定期演奏会
11月20日（日）　13：20開場　14：00開演
曲目／管弦楽の部：スターウォーズより、ドラクエⅣ序曲、

音のはらっぱ
～こどもと聴きたいコンサート～vol.2
12月16日（金）　10：15開場 10：30開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／手遊びうた、「くるみ割り人形」より、クリスマス
メドレー 他
出演／うたのおねえさん：よねやまかなこ、フルート：
岩井志帆、ピアノ：望月香菜子
料金／全席自由 大人1,000円、小人（小学生以下）
500円、2歳以下無料　＊要事前申込
問合せ／音のはらっぱ　☎ 080-6747-4606 未

0歳から楽しむ　Christmas concert　
～クラリネット・ピアノで奏でる～
12月10日（土）　①13：40開場　14：00開演
　　　　　　　　②15：25開場　15：45開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／くるみ割り人形、ミッキーマウスマーチ、クリス
マスメドレー 他
出演／Ensemble CIEL VERT（クラリネット：今井芙
美香、ピアノ：山﨑美都）
料金／全席自由 500円(0歳～) ＊要事前予約
問合せ／Ensemble CIEL VERT（今井）
☎044-814-0543（平日13時～19時） 未

第156回あさお芸術のまちコンサート
ユニヴァーサル　～For You～ 
あさおパラアート展
11月20日（日）　12：30開場
会場／新百合トウェンティワンホール（地下2階） ホール
ホワイエ

AKchoir クリスマスコンサート 2022
12月14日（水）　18：00開場　19：00開演
曲目／鬼無亮仁（作詞作曲）：Harmony
出演／指揮：鬼無亮仁、ソリスト：Kaz Kato
料金／全席自由 一般4,000円
問合せ／AKchoir事務局 　☎090-6039-3913 未

★第13回
　音楽大学オーケストラ・フェスティバル
11月23日（水・祝）　14：30開場　15：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第2番（昭和音楽大学）、交響
曲第1番（洗足学園音楽大学）
出演／昭和音楽大学（指揮：梅田俊明）、洗足学園音楽
大学（指揮：秋山和慶）
12月4日（日）　14：30開場　15：00開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」（1919
年版）、R.シュトラウス：交響詩「死と変容」（東京音楽
大学）、シベリウス：交響曲第2番（国立音楽大学）
出演／東京音楽大学（指揮：広上淳一）、国立音楽大学
（指揮：尾高忠明）
料金／全席指定 通し券3,000円、1回券1,000円
＊通し券は12/3、10の東京芸術劇場公演も含む 託

かわさきジャズ2022
Colorful JAZZ!  with special guest
春風亭昇太
11月12日（土）　17：30開場　18：00開演

会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／タイガーラグ 他
出演／ピアノ：細川千尋、パーカッション：はたけやま
裕、ギター：浅利史花、スペシャルゲスト：春風亭昇太
料金／全席指定 一般5,000円、U25席2,500円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

託

★かわさきジャズ2022
　JUNKO ONISHI in KAWASAKI
　～JUNKO ONISHI OUARTET & JUNKO 
　ONISHI presents THE ORCHESTRA
11月13日（日）　16：00開場　17：00開演

曲目／＜第1部＞Wind Rose、It’s a Fine Day 他
＜第2部＞Naughty Ghost、Both Sides Now、
Suite Estaciones 他
出演／【第1部】JUNKO ONISHI QUARTET（ピアノ：大西
順子、ベース：井上陽介、ドラムス：吉良創太、パーカッション：
大儀見元）【第2部】JUNKO ONISHI presents THE 
ORCHESTRA
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、U25 S席
3,000円、U25A席2,500円

★ジョナサン・ノット指揮　東京交響楽団
　R.シュトラウス：歌劇「サロメ」全1幕
11月18日（金）　18：00開場　19：00開演

曲目／R. シュトラウス：歌劇「サロメ」全1幕（演奏会形式・
ドイツ語上演・字幕付）
出演／指揮：ジョナサン・ノット、サロメ：アスミク・グリ
ゴリアン、ヘロディアス：ターニャ・アリアーネ・バウムガル
トナー、ヘロデ：ミカエル・ヴェイニウス、ヨカナーン：
トマス・トマソン、演出監修：サー・トーマス・アレン 他
料金／全席指定 S席15,000円、A席12,000円、B席
9,000円、C席6,000円、U25（小学生～25歳以下）：
各席半額 託

★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181回　11月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、ラヴェル：
ピアノ協奏曲、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：三浦謙司
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・要学生証）
第182回　12月3日（土）　13：15開場　14：00開演

曲目／フォーレ：パヴァーヌ（合唱付き）、レクイエム
（1893年版/ラター校訂）、ラヴェル：組曲「マ・メール・
ロワ」、ボレロ
出演／指揮：藤岡幸夫、ソプラノ：砂川涼子、バリトン：
与那城敬、合唱：東響コーラス
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券：1,000円（要問
合せ、要学生証） 託

託

ⓒYoshinobu Fukaya

ⓒHiromi NAGATOMOⓒShin Yamagishi

★MUZA スペシャル・ナイトコンサート　 
　ザ・キングズ・シンガーズ
12月13日（火）　18：00開場　19：00開演

曲目／伝承曲（デイヴィッド・ウィルコックス編曲）：明日は
わたしが踊る日、～昔のクリスマス・キャロル～Ancient 
carols reimagined、久石譲：I WAS THERE（委嘱作品／
世界初演） 他
出演／カウンターテナー：パトリック・ダナキー、エド
ワード・バトン、テナー：ジュリアン・グレゴリー、バリトン：
クリストファー・ブリュートン、ニック・アシュビー、バス：
ジョナサン・ハワード
料金／全席指定 一般5,000円、U25（小学生～25歳）
2,000円 託

ⓒRebecca Reid.

音楽とこころの発達相談室　ムジカ・バンビーノ
第4回相談会「子どものことばの発達」
［未就学児の保護者対象］
11月26日（土）　14：00
会場／昭和音楽大学 南校舎3F 音楽療法室
講師／新谷ゆかり（言語聴覚士・公認心理士・
大学院修士課程2年）
問合せ／昭和音楽大学
☎044-953-1121
(地域連携推進室まで)
Mail／bambino@tosei-showa-music.ac.jp

＊事前申込制第5回クラシックアンサンブルの夕べ
12月16日（金）　17：00開場　18：00開演
会場／多摩市民館
曲目／ベートーヴェン：交響曲第九番四楽章(合唱付き)、
ビゼー：歌劇「カルメン」より「闘牛士の歌」、坂本龍一：
戦場のメリークリスマス
出演／テノール：井出司、バリトン：高橋宏典、ソプラノ：渡辺
祥子、メゾソプラノ：北園彩佳、司会・ピアノ：
末武稀更、エレクトーン：内藤香里、合唱：
多摩ソーシャルデザインセンター合唱団
問合せ／公益社団法人 川崎西法人会
☎044-980-4131 ＊事前申込制

かわさきジャズ2022
Senzoku Jazz Heritage Vol.4
“Big Band JAM”
11月12日（土）　13：00開演
洗足学園音楽大学からLIVE配信を予定。
出演／ピアノ：ユキ・アリマサ、
トランペット：原朋直 他
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

動 画 配 信

配信（無料）は
こちらから

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第29回　大田佳弘ピアノリサイタル
12月18日（日）　13：00開場　13：30開演

会場／アクトスタジオ
曲目／シベリウス：もみの木、リスト：3つの演奏会用練習
曲より 第3曲ため息、ドビュッシー：映像 第1集 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ピアノ：大田佳弘
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

吉川洋子・林田誠デュオコンサート
12月11日（日） 　13：30開場　14：00開演
会場／糀ホール
曲目／セヴラック：休暇の日々から 第1集、シューベルト：
幻想曲 へ短調、ラヴェル：マ・メール・ロワ、シューマン：
「東洋の絵」6つの即興曲
出演／ピアノ：吉川洋子、林田誠
料金／全席自由 一般前売2,500円、学生1,500円
＊当日券は＋500円
問合せ／デュオコンサート実行委員会(神奈川公演)
☎090-1794-6101

未

出展／県立麻生養護学校アートコース（美術・音楽グ
ループ）、麻生市民館 麻生青年教室、川崎授産学園、か
わさきミュージックチャレンジ、特定非営利活動法人
ぶらりば、ピカソ・カレッジ
ホールコンサート
11月20日（日）　12：30開場　13：30開演 
会場／新百合トウェンティワンホール（地下２階）
曲目／WAになっておどろう、愛の挨拶、マイフェアレ
ディ～より「踊りあかそう」、見上げてごらん夜の星を、
手のひらを太陽に、ありがとうの花（手話と歌） 他
出演／麻生市民館 麻生青年教室（パフォーマンス）、ト
リオ ヴィオレット（ピアノ：山川真奈、ヴィオラ：有山志
音、クラリネット：阿嶋優希）、もりもも（ソプラノ：きのし
たももか、ピアノ：森遥香）、ことこと（ハープ：黒岩姫奈乃、マ
リンバ：小嶋義貴）、川崎青葉幼稚園園児有志（うた）
ミニコンサート
11月20日（日）
①12：30開演　②12：55開演　③14：35開演
会場／新百合トウェンティワンビルロビー（地下1階）、
ホール　ホワイエ(地下2階)
曲目／ジュピター、アメイジング・グレイス、赤いスイー
トピー、主よ 人の望みの喜びを、花は咲く 他
出演／青山恵（ハープ）、ラ・メール（ウクレレ：田口靖子、
ウクレレ＆ギター：山本なつ子）
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116

和楽音楽集団　第1回定期演奏会
12月4日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／久石譲（編曲 後藤洋）：となりのトトロ～コンサート
バンドのためのセレクション、C.M.シェーンベルク（編曲 
森田一浩）：ミュージカル『レ・ミゼラブル』より 他
出演／指揮：勝田優作、演奏：和楽音楽集団
問合せ／事務局　☎080-4175-1786

にこママウインドアンサンブル
第14回定期演奏会
11月23日（水・祝）　13：00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／スパーク：オリエント急行、ひとりぼっちの晩餐
会～美女と野獣より～、星野源：ドラえもん、交響組曲
「シネマトリロジー」～スタジオジブリコレクション～
第一楽章「Sky Fight」 他
出演／指揮：北川りく
＊事前申込制
問合せ／第14回定期演奏会実行委員
☎090-4240-1645（平日午前中のみ）

音楽監督：末永隆一
料金／全席自由 一般3,500円、子ども（高校生以下）
1,500円　＊要事前予約
問合せ／ミュージック・マーケット（株）
☎044-813-3409 未

会場／麻生市民館
出演／大西学園中高等学校吹奏楽部
料金／全席自由 前売700円、当日900円
問合せ／大西学園　☎044-722-2332

料金／全席指定 一般7,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

未

美しき青きドナウ、天国と地獄序曲 、アイーダ行進曲、
魔法使いの弟子 、吹奏楽の部：バックトゥザフューチャー
より、銀河鉄道999、祝典のための音楽
出演／管弦楽：川崎市民交響楽団、吹奏楽：川崎市立富士
見中学校吹奏楽部、川響管打楽器セクション、指揮：三原明人
料金／全席自由 500円、高校生以下無料
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）
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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…未就学児入場可託…託児あり 未…未就学児入場可託…託児あり

次回1月10日発刊号は、2023年
1月11日から3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。
11月11日締め切り
＊掲載無料

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

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
11月16日（水）、30日（水）、12月7日（水）、21日（水）、
1月11日（水）　17：30開演
11月17日（木）、12月1日（木）、15日（木）、1月12日
（木）19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の
砂漠、朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

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263回例会
<ライヴ録音で聴く、コンサート・ベスト2021>
11月25日（金）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
曲目／ブラームス：交響曲第4番、ラフマニノフ：交響曲
第2番、ビジェガス：アルハンブラ宮殿の思い出、モーツァ
ルト：ピアノ協奏曲第23番、ショパン：ピアノ協奏曲第1番
出演／お話：森紀
第264回例会
＜バレンボイムを聴く＆観る～指揮者篇＞
12月22日（木）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
曲目／エルガー：チェロ協奏曲（デュ・プレ独奏） 他
出演／お話：中村宏朗
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

パラアート・ミーティング
障がい福祉施設等での音楽ワークショップの
アイデア
～誰もが参加できて誰とでもできる楽しい音遊び･
音楽づくり～
11月14日（月）　12：30開場　13：00開講
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
講師／南條由起（ヴァイオリン・認定ワークショップ
デザイナー）
※要事前申込
問合せ／(公財)川崎市文化財団　☎044-272-7366

公 開 講 座

横浜フィルハーモニー管弦楽団
第86回定期演奏会
12月17日（土）　17：30開場　18：30開演
曲目／ヒンデミット：交響曲「画家マティス」、ブラームス：
交響曲第4番

中央大学管弦楽団 第88回定期演奏会
12月16日（金）　18：00開場　18：45開演
曲目／ストラヴィンスキー：交響曲第1番、シューベルト：
交響曲第7番「未完成」、サン＝サーンス：歌劇『サムソン
とデリラ』より「バッカナール」
出演／指揮：佐藤寿一
料金／全席指定 1,000円
問合せ／中央大学管弦楽団 総務(佐々木)
☎070-1518-0809

早稲田大学交響楽団 第211回定期演奏会
12月15日(木)　18：00開場　19：00開演
曲目／ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲第3番、R.シュ
トラウス：交響詩「死と浄化」、サン＝サーンス：交響曲
第3番「オルガン付き」
出演／指揮：寺岡清高、オルガン：村田奈々
料金／全席指定 S席3,500円、A席3,000円、B席
2,500円、学生A席2,500円、学生B席2,000円、神奈川
県内在学在住の中高生500円
問合せ／早稲田大学交響楽団　☎03-3204-3585

読売日本交響楽団　第7回川崎マチネーシリーズ
1月15日（日）　14：00開演
曲目／黛敏郎：曼荼羅交響曲、マーラー：交響曲第6番 
イ短調「悲劇的」
出演／指揮：山田和樹、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
☎0570-00-4390（10時～18時）

オルケストル デ ベル 第6回定期演奏会
12月18日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」
より“ポロネーズ”、ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲
第5番
出演／指揮：水戸博之、ヴァイオリン：奥村愛
料金／全席指定 1,500円
問合せ／オルケストル デ ベル事務局
☎050-5243-9169

◇昭和音楽大学
　第29回コンチェルト定期演奏会
11月12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／モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番、プロコ
フィエフ：ピアノ協奏曲第3番、コープランド：クラリ
ネット協奏曲、シェーヌ：トランペット協奏曲第1番、
吉松隆： サイバーバード協奏曲
出演／指揮：海老原光、ピアノ：長谷川愛華、深海侑希、クラ
リネット：松倉完太郎、トランペット：今村碧、サクソフォーン：
向原湧大、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

◇【音楽療法講座】 第2回
　「すべての人の健康を支える音楽ー障がいの
　ある人のための、そして認知症・介護予防の
　ための音楽療法ー」
11月20日（日）　13：30開場　14：00開講  
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／講師：伊志嶺理沙
料金／一般1,500円、学生1,000円　＊小～高校生無料
申込期間／11月14日(月)まで
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

◇[教養講座］「ロマン派音楽の世界」
　～シューベルトとショパン～
　第4回　ショパン第2章
12月3日（土）　14：00開場　14：30開講  

◇昭和音楽大学　第47回メサイア
12月10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／ヘンデル：メサイア（英語歌唱、日本語字幕付）
出演／指揮：時任康文、ソプラノ：佐藤寛子、アルト：
菊池未来、テノール：髙橋大、バス：平賀僚太、管弦楽：
昭和音楽大学管弦楽団、合唱：昭和音楽大学合唱団
料金／全席指定 S席2,700円、A席2,200円、B席
1,700円、学生（B席のみ）1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第36回定期演奏会 
　～アメリカ吹奏楽界の巨匠コーポロン来日
　公演～
12月4日（日）　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／ジェイ・ケネディ：カタパルト、高昌帥：トレス・
リサイエ・カルデ、ジョン・マッキー：大切な宝に人は
涙する、ケヴィン・デイ：“協奏曲”ウインドアンサン
ブルのための、アルトゥロ・マルケス：ダンソン第2番、
阿部勇一：交響詩“鯨と海”、ジェリー・ジルー：交響曲
第6番“ブルー・マーブル”
出演／指揮：ユージーン. M. コーポロン、福本信太郎、
加藤明久、演奏：昭和音楽大学吹奏楽団
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

◇昭和音楽大学管弦楽団　第41回定期演奏会
11月20日（日）　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／ワーグナー：歌劇「リエンツィ」序曲、ラフマニノフ：
パガニーニの主題による狂詩曲、ブラームス：交響曲第2番
出演／指揮：梅田俊明、ピアノ：黒木雪音
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

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
12月12日（月）　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
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり、ピアノ：石渡洸貴、
アシスタント・メゾソプラノ：中原彩月
料金／全席自由 1,200円
※初回の方のみ別途歌集代1,400円
※当日券のみ（13：15～）
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
　第九演奏会 
12月28日（水）　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／ベートーヴェン：《フィデリオ》序曲、交響曲第9番
「合唱付」
出演／指揮：山下一史、ソプラノ：福留なぎさ、アルト：
杉山沙織、テノール：髙橋大、バス：後藤春馬、合唱指揮：
山舘冬樹、合唱：昭和音楽大学合唱団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、学生（B席のみ）1,500円

第2回かわさきピアノコンクール
11月12日（土）、13日（日）　11：00開演
問合せ／かわさきピアノコンクール運営委員会
☎090-6164-0606

演歌の花道コンサート
11月22日（火）　13：30開場　14：00開演
内容／伝説の歌番組が劇場に見事再現!テレビ東京の
伝説の歌番組「演歌の花道」。往年の名物セットその
ままに、日本歌謡界を代表する名曲、ヒット曲の数々!
出演／大月みやこ、川中美幸、鳥羽一郎
料金／全席指定 7,000円
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～17時）

グラールウインドオーケストラ
ウインターコンサート VOL.21
12月17日（土）　13：20開場　14：00開演 
問合せ／演奏会事務局（平日20時以降）
☎070-2831-6167

2022ー少年の祭典「ボレロ」ー
12月11日（日）　16：00開演
＊詳細は7ページに

川崎市消防音楽隊定期演奏会
1月21日（土）　13：00開場　14：00開演
出演／川崎市消防音楽隊、カラーガード隊
申込方法／往復はがきに住所、入場希望者全員の氏名
（2人まで）を記載し
〒216-0011 宮前区犬蔵1-10-2　消防音楽隊
まで。締切は12月16日（金）（消印有効)　
＊応募者多数の場合は抽選
問合せ／川崎市消防音楽隊　☎044-975-0119

SING! MOVE! SMILE! コンサート
～耳で聴き、からだで感じて、心に残るひとときを～
11月20日（日）　①13：00開場　13：15開演
　　　　　　　　②14：30開場　14：45開演 
会場／CAFE&SPACE L.D.K.
出演／ボーカル、キーボード、鍵盤ハーモニカ、打楽器
他:宮本由季、酒井英利子
料金／全席自由 中学生以上800円、3歳以上500円、
3歳未満（席不要の場合）無料
問合せ／音楽ユニットPentas（ペンタス）
☎090-3240-2981 未

11・12月号の情報は10月21日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。

ムジカ・パストラーレ第23回定期演奏会
11月19日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／多摩市民館　
曲目／ドヴォルザーク：スラブ舞曲　作品46の1、チェロ
協奏曲、交響曲第8番
出演／指揮：直井大輔、チェロ：森義丸
料金／全席自由 500円
予約方法／ticket_info@musica-pastorale.com
より申込、当日12：30より会場窓口にて現金と引換
問合せ／チケット予約　☎080-3455-6255

チャリティNo34　ひとひらのあいコンサート
12月25日（日）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／＜Ⅰ．アカペラの響き＞グレゴリオ聖歌：Hodie 他
＜Ⅱ．混声合唱で歌うなつかCM曲・NHKみんなの歌
より＞この木なんの木、めざめ、ちいさな木の実、北風
小僧の寒太郎、宗谷岬、南の島のハメハメハ大王
＜Ⅲゲスト演奏＞、＜Ⅳ．たのしいクリスマスソング＞
アルカデルト：アヴェマリア、天なる神には、ひいらぎ
かざろう、ホワイトクリスマス、ハレルヤ、聖夜
出演／指揮：片野秀俊、ピアノ：井熊康子、ゲスト：パン
フルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵以子
料金／全席自由　大人1,500円、小学生500円
問合せ／登戸混声合唱団（渡部）
☎080-5097-2362

多 摩 区
2022多摩区3大学コンサート
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／専修大学：Emo Hill、日本女子大学：マンドリン
クラブ、明治大学：Wind orchestra
問合せ／多摩区役所企画課
☎044-935-3147（平日8時半～17時15分）

川崎吹奏楽団　第51回定期演奏会
12月3日（土）　14：45開場予定　15：30開演
会場／多摩市民館
曲目／【第1部】稲穂の波、栄冠は君に輝く、アパラチアの
春 より抜粋、ウエストサイドストーリーセレクション
【第2部】うちなーポップ・コレクション、ベスト・フレンド、
童神、椰子の実【フィナーレ】五つの沖縄民謡による組曲
出演／指揮：田中旭
問合せ／総務（鶴田）　☎045-873-6695

しんゆりジャズスクエア
vol.56　11月11日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／I Left My Heart In San Francisco、Autumn 
Leaves、On the Sunny Side of the Street、Lullaby 
of Birdland、A Foggy Day、A Man and A Woman　など
出演／ヴォーカル：須田晶子、寝占友梨絵、廣瀬みちる、
ギター：田辺充邦、ドラムス：利光玲奈、ベース：佐瀬正
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

麻 生 区

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
11月16日（水）　①17：00開演　②18：00開演
12月18日（日）　開演時間未定
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

「大人のリフレッシュ・コンサート」
～ヴァイオリンとピアノの共鳴～
音楽で楽しむ世界旅行
11月30日（水）　14：00開演
会場／有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
曲目／ドイツ(バッハ：G線上のアリア)、チェコ（スメタナ：
わが故郷より）、ポーランド（ショパン：小犬のワルツ）、
アルゼンチン(ピアソラ）、イギリス（エルガー) 他
出演／ヴァイオリン：南條由起、ピアノ：横山歩
※要事前申込
問合せ／文化パートナーズかわさき（玉井）
☎090-7009-1047

Vortragsabend　第3回 門下発表会
1月9日（月・祝）　13：45開場　14：00開演

★MUZAパイプオルガン
　クリスマス・コンサート2022
12月24日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／J.S.バッハ：前奏曲とフーガ ハ長調、さやかに
星はきらめき（オー・ホーリー・ナイト）、「オペラ座の怪
人」メドレー、「ノートルダムの鐘」より ゴット・ヘルプ、
「美女と野獣」より 愛せぬならば、「マンマ・ミーア!」よ
り ダンシング・クイーン 他
出演／パイプオルガン：大木麻理、ヴォーカル：岡幸二郎、
吉岡小鼓音、中井智彦、池谷祐子、コーラス：昭和音楽大学、
洗足学園音楽大学、演出：原純
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生～25歳)
1,500円 託

会場／川崎市民プラザ　ふるさと劇場
曲目／オペラアリア、オペレッタ、ドイツ歌曲、イタリア
歌曲、日本歌曲　
出演／ソプラノ:倉谷千明、テノール：西岡慎介、ピアノ：
北村まりえ 他
問合せ／チムズミュージック　☎050-5243-2215

出演／指揮：伊藤翔
料金／全席指定 一般1,000円、65歳以上当日券に限り
500円
問合せ／横浜フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎080-3313-5851

会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

イベント登録ページ

★MUZAランチタイムコンサート
　東京交響楽団 金管五重奏『Principals!』
12月19日（月）　11：30開場　12：10開演
曲目／クリスマスメドレー 他
出演／東京交響楽団 金管五重奏（トランペット：佐藤
友紀、澤田真人、ホルン：上間善之、トロンボーン：鳥塚
心輔、テューバ：近藤陽一）
料金／全席指定 500円 託

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。

＊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

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。

第157回
あさお芸術のまちコンサート～For You～
12月25日（日）　①12：40開場　13：00開演 
　　　　　　　　②14：10開場　14：30開演
事前申込／12月2日（金）締切
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／クリスマスメドレー、モーツァルト：アレルヤ、
レハール：オペレッタ「ジプシーの恋」から ツィンバロン
の響きを聴けば 他
出演／音楽工房 Le pont（ルポン）
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5116

クリスマス・ファミリーフェスタ
12月17日（土）　11：00～15：00
会場／川崎市民プラザ
内容／クリスマスソングショー（11：30開演）、ハンド
ベルコンサート（13：00開演）、タップダンスショー
（14：00開演）
出演／ピアチェーレ、上智大学ハンドベルクワイア、
中央大学タップダンスサークルFreiheit
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

スターダンサーズ・バレエ団公演
「くるみ割り人形」全2幕
11月26日（土）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　　②14：15開場　15：00開演
　　27日（日）　　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
出演／スターダンサーズ・バレエ団、指揮：田中良和、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
合唱：ゆりがおか児童合唱団
料金／全席指定 SS席10,000円、S席9,000円、S席
子ども6,000円、A席6,000円、A席子ども4,000円、
B席3,000円、B席子ども2,000円、C席1,000円
※料金は消費税込み。
※子どもは4歳～中学生対象。4歳未満の入場不可。
※C席は舞台の一部が見えにくい見切れ席（スターダン
　サーズ・バレエ団のみ取扱）
※2階・3階は前方に手すりがあるため、1～3列目の
　お席は舞台の一部が見えにくい場合あり。
※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合
　があり。
問合せ／公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団
☎ 03-3401-2293

第17回 ザ ハートフル コンサート 
大西学園中高等学校吹奏楽部演奏会
1月9日（月・祝）　15：30開場　16：00開演 

山の音楽舎アートシアター in しんゆり2022
うたと打楽器による音楽劇「ラッセのにわで」
11月12日(土)　①10：45開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：45開場　14：00開演
会場／しんゆり21ホール
出演／伊野香織、飯原道代(ナラティブシアター土の子)、
原田正俊、川中美樹
料金／親子ペア2,500円、こども追加1,000円、大人
2,000円、大人サポートチケット3,000円
＊要事前申込
問合せ／山の音楽舎　☎044-951-2834

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第89回
11月27日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／シューマン：「マンフレッド」序曲、ヴァイオリン
協奏曲 ニ短調、ベートーヴェン：交響曲第2番
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ヴァイオリン：アンティエ・
ヴァイトハース
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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
《奇跡のデュオ》 堀米ゆず子＆ヴァレリー・アファナシエフ
12月10日（土）　12：45開場　13：30開演
曲目／J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、
シューベルト：3つのピアノ曲より 第2番、ヴァイオリン
とピアノのためのソナタ、ブラームス：ヴァイオリンと
ピアノのためのソナタ 第1番「雨の歌」
出演／ヴァイオリン：堀米ゆず子、ピアノ：ヴァレリー・
アファナシエフ

★MUZAジルベスターコンサート2022
12月31日（土）　14：00開場　15：00開演
曲目／モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 
ハ長調、チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番
出演／指揮：秋山和慶、フルート：瀧本実里、ハープ：後藤
里緒、ヴァイオリン：荒井里桜、ピアノ：黒木雪音、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円、C席4,000円、U25（小学生～25歳以下）：
各席種半額 託

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　特別演奏会
ベートーヴェン第九　for Children
12月7日（水）　18：15開場　19：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：三ツ橋敬子、ソリスト：冨平安希子、山下裕賀、
村上公太、三戸大久、合唱：神奈川フィル合唱団、管弦楽：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席7,000円、A席5,000円、B席
4,000円、小学生～18歳以下無料（12/1まで要申込、
19歳以上の保護者1名以上（S席10％オフ）の要同伴）
問合せ／神奈川フィル・チケットサービス
☎045-226-5107

2022 かわさき市民第九コンサート
12月11日（日）　13：00開場　14：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／J.シュトラウス：喜歌劇「こうもり」序曲、ベートー
ヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／管弦楽：宮前フィルハーモニー交響楽団、合唱：
2022かわさき市民第九合唱団、指揮：村上寿昭、ソプ
ラノ：廣田美穂、アルト：吉村恵、テノール：井ノ上了吏、
バリトン：小野寺光
料金／全席指定 S席2,500円、A席2,000円、B席
1,500円
問合せ／かわさき市民第九コンサート実行委員会
☎080-7752-8252

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース企画制作演習企画公演 
「BARITONE VARIATION SOUND
バリトンサックスが切り拓く可能性」
11月24日（木）　18：30開場　19：00開演 
曲目／Ricercare No.6、Escualo、Spain 他
出演／バリトン倶楽部、ゲスト：田中靖人 
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,500円
「かのんぷ♪と奏でよう＠しんゆり
～みんなでつながるLOVEのこころ～」
12月8日（木）　17：30開場　18：00開演 
曲目／しんゆりのうた、小さな手 他
出演／かのんぷ♪（中村里衣・中村大介）、ヴァイオリン：
Ai、パーカッション：中丸達也、ベース：吉岡満則
料金／全席指定 一般2,200円、学生(3歳～）1,000円
※3歳未満の入場不可
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
問合せ／昭和音楽大学アートマネジメントコース企画
制作室　☎044-959-5121（平日10時～17時） 未

川崎市民交響楽団
創立70周年記念第196回定期演奏会
11月20日（日）　13：20開場　14：00開演
曲目／管弦楽の部：スターウォーズより、ドラクエⅣ序曲、

音のはらっぱ
～こどもと聴きたいコンサート～vol.2
12月16日（金）　10：15開場 10：30開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／手遊びうた、「くるみ割り人形」より、クリスマス
メドレー 他
出演／うたのおねえさん：よねやまかなこ、フルート：
岩井志帆、ピアノ：望月香菜子
料金／全席自由 大人1,000円、小人（小学生以下）
500円、2歳以下無料　＊要事前申込
問合せ／音のはらっぱ　☎ 080-6747-4606 未

0歳から楽しむ　Christmas concert　
～クラリネット・ピアノで奏でる～
12月10日（土）　①13：40開場　14：00開演
　　　　　　　　②15：25開場　15：45開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／くるみ割り人形、ミッキーマウスマーチ、クリス
マスメドレー 他
出演／Ensemble CIEL VERT（クラリネット：今井芙
美香、ピアノ：山﨑美都）
料金／全席自由 500円(0歳～) ＊要事前予約
問合せ／Ensemble CIEL VERT（今井）
☎044-814-0543（平日13時～19時） 未

第156回あさお芸術のまちコンサート
ユニヴァーサル　～For You～ 
あさおパラアート展
11月20日（日）　12：30開場
会場／新百合トウェンティワンホール（地下2階） ホール
ホワイエ

AKchoir クリスマスコンサート 2022
12月14日（水）　18：00開場　19：00開演
曲目／鬼無亮仁（作詞作曲）：Harmony
出演／指揮：鬼無亮仁、ソリスト：Kaz Kato
料金／全席自由 一般4,000円
問合せ／AKchoir事務局 　☎090-6039-3913 未

★第13回
　音楽大学オーケストラ・フェスティバル
11月23日（水・祝）　14：30開場　15：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第2番（昭和音楽大学）、交響
曲第1番（洗足学園音楽大学）
出演／昭和音楽大学（指揮：梅田俊明）、洗足学園音楽
大学（指揮：秋山和慶）
12月4日（日）　14：30開場　15：00開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」（1919
年版）、R.シュトラウス：交響詩「死と変容」（東京音楽
大学）、シベリウス：交響曲第2番（国立音楽大学）
出演／東京音楽大学（指揮：広上淳一）、国立音楽大学
（指揮：尾高忠明）
料金／全席指定 通し券3,000円、1回券1,000円
＊通し券は12/3、10の東京芸術劇場公演も含む 託

かわさきジャズ2022
Colorful JAZZ!  with special guest
春風亭昇太
11月12日（土）　17：30開場　18：00開演

会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／タイガーラグ 他
出演／ピアノ：細川千尋、パーカッション：はたけやま
裕、ギター：浅利史花、スペシャルゲスト：春風亭昇太
料金／全席指定 一般5,000円、U25席2,500円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

託

★かわさきジャズ2022
　JUNKO ONISHI in KAWASAKI
　～JUNKO ONISHI OUARTET & JUNKO 
　ONISHI presents THE ORCHESTRA
11月13日（日）　16：00開場　17：00開演

曲目／＜第1部＞Wind Rose、It’s a Fine Day 他
＜第2部＞Naughty Ghost、Both Sides Now、
Suite Estaciones 他
出演／【第1部】JUNKO ONISHI QUARTET（ピアノ：大西
順子、ベース：井上陽介、ドラムス：吉良創太、パーカッション：
大儀見元）【第2部】JUNKO ONISHI presents THE 
ORCHESTRA
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、U25 S席
3,000円、U25A席2,500円

★ジョナサン・ノット指揮　東京交響楽団
　R.シュトラウス：歌劇「サロメ」全1幕
11月18日（金）　18：00開場　19：00開演

曲目／R. シュトラウス：歌劇「サロメ」全1幕（演奏会形式・
ドイツ語上演・字幕付）
出演／指揮：ジョナサン・ノット、サロメ：アスミク・グリ
ゴリアン、ヘロディアス：ターニャ・アリアーネ・バウムガル
トナー、ヘロデ：ミカエル・ヴェイニウス、ヨカナーン：
トマス・トマソン、演出監修：サー・トーマス・アレン 他
料金／全席指定 S席15,000円、A席12,000円、B席
9,000円、C席6,000円、U25（小学生～25歳以下）：
各席半額 託

★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181回　11月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、ラヴェル：
ピアノ協奏曲、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：三浦謙司
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・要学生証）
第182回　12月3日（土）　13：15開場　14：00開演

曲目／フォーレ：パヴァーヌ（合唱付き）、レクイエム
（1893年版/ラター校訂）、ラヴェル：組曲「マ・メール・
ロワ」、ボレロ
出演／指揮：藤岡幸夫、ソプラノ：砂川涼子、バリトン：
与那城敬、合唱：東響コーラス
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券：1,000円（要問
合せ、要学生証） 託

託

ⓒYoshinobu Fukaya

ⓒHiromi NAGATOMOⓒShin Yamagishi

★MUZA スペシャル・ナイトコンサート　 
　ザ・キングズ・シンガーズ
12月13日（火）　18：00開場　19：00開演

曲目／伝承曲（デイヴィッド・ウィルコックス編曲）：明日は
わたしが踊る日、～昔のクリスマス・キャロル～Ancient 
carols reimagined、久石譲：I WAS THERE（委嘱作品／
世界初演） 他
出演／カウンターテナー：パトリック・ダナキー、エド
ワード・バトン、テナー：ジュリアン・グレゴリー、バリトン：
クリストファー・ブリュートン、ニック・アシュビー、バス：
ジョナサン・ハワード
料金／全席指定 一般5,000円、U25（小学生～25歳）
2,000円 託

ⓒRebecca Reid.

音楽とこころの発達相談室　ムジカ・バンビーノ
第4回相談会「子どものことばの発達」
［未就学児の保護者対象］
11月26日（土）　14：00
会場／昭和音楽大学 南校舎3F 音楽療法室
講師／新谷ゆかり（言語聴覚士・公認心理士・
大学院修士課程2年）
問合せ／昭和音楽大学
☎044-953-1121
(地域連携推進室まで)
Mail／bambino@tosei-showa-music.ac.jp

＊事前申込制第5回クラシックアンサンブルの夕べ
12月16日（金）　17：00開場　18：00開演
会場／多摩市民館
曲目／ベートーヴェン：交響曲第九番四楽章(合唱付き)、
ビゼー：歌劇「カルメン」より「闘牛士の歌」、坂本龍一：
戦場のメリークリスマス
出演／テノール：井出司、バリトン：高橋宏典、ソプラノ：渡辺
祥子、メゾソプラノ：北園彩佳、司会・ピアノ：
末武稀更、エレクトーン：内藤香里、合唱：
多摩ソーシャルデザインセンター合唱団
問合せ／公益社団法人 川崎西法人会
☎044-980-4131 ＊事前申込制

かわさきジャズ2022
Senzoku Jazz Heritage Vol.4
“Big Band JAM”
11月12日（土）　13：00開演
洗足学園音楽大学からLIVE配信を予定。
出演／ピアノ：ユキ・アリマサ、
トランペット：原朋直 他
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

動 画 配 信

配信（無料）は
こちらから

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第29回　大田佳弘ピアノリサイタル
12月18日（日）　13：00開場　13：30開演

会場／アクトスタジオ
曲目／シベリウス：もみの木、リスト：3つの演奏会用練習
曲より 第3曲ため息、ドビュッシー：映像 第1集 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ピアノ：大田佳弘
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

吉川洋子・林田誠デュオコンサート
12月11日（日） 　13：30開場　14：00開演
会場／糀ホール
曲目／セヴラック：休暇の日々から 第1集、シューベルト：
幻想曲 へ短調、ラヴェル：マ・メール・ロワ、シューマン：
「東洋の絵」6つの即興曲
出演／ピアノ：吉川洋子、林田誠
料金／全席自由 一般前売2,500円、学生1,500円
＊当日券は＋500円
問合せ／デュオコンサート実行委員会(神奈川公演)
☎090-1794-6101

未

出展／県立麻生養護学校アートコース（美術・音楽グ
ループ）、麻生市民館 麻生青年教室、川崎授産学園、か
わさきミュージックチャレンジ、特定非営利活動法人
ぶらりば、ピカソ・カレッジ
ホールコンサート
11月20日（日）　12：30開場　13：30開演 
会場／新百合トウェンティワンホール（地下２階）
曲目／WAになっておどろう、愛の挨拶、マイフェアレ
ディ～より「踊りあかそう」、見上げてごらん夜の星を、
手のひらを太陽に、ありがとうの花（手話と歌） 他
出演／麻生市民館 麻生青年教室（パフォーマンス）、ト
リオ ヴィオレット（ピアノ：山川真奈、ヴィオラ：有山志
音、クラリネット：阿嶋優希）、もりもも（ソプラノ：きのし
たももか、ピアノ：森遥香）、ことこと（ハープ：黒岩姫奈乃、マ
リンバ：小嶋義貴）、川崎青葉幼稚園園児有志（うた）
ミニコンサート
11月20日（日）
①12：30開演　②12：55開演　③14：35開演
会場／新百合トウェンティワンビルロビー（地下1階）、
ホール　ホワイエ(地下2階)
曲目／ジュピター、アメイジング・グレイス、赤いスイー
トピー、主よ 人の望みの喜びを、花は咲く 他
出演／青山恵（ハープ）、ラ・メール（ウクレレ：田口靖子、
ウクレレ＆ギター：山本なつ子）
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116

和楽音楽集団　第1回定期演奏会
12月4日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／久石譲（編曲 後藤洋）：となりのトトロ～コンサート
バンドのためのセレクション、C.M.シェーンベルク（編曲 
森田一浩）：ミュージカル『レ・ミゼラブル』より 他
出演／指揮：勝田優作、演奏：和楽音楽集団
問合せ／事務局　☎080-4175-1786

にこママウインドアンサンブル
第14回定期演奏会
11月23日（水・祝）　13：00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／スパーク：オリエント急行、ひとりぼっちの晩餐
会～美女と野獣より～、星野源：ドラえもん、交響組曲
「シネマトリロジー」～スタジオジブリコレクション～
第一楽章「Sky Fight」 他
出演／指揮：北川りく
＊事前申込制
問合せ／第14回定期演奏会実行委員
☎090-4240-1645（平日午前中のみ）

音楽監督：末永隆一
料金／全席自由 一般3,500円、子ども（高校生以下）
1,500円　＊要事前予約
問合せ／ミュージック・マーケット（株）
☎044-813-3409 未

会場／麻生市民館
出演／大西学園中高等学校吹奏楽部
料金／全席自由 前売700円、当日900円
問合せ／大西学園　☎044-722-2332

料金／全席指定 一般7,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

未

美しき青きドナウ、天国と地獄序曲 、アイーダ行進曲、
魔法使いの弟子 、吹奏楽の部：バックトゥザフューチャー
より、銀河鉄道999、祝典のための音楽
出演／管弦楽：川崎市民交響楽団、吹奏楽：川崎市立富士
見中学校吹奏楽部、川響管打楽器セクション、指揮：三原明人
料金／全席自由 500円、高校生以下無料
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）
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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…未就学児入場可託…託児あり 未…未就学児入場可託…託児あり

次回1月10日発刊号は、2023年
1月11日から3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。
11月11日締め切り
＊掲載無料

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

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
11月16日（水）、30日（水）、12月7日（水）、21日（水）、
1月11日（水）　17：30開演
11月17日（木）、12月1日（木）、15日（木）、1月12日
（木）19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の
砂漠、朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

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263回例会
<ライヴ録音で聴く、コンサート・ベスト2021>
11月25日（金）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
曲目／ブラームス：交響曲第4番、ラフマニノフ：交響曲
第2番、ビジェガス：アルハンブラ宮殿の思い出、モーツァ
ルト：ピアノ協奏曲第23番、ショパン：ピアノ協奏曲第1番
出演／お話：森紀
第264回例会
＜バレンボイムを聴く＆観る～指揮者篇＞
12月22日（木）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
曲目／エルガー：チェロ協奏曲（デュ・プレ独奏） 他
出演／お話：中村宏朗
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

パラアート・ミーティング
障がい福祉施設等での音楽ワークショップの
アイデア
～誰もが参加できて誰とでもできる楽しい音遊び･
音楽づくり～
11月14日（月）　12：30開場　13：00開講
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
講師／南條由起（ヴァイオリン・認定ワークショップ
デザイナー）
※要事前申込
問合せ／(公財)川崎市文化財団　☎044-272-7366

公 開 講 座

横浜フィルハーモニー管弦楽団
第86回定期演奏会
12月17日（土）　17：30開場　18：30開演
曲目／ヒンデミット：交響曲「画家マティス」、ブラームス：
交響曲第4番

中央大学管弦楽団 第88回定期演奏会
12月16日（金）　18：00開場　18：45開演
曲目／ストラヴィンスキー：交響曲第1番、シューベルト：
交響曲第7番「未完成」、サン＝サーンス：歌劇『サムソン
とデリラ』より「バッカナール」
出演／指揮：佐藤寿一
料金／全席指定 1,000円
問合せ／中央大学管弦楽団 総務(佐々木)
☎070-1518-0809

早稲田大学交響楽団 第211回定期演奏会
12月15日(木)　18：00開場　19：00開演
曲目／ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲第3番、R.シュ
トラウス：交響詩「死と浄化」、サン＝サーンス：交響曲
第3番「オルガン付き」
出演／指揮：寺岡清高、オルガン：村田奈々
料金／全席指定 S席3,500円、A席3,000円、B席
2,500円、学生A席2,500円、学生B席2,000円、神奈川
県内在学在住の中高生500円
問合せ／早稲田大学交響楽団　☎03-3204-3585

読売日本交響楽団　第7回川崎マチネーシリーズ
1月15日（日）　14：00開演
曲目／黛敏郎：曼荼羅交響曲、マーラー：交響曲第6番 
イ短調「悲劇的」
出演／指揮：山田和樹、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
☎0570-00-4390（10時～18時）

オルケストル デ ベル 第6回定期演奏会
12月18日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」
より“ポロネーズ”、ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲
第5番
出演／指揮：水戸博之、ヴァイオリン：奥村愛
料金／全席指定 1,500円
問合せ／オルケストル デ ベル事務局
☎050-5243-9169

◇昭和音楽大学
　第29回コンチェルト定期演奏会
11月12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／モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番、プロコ
フィエフ：ピアノ協奏曲第3番、コープランド：クラリ
ネット協奏曲、シェーヌ：トランペット協奏曲第1番、
吉松隆： サイバーバード協奏曲
出演／指揮：海老原光、ピアノ：長谷川愛華、深海侑希、クラ
リネット：松倉完太郎、トランペット：今村碧、サクソフォーン：
向原湧大、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

◇【音楽療法講座】 第2回
　「すべての人の健康を支える音楽ー障がいの
　ある人のための、そして認知症・介護予防の
　ための音楽療法ー」
11月20日（日）　13：30開場　14：00開講  
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／講師：伊志嶺理沙
料金／一般1,500円、学生1,000円　＊小～高校生無料
申込期間／11月14日(月)まで
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

◇[教養講座］「ロマン派音楽の世界」
　～シューベルトとショパン～
　第4回　ショパン第2章
12月3日（土）　14：00開場　14：30開講  

◇昭和音楽大学　第47回メサイア
12月10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／ヘンデル：メサイア（英語歌唱、日本語字幕付）
出演／指揮：時任康文、ソプラノ：佐藤寛子、アルト：
菊池未来、テノール：髙橋大、バス：平賀僚太、管弦楽：
昭和音楽大学管弦楽団、合唱：昭和音楽大学合唱団
料金／全席指定 S席2,700円、A席2,200円、B席
1,700円、学生（B席のみ）1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第36回定期演奏会 
　～アメリカ吹奏楽界の巨匠コーポロン来日
　公演～
12月4日（日）　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／ジェイ・ケネディ：カタパルト、高昌帥：トレス・
リサイエ・カルデ、ジョン・マッキー：大切な宝に人は
涙する、ケヴィン・デイ：“協奏曲”ウインドアンサン
ブルのための、アルトゥロ・マルケス：ダンソン第2番、
阿部勇一：交響詩“鯨と海”、ジェリー・ジルー：交響曲
第6番“ブルー・マーブル”
出演／指揮：ユージーン. M. コーポロン、福本信太郎、
加藤明久、演奏：昭和音楽大学吹奏楽団
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

◇昭和音楽大学管弦楽団　第41回定期演奏会
11月20日（日）　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／ワーグナー：歌劇「リエンツィ」序曲、ラフマニノフ：
パガニーニの主題による狂詩曲、ブラームス：交響曲第2番
出演／指揮：梅田俊明、ピアノ：黒木雪音
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

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
12月12日（月）　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
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり、ピアノ：石渡洸貴、
アシスタント・メゾソプラノ：中原彩月
料金／全席自由 1,200円
※初回の方のみ別途歌集代1,400円
※当日券のみ（13：15～）
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
　第九演奏会 
12月28日（水）　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／ベートーヴェン：《フィデリオ》序曲、交響曲第9番
「合唱付」
出演／指揮：山下一史、ソプラノ：福留なぎさ、アルト：
杉山沙織、テノール：髙橋大、バス：後藤春馬、合唱指揮：
山舘冬樹、合唱：昭和音楽大学合唱団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、学生（B席のみ）1,500円

第2回かわさきピアノコンクール
11月12日（土）、13日（日）　11：00開演
問合せ／かわさきピアノコンクール運営委員会
☎090-6164-0606

演歌の花道コンサート
11月22日（火）　13：30開場　14：00開演
内容／伝説の歌番組が劇場に見事再現!テレビ東京の
伝説の歌番組「演歌の花道」。往年の名物セットその
ままに、日本歌謡界を代表する名曲、ヒット曲の数々!
出演／大月みやこ、川中美幸、鳥羽一郎
料金／全席指定 7,000円
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～17時）

グラールウインドオーケストラ
ウインターコンサート VOL.21
12月17日（土）　13：20開場　14：00開演 
問合せ／演奏会事務局（平日20時以降）
☎070-2831-6167

2022ー少年の祭典「ボレロ」ー
12月11日（日）　16：00開演
＊詳細は7ページに

川崎市消防音楽隊定期演奏会
1月21日（土）　13：00開場　14：00開演
出演／川崎市消防音楽隊、カラーガード隊
申込方法／往復はがきに住所、入場希望者全員の氏名
（2人まで）を記載し
〒216-0011 宮前区犬蔵1-10-2　消防音楽隊
まで。締切は12月16日（金）（消印有効)　
＊応募者多数の場合は抽選
問合せ／川崎市消防音楽隊　☎044-975-0119

SING! MOVE! SMILE! コンサート
～耳で聴き、からだで感じて、心に残るひとときを～
11月20日（日）　①13：00開場　13：15開演
　　　　　　　　②14：30開場　14：45開演 
会場／CAFE&SPACE L.D.K.
出演／ボーカル、キーボード、鍵盤ハーモニカ、打楽器
他:宮本由季、酒井英利子
料金／全席自由 中学生以上800円、3歳以上500円、
3歳未満（席不要の場合）無料
問合せ／音楽ユニットPentas（ペンタス）
☎090-3240-2981 未

11・12月号の情報は10月21日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。

ムジカ・パストラーレ第23回定期演奏会
11月19日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／多摩市民館　
曲目／ドヴォルザーク：スラブ舞曲　作品46の1、チェロ
協奏曲、交響曲第8番
出演／指揮：直井大輔、チェロ：森義丸
料金／全席自由 500円
予約方法／ticket_info@musica-pastorale.com
より申込、当日12：30より会場窓口にて現金と引換
問合せ／チケット予約　☎080-3455-6255

チャリティNo34　ひとひらのあいコンサート
12月25日（日）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／＜Ⅰ．アカペラの響き＞グレゴリオ聖歌：Hodie 他
＜Ⅱ．混声合唱で歌うなつかCM曲・NHKみんなの歌
より＞この木なんの木、めざめ、ちいさな木の実、北風
小僧の寒太郎、宗谷岬、南の島のハメハメハ大王
＜Ⅲゲスト演奏＞、＜Ⅳ．たのしいクリスマスソング＞
アルカデルト：アヴェマリア、天なる神には、ひいらぎ
かざろう、ホワイトクリスマス、ハレルヤ、聖夜
出演／指揮：片野秀俊、ピアノ：井熊康子、ゲスト：パン
フルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵以子
料金／全席自由　大人1,500円、小学生500円
問合せ／登戸混声合唱団（渡部）
☎080-5097-2362

多 摩 区
2022多摩区3大学コンサート
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／専修大学：Emo Hill、日本女子大学：マンドリン
クラブ、明治大学：Wind orchestra
問合せ／多摩区役所企画課
☎044-935-3147（平日8時半～17時15分）

川崎吹奏楽団　第51回定期演奏会
12月3日（土）　14：45開場予定　15：30開演
会場／多摩市民館
曲目／【第1部】稲穂の波、栄冠は君に輝く、アパラチアの
春 より抜粋、ウエストサイドストーリーセレクション
【第2部】うちなーポップ・コレクション、ベスト・フレンド、
童神、椰子の実【フィナーレ】五つの沖縄民謡による組曲
出演／指揮：田中旭
問合せ／総務（鶴田）　☎045-873-6695

しんゆりジャズスクエア
vol.56　11月11日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／I Left My Heart In San Francisco、Autumn 
Leaves、On the Sunny Side of the Street、Lullaby 
of Birdland、A Foggy Day、A Man and A Woman　など
出演／ヴォーカル：須田晶子、寝占友梨絵、廣瀬みちる、
ギター：田辺充邦、ドラムス：利光玲奈、ベース：佐瀬正
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

麻 生 区

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
11月16日（水）　①17：00開演　②18：00開演
12月18日（日）　開演時間未定
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

「大人のリフレッシュ・コンサート」
～ヴァイオリンとピアノの共鳴～
音楽で楽しむ世界旅行
11月30日（水）　14：00開演
会場／有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
曲目／ドイツ(バッハ：G線上のアリア)、チェコ（スメタナ：
わが故郷より）、ポーランド（ショパン：小犬のワルツ）、
アルゼンチン(ピアソラ）、イギリス（エルガー) 他
出演／ヴァイオリン：南條由起、ピアノ：横山歩
※要事前申込
問合せ／文化パートナーズかわさき（玉井）
☎090-7009-1047

Vortragsabend　第3回 門下発表会
1月9日（月・祝）　13：45開場　14：00開演

★MUZAパイプオルガン
　クリスマス・コンサート2022
12月24日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／J.S.バッハ：前奏曲とフーガ ハ長調、さやかに
星はきらめき（オー・ホーリー・ナイト）、「オペラ座の怪
人」メドレー、「ノートルダムの鐘」より ゴット・ヘルプ、
「美女と野獣」より 愛せぬならば、「マンマ・ミーア!」よ
り ダンシング・クイーン 他
出演／パイプオルガン：大木麻理、ヴォーカル：岡幸二郎、
吉岡小鼓音、中井智彦、池谷祐子、コーラス：昭和音楽大学、
洗足学園音楽大学、演出：原純
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生～25歳)
1,500円 託

会場／川崎市民プラザ　ふるさと劇場
曲目／オペラアリア、オペレッタ、ドイツ歌曲、イタリア
歌曲、日本歌曲　
出演／ソプラノ:倉谷千明、テノール：西岡慎介、ピアノ：
北村まりえ 他
問合せ／チムズミュージック　☎050-5243-2215

出演／指揮：伊藤翔
料金／全席指定 一般1,000円、65歳以上当日券に限り
500円
問合せ／横浜フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎080-3313-5851

会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

イベント登録ページ

★MUZAランチタイムコンサート
　東京交響楽団 金管五重奏『Principals!』
12月19日（月）　11：30開場　12：10開演
曲目／クリスマスメドレー 他
出演／東京交響楽団 金管五重奏（トランペット：佐藤
友紀、澤田真人、ホルン：上間善之、トロンボーン：鳥塚
心輔、テューバ：近藤陽一）
料金／全席指定 500円 託

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。

＊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

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。

第157回
あさお芸術のまちコンサート～For You～
12月25日（日）　①12：40開場　13：00開演 
　　　　　　　　②14：10開場　14：30開演
事前申込／12月2日（金）締切
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／クリスマスメドレー、モーツァルト：アレルヤ、
レハール：オペレッタ「ジプシーの恋」から ツィンバロン
の響きを聴けば 他
出演／音楽工房 Le pont（ルポン）
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5116

クリスマス・ファミリーフェスタ
12月17日（土）　11：00～15：00
会場／川崎市民プラザ
内容／クリスマスソングショー（11：30開演）、ハンド
ベルコンサート（13：00開演）、タップダンスショー
（14：00開演）
出演／ピアチェーレ、上智大学ハンドベルクワイア、
中央大学タップダンスサークルFreiheit
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

スターダンサーズ・バレエ団公演
「くるみ割り人形」全2幕
11月26日（土）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　　②14：15開場　15：00開演
　　27日（日）　　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
出演／スターダンサーズ・バレエ団、指揮：田中良和、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
合唱：ゆりがおか児童合唱団
料金／全席指定 SS席10,000円、S席9,000円、S席
子ども6,000円、A席6,000円、A席子ども4,000円、
B席3,000円、B席子ども2,000円、C席1,000円
※料金は消費税込み。
※子どもは4歳～中学生対象。4歳未満の入場不可。
※C席は舞台の一部が見えにくい見切れ席（スターダン
　サーズ・バレエ団のみ取扱）
※2階・3階は前方に手すりがあるため、1～3列目の
　お席は舞台の一部が見えにくい場合あり。
※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合
　があり。
問合せ／公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団
☎ 03-3401-2293

第17回 ザ ハートフル コンサート 
大西学園中高等学校吹奏楽部演奏会
1月9日（月・祝）　15：30開場　16：00開演 

山の音楽舎アートシアター in しんゆり2022
うたと打楽器による音楽劇「ラッセのにわで」
11月12日(土)　①10：45開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：45開場　14：00開演
会場／しんゆり21ホール
出演／伊野香織、飯原道代(ナラティブシアター土の子)、
原田正俊、川中美樹
料金／親子ペア2,500円、こども追加1,000円、大人
2,000円、大人サポートチケット3,000円
＊要事前申込
問合せ／山の音楽舎　☎044-951-2834

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第89回
11月27日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／シューマン：「マンフレッド」序曲、ヴァイオリン
協奏曲 ニ短調、ベートーヴェン：交響曲第2番
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ヴァイオリン：アンティエ・
ヴァイトハース
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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
《奇跡のデュオ》 堀米ゆず子＆ヴァレリー・アファナシエフ
12月10日（土）　12：45開場　13：30開演
曲目／J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、
シューベルト：3つのピアノ曲より 第2番、ヴァイオリン
とピアノのためのソナタ、ブラームス：ヴァイオリンと
ピアノのためのソナタ 第1番「雨の歌」
出演／ヴァイオリン：堀米ゆず子、ピアノ：ヴァレリー・
アファナシエフ

★MUZAジルベスターコンサート2022
12月31日（土）　14：00開場　15：00開演
曲目／モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 
ハ長調、チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番
出演／指揮：秋山和慶、フルート：瀧本実里、ハープ：後藤
里緒、ヴァイオリン：荒井里桜、ピアノ：黒木雪音、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円、C席4,000円、U25（小学生～25歳以下）：
各席種半額 託

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　特別演奏会
ベートーヴェン第九　for Children
12月7日（水）　18：15開場　19：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：三ツ橋敬子、ソリスト：冨平安希子、山下裕賀、
村上公太、三戸大久、合唱：神奈川フィル合唱団、管弦楽：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席7,000円、A席5,000円、B席
4,000円、小学生～18歳以下無料（12/1まで要申込、
19歳以上の保護者1名以上（S席10％オフ）の要同伴）
問合せ／神奈川フィル・チケットサービス
☎045-226-5107

2022 かわさき市民第九コンサート
12月11日（日）　13：00開場　14：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／J.シュトラウス：喜歌劇「こうもり」序曲、ベートー
ヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／管弦楽：宮前フィルハーモニー交響楽団、合唱：
2022かわさき市民第九合唱団、指揮：村上寿昭、ソプ
ラノ：廣田美穂、アルト：吉村恵、テノール：井ノ上了吏、
バリトン：小野寺光
料金／全席指定 S席2,500円、A席2,000円、B席
1,500円
問合せ／かわさき市民第九コンサート実行委員会
☎080-7752-8252

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース企画制作演習企画公演 
「BARITONE VARIATION SOUND
バリトンサックスが切り拓く可能性」
11月24日（木）　18：30開場　19：00開演 
曲目／Ricercare No.6、Escualo、Spain 他
出演／バリトン倶楽部、ゲスト：田中靖人 
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,500円
「かのんぷ♪と奏でよう＠しんゆり
～みんなでつながるLOVEのこころ～」
12月8日（木）　17：30開場　18：00開演 
曲目／しんゆりのうた、小さな手 他
出演／かのんぷ♪（中村里衣・中村大介）、ヴァイオリン：
Ai、パーカッション：中丸達也、ベース：吉岡満則
料金／全席指定 一般2,200円、学生(3歳～）1,000円
※3歳未満の入場不可
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
問合せ／昭和音楽大学アートマネジメントコース企画
制作室　☎044-959-5121（平日10時～17時） 未

川崎市民交響楽団
創立70周年記念第196回定期演奏会
11月20日（日）　13：20開場　14：00開演
曲目／管弦楽の部：スターウォーズより、ドラクエⅣ序曲、

音のはらっぱ
～こどもと聴きたいコンサート～vol.2
12月16日（金）　10：15開場 10：30開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／手遊びうた、「くるみ割り人形」より、クリスマス
メドレー 他
出演／うたのおねえさん：よねやまかなこ、フルート：
岩井志帆、ピアノ：望月香菜子
料金／全席自由 大人1,000円、小人（小学生以下）
500円、2歳以下無料　＊要事前申込
問合せ／音のはらっぱ　☎ 080-6747-4606 未

0歳から楽しむ　Christmas concert　
～クラリネット・ピアノで奏でる～
12月10日（土）　①13：40開場　14：00開演
　　　　　　　　②15：25開場　15：45開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／くるみ割り人形、ミッキーマウスマーチ、クリス
マスメドレー 他
出演／Ensemble CIEL VERT（クラリネット：今井芙
美香、ピアノ：山﨑美都）
料金／全席自由 500円(0歳～) ＊要事前予約
問合せ／Ensemble CIEL VERT（今井）
☎044-814-0543（平日13時～19時） 未

第156回あさお芸術のまちコンサート
ユニヴァーサル　～For You～ 
あさおパラアート展
11月20日（日）　12：30開場
会場／新百合トウェンティワンホール（地下2階） ホール
ホワイエ

AKchoir クリスマスコンサート 2022
12月14日（水）　18：00開場　19：00開演
曲目／鬼無亮仁（作詞作曲）：Harmony
出演／指揮：鬼無亮仁、ソリスト：Kaz Kato
料金／全席自由 一般4,000円
問合せ／AKchoir事務局 　☎090-6039-3913 未

★第13回
　音楽大学オーケストラ・フェスティバル
11月23日（水・祝）　14：30開場　15：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第2番（昭和音楽大学）、交響
曲第1番（洗足学園音楽大学）
出演／昭和音楽大学（指揮：梅田俊明）、洗足学園音楽
大学（指揮：秋山和慶）
12月4日（日）　14：30開場　15：00開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」（1919
年版）、R.シュトラウス：交響詩「死と変容」（東京音楽
大学）、シベリウス：交響曲第2番（国立音楽大学）
出演／東京音楽大学（指揮：広上淳一）、国立音楽大学
（指揮：尾高忠明）
料金／全席指定 通し券3,000円、1回券1,000円
＊通し券は12/3、10の東京芸術劇場公演も含む 託

かわさきジャズ2022
Colorful JAZZ!  with special guest
春風亭昇太
11月12日（土）　17：30開場　18：00開演

会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／タイガーラグ 他
出演／ピアノ：細川千尋、パーカッション：はたけやま
裕、ギター：浅利史花、スペシャルゲスト：春風亭昇太
料金／全席指定 一般5,000円、U25席2,500円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

託

★かわさきジャズ2022
　JUNKO ONISHI in KAWASAKI
　～JUNKO ONISHI OUARTET & JUNKO 
　ONISHI presents THE ORCHESTRA
11月13日（日）　16：00開場　17：00開演

曲目／＜第1部＞Wind Rose、It’s a Fine Day 他
＜第2部＞Naughty Ghost、Both Sides Now、
Suite Estaciones 他
出演／【第1部】JUNKO ONISHI QUARTET（ピアノ：大西
順子、ベース：井上陽介、ドラムス：吉良創太、パーカッション：
大儀見元）【第2部】JUNKO ONISHI presents THE 
ORCHESTRA
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、U25 S席
3,000円、U25A席2,500円

★ジョナサン・ノット指揮　東京交響楽団
　R.シュトラウス：歌劇「サロメ」全1幕
11月18日（金）　18：00開場　19：00開演

曲目／R. シュトラウス：歌劇「サロメ」全1幕（演奏会形式・
ドイツ語上演・字幕付）
出演／指揮：ジョナサン・ノット、サロメ：アスミク・グリ
ゴリアン、ヘロディアス：ターニャ・アリアーネ・バウムガル
トナー、ヘロデ：ミカエル・ヴェイニウス、ヨカナーン：
トマス・トマソン、演出監修：サー・トーマス・アレン 他
料金／全席指定 S席15,000円、A席12,000円、B席
9,000円、C席6,000円、U25（小学生～25歳以下）：
各席半額 託

★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181回　11月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、ラヴェル：
ピアノ協奏曲、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：三浦謙司
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・要学生証）
第182回　12月3日（土）　13：15開場　14：00開演

曲目／フォーレ：パヴァーヌ（合唱付き）、レクイエム
（1893年版/ラター校訂）、ラヴェル：組曲「マ・メール・
ロワ」、ボレロ
出演／指揮：藤岡幸夫、ソプラノ：砂川涼子、バリトン：
与那城敬、合唱：東響コーラス
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券：1,000円（要問
合せ、要学生証） 託

託

ⓒYoshinobu Fukaya

ⓒHiromi NAGATOMOⓒShin Yamagishi

★MUZA スペシャル・ナイトコンサート　 
　ザ・キングズ・シンガーズ
12月13日（火）　18：00開場　19：00開演

曲目／伝承曲（デイヴィッド・ウィルコックス編曲）：明日は
わたしが踊る日、～昔のクリスマス・キャロル～Ancient 
carols reimagined、久石譲：I WAS THERE（委嘱作品／
世界初演） 他
出演／カウンターテナー：パトリック・ダナキー、エド
ワード・バトン、テナー：ジュリアン・グレゴリー、バリトン：
クリストファー・ブリュートン、ニック・アシュビー、バス：
ジョナサン・ハワード
料金／全席指定 一般5,000円、U25（小学生～25歳）
2,000円 託

ⓒRebecca Reid.

音楽とこころの発達相談室　ムジカ・バンビーノ
第4回相談会「子どものことばの発達」
［未就学児の保護者対象］
11月26日（土）　14：00
会場／昭和音楽大学 南校舎3F 音楽療法室
講師／新谷ゆかり（言語聴覚士・公認心理士・
大学院修士課程2年）
問合せ／昭和音楽大学
☎044-953-1121
(地域連携推進室まで)
Mail／bambino@tosei-showa-music.ac.jp

＊事前申込制第5回クラシックアンサンブルの夕べ
12月16日（金）　17：00開場　18：00開演
会場／多摩市民館
曲目／ベートーヴェン：交響曲第九番四楽章(合唱付き)、
ビゼー：歌劇「カルメン」より「闘牛士の歌」、坂本龍一：
戦場のメリークリスマス
出演／テノール：井出司、バリトン：高橋宏典、ソプラノ：渡辺
祥子、メゾソプラノ：北園彩佳、司会・ピアノ：
末武稀更、エレクトーン：内藤香里、合唱：
多摩ソーシャルデザインセンター合唱団
問合せ／公益社団法人 川崎西法人会
☎044-980-4131 ＊事前申込制

かわさきジャズ2022
Senzoku Jazz Heritage Vol.4
“Big Band JAM”
11月12日（土）　13：00開演
洗足学園音楽大学からLIVE配信を予定。
出演／ピアノ：ユキ・アリマサ、
トランペット：原朋直 他
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

動 画 配 信

配信（無料）は
こちらから

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第29回　大田佳弘ピアノリサイタル
12月18日（日）　13：00開場　13：30開演

会場／アクトスタジオ
曲目／シベリウス：もみの木、リスト：3つの演奏会用練習
曲より 第3曲ため息、ドビュッシー：映像 第1集 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ピアノ：大田佳弘
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

吉川洋子・林田誠デュオコンサート
12月11日（日） 　13：30開場　14：00開演
会場／糀ホール
曲目／セヴラック：休暇の日々から 第1集、シューベルト：
幻想曲 へ短調、ラヴェル：マ・メール・ロワ、シューマン：
「東洋の絵」6つの即興曲
出演／ピアノ：吉川洋子、林田誠
料金／全席自由 一般前売2,500円、学生1,500円
＊当日券は＋500円
問合せ／デュオコンサート実行委員会(神奈川公演)
☎090-1794-6101

未

出展／県立麻生養護学校アートコース（美術・音楽グ
ループ）、麻生市民館 麻生青年教室、川崎授産学園、か
わさきミュージックチャレンジ、特定非営利活動法人
ぶらりば、ピカソ・カレッジ
ホールコンサート
11月20日（日）　12：30開場　13：30開演 
会場／新百合トウェンティワンホール（地下２階）
曲目／WAになっておどろう、愛の挨拶、マイフェアレ
ディ～より「踊りあかそう」、見上げてごらん夜の星を、
手のひらを太陽に、ありがとうの花（手話と歌） 他
出演／麻生市民館 麻生青年教室（パフォーマンス）、ト
リオ ヴィオレット（ピアノ：山川真奈、ヴィオラ：有山志
音、クラリネット：阿嶋優希）、もりもも（ソプラノ：きのし
たももか、ピアノ：森遥香）、ことこと（ハープ：黒岩姫奈乃、マ
リンバ：小嶋義貴）、川崎青葉幼稚園園児有志（うた）
ミニコンサート
11月20日（日）
①12：30開演　②12：55開演　③14：35開演
会場／新百合トウェンティワンビルロビー（地下1階）、
ホール　ホワイエ(地下2階)
曲目／ジュピター、アメイジング・グレイス、赤いスイー
トピー、主よ 人の望みの喜びを、花は咲く 他
出演／青山恵（ハープ）、ラ・メール（ウクレレ：田口靖子、
ウクレレ＆ギター：山本なつ子）
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116

和楽音楽集団　第1回定期演奏会
12月4日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／久石譲（編曲 後藤洋）：となりのトトロ～コンサート
バンドのためのセレクション、C.M.シェーンベルク（編曲 
森田一浩）：ミュージカル『レ・ミゼラブル』より 他
出演／指揮：勝田優作、演奏：和楽音楽集団
問合せ／事務局　☎080-4175-1786

にこママウインドアンサンブル
第14回定期演奏会
11月23日（水・祝）　13：00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／スパーク：オリエント急行、ひとりぼっちの晩餐
会～美女と野獣より～、星野源：ドラえもん、交響組曲
「シネマトリロジー」～スタジオジブリコレクション～
第一楽章「Sky Fight」 他
出演／指揮：北川りく
＊事前申込制
問合せ／第14回定期演奏会実行委員
☎090-4240-1645（平日午前中のみ）

音楽監督：末永隆一
料金／全席自由 一般3,500円、子ども（高校生以下）
1,500円　＊要事前予約
問合せ／ミュージック・マーケット（株）
☎044-813-3409 未

会場／麻生市民館
出演／大西学園中高等学校吹奏楽部
料金／全席自由 前売700円、当日900円
問合せ／大西学園　☎044-722-2332

料金／全席指定 一般7,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

未

美しき青きドナウ、天国と地獄序曲 、アイーダ行進曲、
魔法使いの弟子 、吹奏楽の部：バックトゥザフューチャー
より、銀河鉄道999、祝典のための音楽
出演／管弦楽：川崎市民交響楽団、吹奏楽：川崎市立富士
見中学校吹奏楽部、川響管打楽器セクション、指揮：三原明人
料金／全席自由 500円、高校生以下無料
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）
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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…未就学児入場可託…託児あり 未…未就学児入場可託…託児あり

次回1月10日発刊号は、2023年
1月11日から3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。
11月11日締め切り
＊掲載無料

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

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
11月16日（水）、30日（水）、12月7日（水）、21日（水）、
1月11日（水）　17：30開演
11月17日（木）、12月1日（木）、15日（木）、1月12日
（木）19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の
砂漠、朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

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263回例会
<ライヴ録音で聴く、コンサート・ベスト2021>
11月25日（金）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
曲目／ブラームス：交響曲第4番、ラフマニノフ：交響曲
第2番、ビジェガス：アルハンブラ宮殿の思い出、モーツァ
ルト：ピアノ協奏曲第23番、ショパン：ピアノ協奏曲第1番
出演／お話：森紀
第264回例会
＜バレンボイムを聴く＆観る～指揮者篇＞
12月22日（木）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室
曲目／エルガー：チェロ協奏曲（デュ・プレ独奏） 他
出演／お話：中村宏朗
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

パラアート・ミーティング
障がい福祉施設等での音楽ワークショップの
アイデア
～誰もが参加できて誰とでもできる楽しい音遊び･
音楽づくり～
11月14日（月）　12：30開場　13：00開講
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
講師／南條由起（ヴァイオリン・認定ワークショップ
デザイナー）
※要事前申込
問合せ／(公財)川崎市文化財団　☎044-272-7366

公 開 講 座

横浜フィルハーモニー管弦楽団
第86回定期演奏会
12月17日（土）　17：30開場　18：30開演
曲目／ヒンデミット：交響曲「画家マティス」、ブラームス：
交響曲第4番

中央大学管弦楽団 第88回定期演奏会
12月16日（金）　18：00開場　18：45開演
曲目／ストラヴィンスキー：交響曲第1番、シューベルト：
交響曲第7番「未完成」、サン＝サーンス：歌劇『サムソン
とデリラ』より「バッカナール」
出演／指揮：佐藤寿一
料金／全席指定 1,000円
問合せ／中央大学管弦楽団 総務(佐々木)
☎070-1518-0809

早稲田大学交響楽団 第211回定期演奏会
12月15日(木)　18：00開場　19：00開演
曲目／ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲第3番、R.シュ
トラウス：交響詩「死と浄化」、サン＝サーンス：交響曲
第3番「オルガン付き」
出演／指揮：寺岡清高、オルガン：村田奈々
料金／全席指定 S席3,500円、A席3,000円、B席
2,500円、学生A席2,500円、学生B席2,000円、神奈川
県内在学在住の中高生500円
問合せ／早稲田大学交響楽団　☎03-3204-3585

読売日本交響楽団　第7回川崎マチネーシリーズ
1月15日（日）　14：00開演
曲目／黛敏郎：曼荼羅交響曲、マーラー：交響曲第6番 
イ短調「悲劇的」
出演／指揮：山田和樹、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
☎0570-00-4390（10時～18時）

オルケストル デ ベル 第6回定期演奏会
12月18日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」
より“ポロネーズ”、ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲
第5番
出演／指揮：水戸博之、ヴァイオリン：奥村愛
料金／全席指定 1,500円
問合せ／オルケストル デ ベル事務局
☎050-5243-9169

◇昭和音楽大学
　第29回コンチェルト定期演奏会
11月12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／モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番、プロコ
フィエフ：ピアノ協奏曲第3番、コープランド：クラリ
ネット協奏曲、シェーヌ：トランペット協奏曲第1番、
吉松隆： サイバーバード協奏曲
出演／指揮：海老原光、ピアノ：長谷川愛華、深海侑希、クラ
リネット：松倉完太郎、トランペット：今村碧、サクソフォーン：
向原湧大、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

◇【音楽療法講座】 第2回
　「すべての人の健康を支える音楽ー障がいの
　ある人のための、そして認知症・介護予防の
　ための音楽療法ー」
11月20日（日）　13：30開場　14：00開講  
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
出演／講師：伊志嶺理沙
料金／一般1,500円、学生1,000円　＊小～高校生無料
申込期間／11月14日(月)まで
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

◇[教養講座］「ロマン派音楽の世界」
　～シューベルトとショパン～
　第4回　ショパン第2章
12月3日（土）　14：00開場　14：30開講  

◇昭和音楽大学　第47回メサイア
12月10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／ヘンデル：メサイア（英語歌唱、日本語字幕付）
出演／指揮：時任康文、ソプラノ：佐藤寛子、アルト：
菊池未来、テノール：髙橋大、バス：平賀僚太、管弦楽：
昭和音楽大学管弦楽団、合唱：昭和音楽大学合唱団
料金／全席指定 S席2,700円、A席2,200円、B席
1,700円、学生（B席のみ）1,000円

◇昭和音楽大学吹奏楽団 第36回定期演奏会 
　～アメリカ吹奏楽界の巨匠コーポロン来日
　公演～
12月4日（日）　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／ジェイ・ケネディ：カタパルト、高昌帥：トレス・
リサイエ・カルデ、ジョン・マッキー：大切な宝に人は
涙する、ケヴィン・デイ：“協奏曲”ウインドアンサン
ブルのための、アルトゥロ・マルケス：ダンソン第2番、
阿部勇一：交響詩“鯨と海”、ジェリー・ジルー：交響曲
第6番“ブルー・マーブル”
出演／指揮：ユージーン. M. コーポロン、福本信太郎、
加藤明久、演奏：昭和音楽大学吹奏楽団
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

◇昭和音楽大学管弦楽団　第41回定期演奏会
11月20日（日）　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／ワーグナー：歌劇「リエンツィ」序曲、ラフマニノフ：
パガニーニの主題による狂詩曲、ブラームス：交響曲第2番
出演／指揮：梅田俊明、ピアノ：黒木雪音
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

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
12月12日（月）　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
出演／解説・ソプラノ：萩原かおり、ピアノ：石渡洸貴、
アシスタント・メゾソプラノ：中原彩月
料金／全席自由 1,200円
※初回の方のみ別途歌集代1,400円
※当日券のみ（13：15～）
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
　第九演奏会 
12月28日（水）　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／ベートーヴェン：《フィデリオ》序曲、交響曲第9番
「合唱付」
出演／指揮：山下一史、ソプラノ：福留なぎさ、アルト：
杉山沙織、テノール：髙橋大、バス：後藤春馬、合唱指揮：
山舘冬樹、合唱：昭和音楽大学合唱団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、学生（B席のみ）1,500円

第2回かわさきピアノコンクール
11月12日（土）、13日（日）　11：00開演
問合せ／かわさきピアノコンクール運営委員会
☎090-6164-0606

演歌の花道コンサート
11月22日（火）　13：30開場　14：00開演
内容／伝説の歌番組が劇場に見事再現!テレビ東京の
伝説の歌番組「演歌の花道」。往年の名物セットその
ままに、日本歌謡界を代表する名曲、ヒット曲の数々!
出演／大月みやこ、川中美幸、鳥羽一郎
料金／全席指定 7,000円
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～17時）

グラールウインドオーケストラ
ウインターコンサート VOL.21
12月17日（土）　13：20開場　14：00開演 
問合せ／演奏会事務局（平日20時以降）
☎070-2831-6167

2022ー少年の祭典「ボレロ」ー
12月11日（日）　16：00開演
＊詳細は7ページに

川崎市消防音楽隊定期演奏会
1月21日（土）　13：00開場　14：00開演
出演／川崎市消防音楽隊、カラーガード隊
申込方法／往復はがきに住所、入場希望者全員の氏名
（2人まで）を記載し
〒216-0011 宮前区犬蔵1-10-2　消防音楽隊
まで。締切は12月16日（金）（消印有効)　
＊応募者多数の場合は抽選
問合せ／川崎市消防音楽隊　☎044-975-0119

SING! MOVE! SMILE! コンサート
～耳で聴き、からだで感じて、心に残るひとときを～
11月20日（日）　①13：00開場　13：15開演
　　　　　　　　②14：30開場　14：45開演 
会場／CAFE&SPACE L.D.K.
出演／ボーカル、キーボード、鍵盤ハーモニカ、打楽器
他:宮本由季、酒井英利子
料金／全席自由 中学生以上800円、3歳以上500円、
3歳未満（席不要の場合）無料
問合せ／音楽ユニットPentas（ペンタス）
☎090-3240-2981 未

11・12月号の情報は10月21日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。

ムジカ・パストラーレ第23回定期演奏会
11月19日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／多摩市民館　
曲目／ドヴォルザーク：スラブ舞曲　作品46の1、チェロ
協奏曲、交響曲第8番
出演／指揮：直井大輔、チェロ：森義丸
料金／全席自由 500円
予約方法／ticket_info@musica-pastorale.com
より申込、当日12：30より会場窓口にて現金と引換
問合せ／チケット予約　☎080-3455-6255

チャリティNo34　ひとひらのあいコンサート
12月25日（日）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／＜Ⅰ．アカペラの響き＞グレゴリオ聖歌：Hodie 他
＜Ⅱ．混声合唱で歌うなつかCM曲・NHKみんなの歌
より＞この木なんの木、めざめ、ちいさな木の実、北風
小僧の寒太郎、宗谷岬、南の島のハメハメハ大王
＜Ⅲゲスト演奏＞、＜Ⅳ．たのしいクリスマスソング＞
アルカデルト：アヴェマリア、天なる神には、ひいらぎ
かざろう、ホワイトクリスマス、ハレルヤ、聖夜
出演／指揮：片野秀俊、ピアノ：井熊康子、ゲスト：パン
フルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵以子
料金／全席自由　大人1,500円、小学生500円
問合せ／登戸混声合唱団（渡部）
☎080-5097-2362

多 摩 区
2022多摩区3大学コンサート
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／専修大学：Emo Hill、日本女子大学：マンドリン
クラブ、明治大学：Wind orchestra
問合せ／多摩区役所企画課
☎044-935-3147（平日8時半～17時15分）

川崎吹奏楽団　第51回定期演奏会
12月3日（土）　14：45開場予定　15：30開演
会場／多摩市民館
曲目／【第1部】稲穂の波、栄冠は君に輝く、アパラチアの
春 より抜粋、ウエストサイドストーリーセレクション
【第2部】うちなーポップ・コレクション、ベスト・フレンド、
童神、椰子の実【フィナーレ】五つの沖縄民謡による組曲
出演／指揮：田中旭
問合せ／総務（鶴田）　☎045-873-6695

しんゆりジャズスクエア
vol.56　11月11日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／I Left My Heart In San Francisco、Autumn 
Leaves、On the Sunny Side of the Street、Lullaby 
of Birdland、A Foggy Day、A Man and A Woman　など
出演／ヴォーカル：須田晶子、寝占友梨絵、廣瀬みちる、
ギター：田辺充邦、ドラムス：利光玲奈、ベース：佐瀬正
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
障がい者割引2,000円
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

麻 生 区

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
11月16日（水）　①17：00開演　②18：00開演
12月18日（日）　開演時間未定
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

「大人のリフレッシュ・コンサート」
～ヴァイオリンとピアノの共鳴～
音楽で楽しむ世界旅行
11月30日（水）　14：00開演
会場／有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
曲目／ドイツ(バッハ：G線上のアリア)、チェコ（スメタナ：
わが故郷より）、ポーランド（ショパン：小犬のワルツ）、
アルゼンチン(ピアソラ）、イギリス（エルガー) 他
出演／ヴァイオリン：南條由起、ピアノ：横山歩
※要事前申込
問合せ／文化パートナーズかわさき（玉井）
☎090-7009-1047

Vortragsabend　第3回 門下発表会
1月9日（月・祝）　13：45開場　14：00開演

★MUZAパイプオルガン
　クリスマス・コンサート2022
12月24日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／J.S.バッハ：前奏曲とフーガ ハ長調、さやかに
星はきらめき（オー・ホーリー・ナイト）、「オペラ座の怪
人」メドレー、「ノートルダムの鐘」より ゴット・ヘルプ、
「美女と野獣」より 愛せぬならば、「マンマ・ミーア!」よ
り ダンシング・クイーン 他
出演／パイプオルガン：大木麻理、ヴォーカル：岡幸二郎、
吉岡小鼓音、中井智彦、池谷祐子、コーラス：昭和音楽大学、
洗足学園音楽大学、演出：原純
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生～25歳)
1,500円 託

会場／川崎市民プラザ　ふるさと劇場
曲目／オペラアリア、オペレッタ、ドイツ歌曲、イタリア
歌曲、日本歌曲　
出演／ソプラノ:倉谷千明、テノール：西岡慎介、ピアノ：
北村まりえ 他
問合せ／チムズミュージック　☎050-5243-2215

出演／指揮：伊藤翔
料金／全席指定 一般1,000円、65歳以上当日券に限り
500円
問合せ／横浜フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎080-3313-5851

会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

イベント登録ページ

★MUZAランチタイムコンサート
　東京交響楽団 金管五重奏『Principals!』
12月19日（月）　11：30開場　12：10開演
曲目／クリスマスメドレー 他
出演／東京交響楽団 金管五重奏（トランペット：佐藤
友紀、澤田真人、ホルン：上間善之、トロンボーン：鳥塚
心輔、テューバ：近藤陽一）
料金／全席指定 500円 託

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。

＊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

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。

第157回
あさお芸術のまちコンサート～For You～
12月25日（日）　①12：40開場　13：00開演 
　　　　　　　　②14：10開場　14：30開演
事前申込／12月2日（金）締切
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／クリスマスメドレー、モーツァルト：アレルヤ、
レハール：オペレッタ「ジプシーの恋」から ツィンバロン
の響きを聴けば 他
出演／音楽工房 Le pont（ルポン）
問合せ／麻生区役所地域振興課　☎044-965-5116

クリスマス・ファミリーフェスタ
12月17日（土）　11：00～15：00
会場／川崎市民プラザ
内容／クリスマスソングショー（11：30開演）、ハンド
ベルコンサート（13：00開演）、タップダンスショー
（14：00開演）
出演／ピアチェーレ、上智大学ハンドベルクワイア、
中央大学タップダンスサークルFreiheit
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

スターダンサーズ・バレエ団公演
「くるみ割り人形」全2幕
11月26日（土）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　　②14：15開場　15：00開演
　　27日（日）　　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
出演／スターダンサーズ・バレエ団、指揮：田中良和、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
合唱：ゆりがおか児童合唱団
料金／全席指定 SS席10,000円、S席9,000円、S席
子ども6,000円、A席6,000円、A席子ども4,000円、
B席3,000円、B席子ども2,000円、C席1,000円
※料金は消費税込み。
※子どもは4歳～中学生対象。4歳未満の入場不可。
※C席は舞台の一部が見えにくい見切れ席（スターダン
　サーズ・バレエ団のみ取扱）
※2階・3階は前方に手すりがあるため、1～3列目の
　お席は舞台の一部が見えにくい場合あり。
※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合
　があり。
問合せ／公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団
☎ 03-3401-2293

第17回 ザ ハートフル コンサート 
大西学園中高等学校吹奏楽部演奏会
1月9日（月・祝）　15：30開場　16：00開演 

山の音楽舎アートシアター in しんゆり2022
うたと打楽器による音楽劇「ラッセのにわで」
11月12日(土)　①10：45開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：45開場　14：00開演
会場／しんゆり21ホール
出演／伊野香織、飯原道代(ナラティブシアター土の子)、
原田正俊、川中美樹
料金／親子ペア2,500円、こども追加1,000円、大人
2,000円、大人サポートチケット3,000円
＊要事前申込
問合せ／山の音楽舎　☎044-951-2834

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第89回
11月27日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／シューマン：「マンフレッド」序曲、ヴァイオリン
協奏曲 ニ短調、ベートーヴェン：交響曲第2番
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ヴァイオリン：アンティエ・
ヴァイトハース
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

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
《奇跡のデュオ》 堀米ゆず子＆ヴァレリー・アファナシエフ
12月10日（土）　12：45開場　13：30開演
曲目／J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、
シューベルト：3つのピアノ曲より 第2番、ヴァイオリン
とピアノのためのソナタ、ブラームス：ヴァイオリンと
ピアノのためのソナタ 第1番「雨の歌」
出演／ヴァイオリン：堀米ゆず子、ピアノ：ヴァレリー・
アファナシエフ

★MUZAジルベスターコンサート2022
12月31日（土）　14：00開場　15：00開演
曲目／モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 
ハ長調、チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番
出演／指揮：秋山和慶、フルート：瀧本実里、ハープ：後藤
里緒、ヴァイオリン：荒井里桜、ピアノ：黒木雪音、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円、C席4,000円、U25（小学生～25歳以下）：
各席種半額 託

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　特別演奏会
ベートーヴェン第九　for Children
12月7日（水）　18：15開場　19：00開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：三ツ橋敬子、ソリスト：冨平安希子、山下裕賀、
村上公太、三戸大久、合唱：神奈川フィル合唱団、管弦楽：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席7,000円、A席5,000円、B席
4,000円、小学生～18歳以下無料（12/1まで要申込、
19歳以上の保護者1名以上（S席10％オフ）の要同伴）
問合せ／神奈川フィル・チケットサービス
☎045-226-5107

2022 かわさき市民第九コンサート
12月11日（日）　13：00開場　14：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／J.シュトラウス：喜歌劇「こうもり」序曲、ベートー
ヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／管弦楽：宮前フィルハーモニー交響楽団、合唱：
2022かわさき市民第九合唱団、指揮：村上寿昭、ソプ
ラノ：廣田美穂、アルト：吉村恵、テノール：井ノ上了吏、
バリトン：小野寺光
料金／全席指定 S席2,500円、A席2,000円、B席
1,500円
問合せ／かわさき市民第九コンサート実行委員会
☎080-7752-8252

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース企画制作演習企画公演 
「BARITONE VARIATION SOUND
バリトンサックスが切り拓く可能性」
11月24日（木）　18：30開場　19：00開演 
曲目／Ricercare No.6、Escualo、Spain 他
出演／バリトン倶楽部、ゲスト：田中靖人 
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,500円
「かのんぷ♪と奏でよう＠しんゆり
～みんなでつながるLOVEのこころ～」
12月8日（木）　17：30開場　18：00開演 
曲目／しんゆりのうた、小さな手 他
出演／かのんぷ♪（中村里衣・中村大介）、ヴァイオリン：
Ai、パーカッション：中丸達也、ベース：吉岡満則
料金／全席指定 一般2,200円、学生(3歳～）1,000円
※3歳未満の入場不可
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
問合せ／昭和音楽大学アートマネジメントコース企画
制作室　☎044-959-5121（平日10時～17時） 未

川崎市民交響楽団
創立70周年記念第196回定期演奏会
11月20日（日）　13：20開場　14：00開演
曲目／管弦楽の部：スターウォーズより、ドラクエⅣ序曲、

音のはらっぱ
～こどもと聴きたいコンサート～vol.2
12月16日（金）　10：15開場 10：30開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／手遊びうた、「くるみ割り人形」より、クリスマス
メドレー 他
出演／うたのおねえさん：よねやまかなこ、フルート：
岩井志帆、ピアノ：望月香菜子
料金／全席自由 大人1,000円、小人（小学生以下）
500円、2歳以下無料　＊要事前申込
問合せ／音のはらっぱ　☎ 080-6747-4606 未

0歳から楽しむ　Christmas concert　
～クラリネット・ピアノで奏でる～
12月10日（土）　①13：40開場　14：00開演
　　　　　　　　②15：25開場　15：45開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／くるみ割り人形、ミッキーマウスマーチ、クリス
マスメドレー 他
出演／Ensemble CIEL VERT（クラリネット：今井芙
美香、ピアノ：山﨑美都）
料金／全席自由 500円(0歳～) ＊要事前予約
問合せ／Ensemble CIEL VERT（今井）
☎044-814-0543（平日13時～19時） 未

第156回あさお芸術のまちコンサート
ユニヴァーサル　～For You～ 
あさおパラアート展
11月20日（日）　12：30開場
会場／新百合トウェンティワンホール（地下2階） ホール
ホワイエ

AKchoir クリスマスコンサート 2022
12月14日（水）　18：00開場　19：00開演
曲目／鬼無亮仁（作詞作曲）：Harmony
出演／指揮：鬼無亮仁、ソリスト：Kaz Kato
料金／全席自由 一般4,000円
問合せ／AKchoir事務局 　☎090-6039-3913 未

★第13回
　音楽大学オーケストラ・フェスティバル
11月23日（水・祝）　14：30開場　15：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第2番（昭和音楽大学）、交響
曲第1番（洗足学園音楽大学）
出演／昭和音楽大学（指揮：梅田俊明）、洗足学園音楽
大学（指揮：秋山和慶）
12月4日（日）　14：30開場　15：00開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」（1919
年版）、R.シュトラウス：交響詩「死と変容」（東京音楽
大学）、シベリウス：交響曲第2番（国立音楽大学）
出演／東京音楽大学（指揮：広上淳一）、国立音楽大学
（指揮：尾高忠明）
料金／全席指定 通し券3,000円、1回券1,000円
＊通し券は12/3、10の東京芸術劇場公演も含む 託

かわさきジャズ2022
Colorful JAZZ!  with special guest
春風亭昇太
11月12日（土）　17：30開場　18：00開演

会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／タイガーラグ 他
出演／ピアノ：細川千尋、パーカッション：はたけやま
裕、ギター：浅利史花、スペシャルゲスト：春風亭昇太
料金／全席指定 一般5,000円、U25席2,500円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

託

★かわさきジャズ2022
　JUNKO ONISHI in KAWASAKI
　～JUNKO ONISHI OUARTET & JUNKO 
　ONISHI presents THE ORCHESTRA
11月13日（日）　16：00開場　17：00開演

曲目／＜第1部＞Wind Rose、It’s a Fine Day 他
＜第2部＞Naughty Ghost、Both Sides Now、
Suite Estaciones 他
出演／【第1部】JUNKO ONISHI QUARTET（ピアノ：大西
順子、ベース：井上陽介、ドラムス：吉良創太、パーカッション：
大儀見元）【第2部】JUNKO ONISHI presents THE 
ORCHESTRA
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、U25 S席
3,000円、U25A席2,500円

★ジョナサン・ノット指揮　東京交響楽団
　R.シュトラウス：歌劇「サロメ」全1幕
11月18日（金）　18：00開場　19：00開演

曲目／R. シュトラウス：歌劇「サロメ」全1幕（演奏会形式・
ドイツ語上演・字幕付）
出演／指揮：ジョナサン・ノット、サロメ：アスミク・グリ
ゴリアン、ヘロディアス：ターニャ・アリアーネ・バウムガル
トナー、ヘロデ：ミカエル・ヴェイニウス、ヨカナーン：
トマス・トマソン、演出監修：サー・トーマス・アレン 他
料金／全席指定 S席15,000円、A席12,000円、B席
9,000円、C席6,000円、U25（小学生～25歳以下）：
各席半額 託

★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181回　11月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、ラヴェル：
ピアノ協奏曲、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：三浦謙司
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・要学生証）
第182回　12月3日（土）　13：15開場　14：00開演

曲目／フォーレ：パヴァーヌ（合唱付き）、レクイエム
（1893年版/ラター校訂）、ラヴェル：組曲「マ・メール・
ロワ」、ボレロ
出演／指揮：藤岡幸夫、ソプラノ：砂川涼子、バリトン：
与那城敬、合唱：東響コーラス
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券：1,000円（要問
合せ、要学生証） 託

託

ⓒYoshinobu Fukaya

ⓒHiromi NAGATOMOⓒShin Yamagishi

★MUZA スペシャル・ナイトコンサート　 
　ザ・キングズ・シンガーズ
12月13日（火）　18：00開場　19：00開演

曲目／伝承曲（デイヴィッド・ウィルコックス編曲）：明日は
わたしが踊る日、～昔のクリスマス・キャロル～Ancient 
carols reimagined、久石譲：I WAS THERE（委嘱作品／
世界初演） 他
出演／カウンターテナー：パトリック・ダナキー、エド
ワード・バトン、テナー：ジュリアン・グレゴリー、バリトン：
クリストファー・ブリュートン、ニック・アシュビー、バス：
ジョナサン・ハワード
料金／全席指定 一般5,000円、U25（小学生～25歳）
2,000円 託

ⓒRebecca Reid.

音楽とこころの発達相談室　ムジカ・バンビーノ
第4回相談会「子どものことばの発達」
［未就学児の保護者対象］
11月26日（土）　14：00
会場／昭和音楽大学 南校舎3F 音楽療法室
講師／新谷ゆかり（言語聴覚士・公認心理士・
大学院修士課程2年）
問合せ／昭和音楽大学
☎044-953-1121
(地域連携推進室まで)
Mail／bambino@tosei-showa-music.ac.jp

＊事前申込制第5回クラシックアンサンブルの夕べ
12月16日（金）　17：00開場　18：00開演
会場／多摩市民館
曲目／ベートーヴェン：交響曲第九番四楽章(合唱付き)、
ビゼー：歌劇「カルメン」より「闘牛士の歌」、坂本龍一：
戦場のメリークリスマス
出演／テノール：井出司、バリトン：高橋宏典、ソプラノ：渡辺
祥子、メゾソプラノ：北園彩佳、司会・ピアノ：
末武稀更、エレクトーン：内藤香里、合唱：
多摩ソーシャルデザインセンター合唱団
問合せ／公益社団法人 川崎西法人会
☎044-980-4131 ＊事前申込制

かわさきジャズ2022
Senzoku Jazz Heritage Vol.4
“Big Band JAM”
11月12日（土）　13：00開演
洗足学園音楽大学からLIVE配信を予定。
出演／ピアノ：ユキ・アリマサ、
トランペット：原朋直 他
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

動 画 配 信

配信（無料）は
こちらから

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第29回　大田佳弘ピアノリサイタル
12月18日（日）　13：00開場　13：30開演

会場／アクトスタジオ
曲目／シベリウス：もみの木、リスト：3つの演奏会用練習
曲より 第3曲ため息、ドビュッシー：映像 第1集 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ピアノ：大田佳弘
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

吉川洋子・林田誠デュオコンサート
12月11日（日） 　13：30開場　14：00開演
会場／糀ホール
曲目／セヴラック：休暇の日々から 第1集、シューベルト：
幻想曲 へ短調、ラヴェル：マ・メール・ロワ、シューマン：
「東洋の絵」6つの即興曲
出演／ピアノ：吉川洋子、林田誠
料金／全席自由 一般前売2,500円、学生1,500円
＊当日券は＋500円
問合せ／デュオコンサート実行委員会(神奈川公演)
☎090-1794-6101

未

出展／県立麻生養護学校アートコース（美術・音楽グ
ループ）、麻生市民館 麻生青年教室、川崎授産学園、か
わさきミュージックチャレンジ、特定非営利活動法人
ぶらりば、ピカソ・カレッジ
ホールコンサート
11月20日（日）　12：30開場　13：30開演 
会場／新百合トウェンティワンホール（地下２階）
曲目／WAになっておどろう、愛の挨拶、マイフェアレ
ディ～より「踊りあかそう」、見上げてごらん夜の星を、
手のひらを太陽に、ありがとうの花（手話と歌） 他
出演／麻生市民館 麻生青年教室（パフォーマンス）、ト
リオ ヴィオレット（ピアノ：山川真奈、ヴィオラ：有山志
音、クラリネット：阿嶋優希）、もりもも（ソプラノ：きのし
たももか、ピアノ：森遥香）、ことこと（ハープ：黒岩姫奈乃、マ
リンバ：小嶋義貴）、川崎青葉幼稚園園児有志（うた）
ミニコンサート
11月20日（日）
①12：30開演　②12：55開演　③14：35開演
会場／新百合トウェンティワンビルロビー（地下1階）、
ホール　ホワイエ(地下2階)
曲目／ジュピター、アメイジング・グレイス、赤いスイー
トピー、主よ 人の望みの喜びを、花は咲く 他
出演／青山恵（ハープ）、ラ・メール（ウクレレ：田口靖子、
ウクレレ＆ギター：山本なつ子）
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116

和楽音楽集団　第1回定期演奏会
12月4日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／久石譲（編曲 後藤洋）：となりのトトロ～コンサート
バンドのためのセレクション、C.M.シェーンベルク（編曲 
森田一浩）：ミュージカル『レ・ミゼラブル』より 他
出演／指揮：勝田優作、演奏：和楽音楽集団
問合せ／事務局　☎080-4175-1786

にこママウインドアンサンブル
第14回定期演奏会
11月23日（水・祝）　13：00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／スパーク：オリエント急行、ひとりぼっちの晩餐
会～美女と野獣より～、星野源：ドラえもん、交響組曲
「シネマトリロジー」～スタジオジブリコレクション～
第一楽章「Sky Fight」 他
出演／指揮：北川りく
＊事前申込制
問合せ／第14回定期演奏会実行委員
☎090-4240-1645（平日午前中のみ）

音楽監督：末永隆一
料金／全席自由 一般3,500円、子ども（高校生以下）
1,500円　＊要事前予約
問合せ／ミュージック・マーケット（株）
☎044-813-3409 未

会場／麻生市民館
出演／大西学園中高等学校吹奏楽部
料金／全席自由 前売700円、当日900円
問合せ／大西学園　☎044-722-2332

料金／全席指定 一般7,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

未

美しき青きドナウ、天国と地獄序曲 、アイーダ行進曲、
魔法使いの弟子 、吹奏楽の部：バックトゥザフューチャー
より、銀河鉄道999、祝典のための音楽
出演／管弦楽：川崎市民交響楽団、吹奏楽：川崎市立富士
見中学校吹奏楽部、川響管打楽器セクション、指揮：三原明人
料金／全席自由 500円、高校生以下無料
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）



問合せ／『川崎夜市』実行委員会事務局
TEL：044-272-6636（10:00～18:00）※木曜定休 問合せ／ボレロを楽しむ会事務局　TEL：044-853-1649

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　TEL：044-544-9641

川崎夜市×
2022

̶少年の祭典「ボレロ」̶第1回

　川崎ゆかりのミュージシャンやジャズピア
ニストの国分弘子プロデュースステージが夜
市を盛り上げます！

コロナ禍で2年続けてオンライン開催となって
いましたが、今年は3年ぶりにホールで開催します。

一般公募した市民が、
ラヴェル作曲「ボレロ」他を演奏します。
生演奏の醍醐味をお楽しみください。

●日時／11月22日（火）、23日（水・祝）
●会場／川崎駅東口駅前広場 特設ステージ＆

ラ チッタデッラ内 中央噴水広場

●日時／12月11日（日）16:00開演
●会場／カルッツかわさき

（川崎市スポーツ・文化総合センター）
●出演／指揮：安部 順子、酒井克久

2022―少年の祭典「ボレロ」―
市民オーケストラ・コーラス
花岡陽子スパニッシュダンスカンパニー

のミュートンスタンプラリー開催中！のミュートンスタンプラリー開催中！

入場無料 荒天中止

「音楽のまち・かわさき」に飛び出して、スタンプラリーに参加しよう。

詳しい参加方法などは　
こちらから▶

最新情報は
こちらから

　「おんまち・みぞのくちライブ～ドレミ
ファミュートン～川崎市消防音楽隊～」
の動画（ダイジェスト版）を公開中!
　子どもたちが手作りマラカ
スを使ってリズムを楽しむ様
子や、かわさきミュートンのダ
ンスもお楽しみください。

　親子で音楽を楽しみながらスタンプコン
プリート!
　スタンプポイントは市内音楽施設や親
子音楽イベント、ミュートンシールは川崎市
菓子協議会の対象菓子に貼ってあるよ。

ミュートンスタンプかシールを
3つ集めると、お好きなミュー
トングッズをプレゼントします。

・脱プラスティック ミュートン紙製
 ファイル
・ミュートン付箋
・ミュートンLINEスタンプ

〈7〉

＊『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 ̶

おんまち・みぞのくちライブの動画公開中おんまち・みぞのくちライブの動画公開中

入場
無料
入場
無料
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・脱プラスティック ミュートン紙製
 ファイル
・ミュートン付箋
・ミュートンLINEスタンプ

〈7〉

＊『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。
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おんまち・みぞのくちライブの動画公開中おんまち・みぞのくちライブの動画公開中

入場
無料
入場
無料

音楽を通してSDGs（持続可能な開発目標）にアプローチする団体をご紹介 聴覚に障がいのある人もない人も楽しめるコンサートのご紹介

リトルクラシック in Kawasakiリトルクラシック in Kawasaki

●日時／
　11月19日(土)14:00開演
●会場／糀ホール
●料金／
　一般3,000円、
　高校生以下2,000円

◆日時／
12月3日（土）17:00開演（16時開場）
◆会場／ＣＬＵＢ ＣＩＴＴＡ′
◆出演／
高木里華、手話パフォーマーRIMI、
Nyanko、KAZUKI、yossy、ザ・オイオイズ、
ひっぽぽ星人、高木里華＆TAKA’s party、Sign Art、
KAZUKI feat.SMR、Three Pieces、
RIMI&アースキッズ
◆料金／Ｓ席3,000円、Ａ席2,500円（１ドリンク付き）

2004年の設立以来、小学校
をはじめ様々な場所に訪問
し、音楽を届けている団体で
す。音楽を通じた生きやすい
環境づくりを実践しています。

3年ぶりに開催される「D‘LIVE（ドライブ）」は、全国から参加する聴覚障がい者が、手話歌や
ダンスであふれる思いを伝えます。当日は、手話のできるスタッフ（大学・高校の手話サーク
ル）もお待ちしています。皆様で素敵なステージをお楽しみください。

過去６年間川崎市内の小学校で届けてきた、シェイクスピアの戯曲を使っ
た音楽プログラムを初めて市内ホールで一般公開。

子どもから大人まで楽しめる ～見て・聴いて・考えて～ 
シェイクスピア音楽劇「マクベス」

■公演情報

・小学校等への出前授業
音楽の世界に楽しく親しんでもらえる演奏
会づくり（楽器紹介、音楽物語、体験型オペ
ラ、即興演奏等）
・中原区にある居宅介護支援事業所での音
楽ワークショップ
・宮前区にある児童養護施設での音楽遊び

■出張演奏活動

コヤマドライビングスクール
チャリティーコンサート

〈8〉 ̶　　　　　　　　　　　　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

●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5年3月31日（金）までに実施されるもの。

●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5年2月28日（火）まで  ※先着順。予算の上限に達した時点で終了。

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。

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

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。

第
一
二
七
回川崎市定期能

◉チケット発売　11月7日（月） 10：00より発売（先着順）
＊全ての販売方法において座席選択が可能です。＊取扱い座席は全て共通です。

川崎市文化財団

2022年12月10日（土） 
会場：川崎能楽堂
入場料（全席指定）：
各部 正面席4,500円
　　 脇正面・中正面席 4,000円
　　 U25  3,000円※脇正面、中正面エリアのみ選択可。

　25歳以下の方。　　　　　　　　
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定期能をより
楽しむための
事 前 講 座

◆日時：2022年11月27日（日）13：00～14：30　◆会場：川崎能楽堂
◆講師：角当直隆（観世流梅若会・シテ方）、内藤幸雄（観世流梅若会・シテ方）
＊チケット購入者が対象。料金無料。 事前講座

申込フォーム

能「
楊
貴
妃
」角
当
行
雄（
撮
影
：
吉
越
研
）

◉販売方法 川崎能楽堂 TEL：044-222-7995（受付時間10時～17時／水曜定休）
窓口：川崎市川崎区日進町1-37
（受付時間10時～17時／水曜定休）
＊残数があれば販売、要問合せ。

カンフェティ TEL：0120-240-540（平日10時～18時）
WEB：川崎市文化財団のホームページよりご確認

ください。（24時間対応）

問合せ　コヤマドライビングスクール D'LIVE事務局
☎03-5459-8815  　

問合せ／リトルクラシック in Kawasaki
メール：littleclassic@forms-jp.com
☎044-931-2326  ＊出張演奏のご相談もお待ちしています。




