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筋ジスと闘い歌う小澤綾子「障害を持って働く」
2月20日（日）　13：00開場　14：00開演
出演／歌唱：小澤綾子、ギター：奥野裕介
＊予約サイトまたは電話で申込
（車イスは電話のみ）
会場・問合せ／労働会館
 (サンピアンかわさき)
☎044-222-4416（9時～20時半）

METライブビューイング2021-22シーズン
ムソルグスキー《ボリス・ゴドゥノフ》（ロシア語）
＊MET上演日：2021年10月9日
1月21日（金）～27日（木)　開演時間未定
上映時間：2時間31分（休憩なし）
会場／109シネマズ川崎
出演／指揮：セバスティアン・ヴァイグレ、演出：スティー
ヴン・ワズワース
ルネ・パーペ、デイヴィッド・バット・フィリップ、マクシム・
パステル、アイン・アンガー
料金／全席指定 一般3,700円、学生2,500円

　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

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
1月19日（水）、26日（水）　18：00～20：00
会場／ラゾーナ川崎 プラザルーファ広場
問合せ／運営委員会事務局　☎044-200-3725

野村万蔵による芸能サロン
～狂言を楽しもう～
1月22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

第125回川崎市定期能
3月12日（土）　第1部　12：30開場　13：00開演 
　　　　　　　第2部　15：30開場　16：00開演 
会場／川崎能楽堂
演目・出演／【第1部】狂言「鬼瓦」野村万蔵（和泉流）、能
「井筒 物着」観世芳伸（観世流）
【第2部】狂言「文荷」野村万蔵（和泉流）、能「融」観世恭秀
（観世流）
料金／全席指定 正面席4,500円、脇・中正面席 4,000円、
脇・中正面席（U25）3,000円（2月7日（月）より発売）
＊3月5日（土）13：00～14：30　事前講座あり
対象／本公演チケット購入者で希望する方
問合せ／川崎能楽堂　☎044-222-7995
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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

＊大ホール観覧には要事前申込
　（1月17日（月）締切）
　1階アトリウム観覧は当日先着。
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3239

2月28日よりアルテリッカしんゆり2022チケット
販売開始!
オペラ、バレエ、クラシック、ジャズ、能・狂言、落語、
和太鼓、映画、演劇 他
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちします。
詳細は公式ホームページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2022
実行委員会事務局
☎044-952-5024
（10時～16時　土日祝祭日を除く）

▲ウィズ・ミューズシリーズ
会場／アクトスタジオ
各料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円
第22回 松岡莉子ケルティックハープ・コンサート
1月23日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ダニー・ボーイ（アイルランド伝統曲）、オールド・
ラング・ザイン（スコットランド伝統曲）、あんたがた
どこさ変奏曲　※プログラムは変更になる場合あり。
第23回 ジャクロタングス　
タンゴ・クロスオーバー・コンサート
2月20日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／アストル・ピアソラ：リベルタンゴ、木田浩卓
Straight Ace、マトス・ロドリゲス：ラ・クンパルシータ
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ピアノ：加畑嶺、ベース・作曲：木田浩卓、バンド
ネオン：北村聡、ヴァイオリン：鈴木慶子、ギター：伊藤智也

★MUZAランチタイムコンサート 
抱腹絶倒!?東京交響楽団ホルンで奏でる紅白歌合戦
1月19日（水）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ショパン：ピアノ協奏曲第1番第1楽章より、チャイ
コフスキー：ピアノ協奏曲第1番第1楽章より、都はるみ：
北の宿、村田英雄：王将 他
出演／ホルン：上間善之、大野雄太、ピアノ：石井理恵、
司会：チャーリー犬和田
グラスハープの癒しの世界
2月15日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／星に願いを、カノン 他
出演／グラスハープ：大橋エリ、ギター：後藤郁夫
パイプオルガン＆トランペット　近現代のハーモニー
3月15日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ガーシュウィン：3つの前奏曲、デュリュフレ：「組曲」
よりトッカータ 他
出演／パイプオルガン：浅井美紀、トランペット：辻本憲一
各料金／全席指定 500円

★ホールアドバイザー松居直美企画
　セザール・フランク生誕200年
　メモリアル・オルガンコンサート
2月19日（土）　13：00開場　14：00開演 
＊13：20～出演者によるプレトーク
曲目／第1部「フランスのオルガン音楽の系譜とフランク」
クープラン：「修道院のためのミサ」より ティエルスをテ
ノールで、フランク: プレリュード、フーガと変奏、デュリュ
フレ：「来たれ創り主なる聖霊」によるコラール変奏曲 他
第2部「ドイツ・ロマン派とフランク」リスト：コラール
「アド ノス アド サルタレム ウンダム」によるファンタジー

 

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

1・2月号の情報は12月17日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回3月10日発刊号は、3月11日から5月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（1月14日締め切り）※掲載無料

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

★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173回　1月22日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／サン=サーンス：チェロ協奏曲第1番、交響曲第3番 
「オルガン付き」
出演／指揮：ピエール・ブリューズ、チェロ：ユリア・ハー
ゲン、オルガン：大木麻理（ミューザ川崎シンフォニー
ホール・ホールオルガニスト）
第174回　2月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、ルーセル：
バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」第2組曲、ストラ
ヴィンスキー：組曲「火の鳥」（1919年版）
出演／指揮：大友直人、ピアノ：清水和音
各料金／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）

第18回子どもの音楽の祭典
1月23日（日）　12：30開場　13：00開演
＊詳細は5ページに

小原孝ピアノリサイタル2022　
～音楽はいつも心にやさしい～
2月11日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
曲目／ラヴェル：ボレロ、カッチーニのアヴェ・マリア、
小原孝：東日本大震災心の復興支援曲「逢えてよかったね」、
ショパン：ラルゴ、樹原涼子：ラプソディ第2番 他
出演／ピアノ：小原孝（川崎市市民文化大使）、ゲスト：
ジュニア合唱団・Uni（ユニ）、指揮：中島はるみ
料金／全席指定 SS席9,900円、S席7,700円、A席
5,500円、B席3,300円
問合せ／有限会社ジル　☎044-822-8371

★MUZA ミュージック・カレッジ 
第1回　《知るーロマン派のオルガン音楽》
1月24日（月）　13：30開場　14：00開演 
内容／数々のオルガン曲を残し、自身もオルガニストと
して活躍したフランクの生涯と作品の一端を演奏と解説で。
出演／講師：井上さつき（音楽学／愛知県立芸術大学
音楽学部教授）、演奏：松居直美（ポジティフオルガン／
ミューザ川崎シンフォニーホール・アドバイザー）
第2回　《聴くー音楽を「見る」！》
2月24日（木）　13：30開場　14：00開演 
内容／音楽を《見る》ユニークな試みを豊富な事例と、
東響メンバーの演奏とともにご紹介。
出演／講師：横山真男（作曲家・明星大学情報学部教授）、
演奏：多井千洋（ヴィオラ・東京交響楽団）、濱﨑麻里子
（フルート・東京交響楽団） 他
第3回　《体験するーどなたのソナタ?あなたのソナタ!》
3月15日（火）　13：30開場　14：00開演 
内容／クラシック音楽の基本的なフォーマットである

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022《若き才能の響演》岡本侑也＆北村朋
幹 デュオ・リサイタル
3月12日（土）　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：モーツァルトの「魔笛」の主題に
よる７つの変奏曲、ウェーベルン：3つの小品 op.11、ブラー
ムス：チェロ・ソナタ第2番、プラーンク・チェロソナタ 他
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

ヒラリー・ハーン　ヴァイオリン・リサイタル
2月26日（土）　19：00開演
曲目／＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
ヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル」、ヴァイオリン・
ソナタ第10番
料金／全席指定 S席11,000円、A席8,000円、B席
6,000円、C席5,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★モーツァルト・マチネ　第48回
3月6日（日）　10：30開場　11：00開演
曲目／＜オール・モーツァルト・プログラム＞
交響曲 第25番、グラスハーモニカのためのアダージョ
とロンド、交響曲第29番
出演／指揮：井上道義、グラスハープ：大橋エリ、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

★ホールアドバイザー小川典子企画 
　「女の愛と生涯」
2月26日（土）　13：00開場　14：00開演 
＊詳細は6ページに

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
1月12日（水）、26日（水）、2月9日（水）、16日（水）、
3月2日（水）、9日（水）　17：30開演
1月13日（木）、20日（木）、27日（木）、2月3日（木）、
17日（木）、3月3日（木）、10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 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

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257回例会
＜バレンボイムを聴く＆観る（ピアニスト編）＞
1月24日（月）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室

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。

音楽芸術運営学科アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.3 
オリヴィエ・メシアン×寺山修司―あの日の希望、
私たちの永遠―
1月19日（水）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
上演作品／オリヴィエ・メシアン：『世の終わりのための
四重奏曲』、寺山修司：『白夜　An Intermezzo』 
出演／武田知久(文学座)、平体まひろ(文学座)、喜田裕也、
風間き理、ヴァイオリン：新山開、チェロ：山岸彩子、クラ
リネット：渋谷圭祐、ピアノ：氏木大地、演出：戸塚萌 
料金／全席指定 一般3,200円、学生1,700円
問合せ／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）

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。

◇音楽学部音楽芸術運営学科
　ミュージカルコース・舞台スタッフコース　
　令和3年度卒業公演「LEGALLY BLONDE
　（リーガリー・ブロンド）」
1月23日（日） 　①11：15開場　12：00開演
　　　　　　　　②16：15開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
スタッフ／演出：横山由和、音楽監督：西村勝行
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

中者あゆみ　ピアノリサイタル
1月22日（土）　17：30開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
曲目／J.S.バッハ：パルティータ 第6番、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ 第31番、リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調
料金／全席自由 一般3,000円、学生2,000円
問合せ／プレルーディオ　
☎044-953-2105（平日10時～17時）

◇令和3年度大学院修士課程 修了オペラ公演
2月13日（日）　15：45開場　16：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／大学院修士課程（オペラ）2年
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和3年度短期大学部音楽科
　バレエコース卒業公演
2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
出演／短期大学部音楽科バレエコース2年生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

◇令和3年度音楽学部・短期大学部
　ジャズコース／ポピュラー音楽コース卒業ライブ
2月27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／音楽学部・短期大学部 ジャズコース・ポピュラー
音楽コース学生
※申込方法は大学公式ウェブサイトをご確認ください。

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第24回定期演奏会
3月5日（土）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ラヴェル：クープランの墓、組曲「マ・メール・ロワ」、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
出演／指揮：飯森範親
料金／全席指定 S席3,500円、A席2,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇音楽療法講座 第3回『病気・障害と共にハッピー
　に生きる ー音楽療法の視点からー』
3月13日（日）　13：30開場　14：00開講
会場／ 昭和音楽大学 南校舎 C511教室
講師／白川ゆう子
料金／【要事前申込】一般1,500円、学生1,000円、小～
高校生無料
★昭和音楽大学ウェブサイトイベントページよりお申
　込み。

◇航空自衛隊中央音楽隊&
　昭和ウインド・シンフォニー
　キャンパスコンサート
3月6日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／ テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和3年度音楽学部音楽芸術運営学科
　バレエコース卒業公演
2月6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／音楽学部音楽芸術運営学科 バレエコース4年生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

ものまねエンターテイメント
コロッケコンサート 「勝手にやってすみません」
40th Anniversary
3月13日（日）　①13：30開場　14：30開演 
　　　　　　　②17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／アクセス
☎045-212-5555（月・水・金11時～13時／祝日を除く）

▲第4回かわさき新人声楽コンクール（本選
　審査会）
2月23日（水・祝）　12：30開場　13：00開始
料金／全席指定 1,000円
＊ミニコンサートあり（詳細はHPまで）

川崎市民交響楽団　第194回定期演奏会
1月30日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第3番、リムスキー＝コルサ
コフ：スペイン奇想曲、チャイコフスキー：イタリア奇想曲
出演／指揮：三原明人
料金／全席自由 大人1,000円、小中高生500円
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）

プラザ・アフタヌーンジャズ
Vol.4　1月16日（日）　13：30開場　14：00開演 
曲目／コール・ポーター：ナイト・アンド・デイ、ナット・ 
サイモン：ポインシアナ、リチャード・ロジャー：マイ・
ファニー・ヴァレンタイン 他
出演／大隅寿男トリオ（ドラムス：大隅寿男、ピアノ：
ハクエイ キム、ベース：金子健）、ヴォーカル＆フリュー
ゲルホーン：TOKU（スペシャルゲスト）
Vol.5　3月12日（土）　13：30開場　14：00開演
曲目／映画『黒いオルフェ』テーマ曲、ミスティ、チュニ
ジアの夜 他
出演／山本剛トリオ（ピアノ：山本剛、ドラムス：大隅寿男、
ベース：香川裕史）、トロンボーン：片岡雄三（スペシャル
ゲスト）
料金／全席自由 前売一般3,000円、U25（25歳以下の
学生・要学生証）2,000円、当日券＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第32回高津区民音楽祭
1月30日（日）
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場・屋内広場
出演／合唱、器楽、バンドなど23団体
問合せ／高津区民音楽祭運営委員会事務局（高津区
役所地域振興課内）☎044-861-3133

南武線フォーク村
第26回 フリートークコンサート
1月23日（日）　12：00開場　12：30開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／MJ、IRIS、K（ケイ）、上野恭平 他
問合せ／村長（大塚）　☎044-533-6536

戸塚区民オーケストラ　
第33回定期演奏会　創立40周年記念シリーズ
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／シベリウス：カレリア組曲、ドヴォルザーク：交響
曲第8番
出演／指揮：井崎正浩
料金／全席自由1,500円
問合せ／演奏会事務局　☎070-8488-6694 未

In Unity2022
1月22日（土）　①15:45開演
　　23日（日）　②12:15開演　③16:15開演
　　　　　　　＊開場は各15分前
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
問合せ／In Unity2022実行委員会事務局（中原区役所
地域振興課）☎044-744-3324

音楽喫茶 in なかはら
1月21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
2月18日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：佐藤政代
会場／かわさきゆめホール（南武線向河原駅より徒歩5分）
各料金／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

第6回かわさきハーモニカの集い
3月6日（日）　 11：40開場　12：10開演
会場／中原市民館
曲目／童謡・唱歌・懐メロ・演歌からクラシックまで
問合せ／川崎ハーモニカ協議会　☎044-711-6971

TAROバースデーコンサート
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
出演／オルガン：山口綾規
申込／2月4日（金）10時より電話で
会場・問合せ／川崎市岡本太郎美術館
☎044-900-9898

みんなでチャレンジコンサート
1月22日（土）　12：45開場　13：30開演
会場／川崎市総合自治会館ホール
内容／障がいのある方を中心に音楽や芸術や表現を
楽しむコンサート。最後に全員で「風になりたい」を演奏。
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

中 原 区
第108回ランチタイム・ロビーコンサート
「ヘルマンハープで映画の旅」　
1月20日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／ムーンリバー、ゴッドファーザー愛のテーマ、海の
見える街、川の流れのように、さくらさくら
出演／ヘルマンハープ：オカプラ
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

映像オペラを楽しむ会
1月例会
1月27日（木）　13：10開場　13：30開演 
曲目／プッチーニ：「外套」「ジャンニ・スキッキ」
2月例会
2月17日（木）　13：10開場　13：30開演
曲目／ワーグナー：「ローエングリン」
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 500円
問合せ／事務局（山本）　☎080-5083-2446

第21回川崎ハーモニカ音楽祭
2月4日（金）　12：00開場　12：30開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
出演／特別出演：ハーモニカ・ライナーズ
問合せ／川崎ハーモニカ協会事務局長（小山）
☎044-271-8669

第27回
外国人市民による日本語スピーチコンテスト
2月19日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／国際交流センター
出演／中国琵琶：佐々木爽
問合せ／川崎市国際交流協会　☎044-435-7000

コールなかはら50周年記念演奏会
2月20日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
出演／指揮・テノール：鈴木与志一、ソプラノ：相原れいな、
ピアノ：川井敬子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／コールなかはら代表（笠井）
☎044-799-3953

＊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

テネラメンテフィルハーモニー管弦楽団
第6回定期演奏会
3月12日（土）　18：20開場　19：00開演
曲目／<オールメンデルスゾーンプログラム> 
序曲「フィンガルの洞窟」、劇付随音楽「真夏の夜の夢」
組曲、交響曲第5番「宗教改革」管弦楽団
問合せ／管弦楽団　広報　☎050-5832-1771

★東響ミニコンサート in MUZA
　ガレリア 第91回
3月14日（月）　11：45開場　12：15開演
会場／歓喜の広場（予定）
出演／東京交響楽団メンバー
＊当日先着50席限定

Gentle Forest Jazz Band
1月28日（金）　17：30開場　18：30開演 
曲目／Like a Mainstream Band、月見るドール、
Misty、Take the “A” Train 他
出演／ジェントル・フォレスト・ジャズ・バンド（リーダー・
指揮・トロンボーン：ジェントル久保田）
料金／全席指定 S席5,800円、A席5,300円、B席
4,800円
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999（平日10時～16時）

樫本大進＆エリック・ル・サージュ
デュオ・リサイタル
2月7日（月）　19：00開演
曲目／シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第1番、第3番、
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番、第3番
料金／全席指定 S席8,000円、A席7,000円、B席
5,500円、C席4,000円　＊シニア（65歳以上）料金あり
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

古澤巖　ヴァイオリンの夜
2月9日（水）　14：00開演
曲目／アキーレ・シモネッティ：マドリガル、古澤巖：高千
穂幻想、サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、
ピアソラ：オブリビオン、R.シュトラウス：ヴァイオリン・
ソナタ 変ホ長調 第1楽章、第2楽章 他
料金／全席指定 一般4,500円、シルバー（65歳以上）
4,100円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

東京工業大学混声合唱団コール・クライネス
第56回演奏会「天地創造」
1月14日（金）　17：15開場　18：15開演
曲目／コール・クライネス団歌、ハイドン：『ラムラー叙情
詩集』より、『天地創造』全曲

マーラー祝祭オーケストラ第19回定期演奏会
1月16日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／マーラー：交響的前奏曲（1876）、「巨人」交響
形式による二部の音詩（1894年ワイマール稿／2019年
国際マーラー協会新校訂全集版）、ウーノ・クラミ：カレ
ワラ組曲 
出演／指揮：井上喜惟
料金／全席指定 2,000円
問合せ／公演事務局　☎0422-45-1585

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）

第234回 花コンサート
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
事前申込／1月17日（月）締切
会場／プラザ橘
出演／トリコロ－レ マリンバトリオ（沖田千佳、佐々木
雅代、松下彩野）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

麻 生 区
昭和歌謡ショウ
1月16日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ボーカル：元榮菜摘、新田絢加、宮下嘉彦、キー
ボード：氏木大地、ドラムス：山田祐輔、パーカッション：
谷本麻美、ベース：坂口大季、ギター：栗原陸人、サックス：
いでさきゆう、高知尾和規、月岡穂南、トランペット：金津
理仁、宇佐美仁、飯塚亮凱、トロンボーン:春木香菜絵、
工藤弦汰、ヴァイオリン：去川聖奈、上松翔太 他
料金／全席指定 3,000円、配信2,000円
問合せ／My Favorite Things 事務局
☎050-6870-9581

しんゆりジャズスクエア vol.52　
ジャズギターの 巨匠たちの 名演が蘇る! 第2弾
1月21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／Chloe、サヴォイでストンプ、Minor Mood、The 
Flintstones Theme、In A Sentimental Mood 他
出演／ギター：田辺充邦、ピアノ：清水絵理子、ベース：佐瀬
正、ドラム：吉岡大輔、ヴォーカル：紗理
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、リピーター割引2,500円
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107（9時～19時半／毎月第二月曜日休）

「ソナタ形式」は、なぜ大ヒットしたのか？ そのヒミツを
レクチャー。
出演／講師：福嶋頼秀（作編曲家）、演奏：水谷晃（ヴァイ
オリン・東京交響楽団コンサートマスター）、松岡あさひ
（ピアノ・作曲家）
会場／市民交流室
料金／全席自由 一般3,000円、3回セット券7,800円
＊2/19「松居直美企画 セザール・フランク生誕200年
　メモリアル・オルガンコンサート」のチケット購入者は
　第1回のみ1割引き

とフーガ、フランク：交響的大曲
第3部「バッハとフランク」J.S.バッハ：「装いせよ、おお、
わが魂よ」、フランク：3つのコラール 他
出演／パイプオルガン：梅干野安未（第1部）、廣江理枝
（第2部）、松居直美（第3部）
料金／全席指定 一般3,500円、U25（小学生～25歳）
1,000円

多 摩 区
第11回たま音楽祭
1月29日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩区総合庁舎 市民館大ホール、1階アトリウム
出演／＜市民館大ホール＞yucat、乙三.、New Lily 
Ensemble、ワガママSUNバンド、百合丘高校ダンス部、
狛江高校ダンス部、Winds Meeting 029
＜1階アトリウム＞ Clover、ツカダコージ、Fossette 
KIDS☆、ロストック娘☆、KABUKI age、jaja秋山幸男
デュオ

申込フォームは
こちらから

2021―少年の祭典「ボレロ」―
＊配信開始日　2022年1月中を予定
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649 

動 画 配 信

問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

神奈川県職場・一般吹奏楽連盟
吹奏楽フェスティバル
1月30日（日）　12：50開場　13：30開演 
曲目／福田洋介：「さくらのうた」「吹奏楽のための群青」
「シンフォニック・ダンス」 他
出演／フェスティバルバンド・
横浜創英中学・高等学校吹奏楽部
問合せ／神奈川県職場・一般吹奏楽連盟
事務局
☎044-750-3119（平日20時以降） 申込はこちら

未

夢こんさぁと
2月17日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／1月20日（木）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／ギター・ボーカル：IRVING KOJI
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

出演／指揮：大谷研二、佐藤環（学生指揮）、ピアノ：山部
陽子、ソプラノ:櫻井愛子、テノール：谷口洋介、バス：松平
敬、管弦楽：横浜シンフォニエッタ、チェンバロ：能登伊津子、
合唱：コール・クライネス現役団員・OV（卒団生）団員
料金／全席指定 前売1,200円、映像配信500円
問合せ／合唱団事務局　☎080-5431-8388

出演／お話：中村宏明
第258回例会
＜歴史的英雄・独裁者にかかわる音楽＞
2月22日（火）　13：00開場　13：30開演
会場／高津市民館 第一会議室
出演／お話：小澤久生
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

文化芸術活動応援事業
（会場使用料等助成）

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。

問合せ／川崎市文化財団
☎044-544-9641
詳細は左記のQRコードより
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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

＊大ホール観覧には要事前申込
　（1月17日（月）締切）
　1階アトリウム観覧は当日先着。
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3239

2月28日よりアルテリッカしんゆり2022チケット
販売開始!
オペラ、バレエ、クラシック、ジャズ、能・狂言、落語、
和太鼓、映画、演劇 他
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちします。
詳細は公式ホームページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2022
実行委員会事務局
☎044-952-5024
（10時～16時　土日祝祭日を除く）

▲ウィズ・ミューズシリーズ
会場／アクトスタジオ
各料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円
第22回 松岡莉子ケルティックハープ・コンサート
1月23日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ダニー・ボーイ（アイルランド伝統曲）、オールド・
ラング・ザイン（スコットランド伝統曲）、あんたがた
どこさ変奏曲　※プログラムは変更になる場合あり。
第23回 ジャクロタングス　
タンゴ・クロスオーバー・コンサート
2月20日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／アストル・ピアソラ：リベルタンゴ、木田浩卓
Straight Ace、マトス・ロドリゲス：ラ・クンパルシータ
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ピアノ：加畑嶺、ベース・作曲：木田浩卓、バンド
ネオン：北村聡、ヴァイオリン：鈴木慶子、ギター：伊藤智也

★MUZAランチタイムコンサート 
抱腹絶倒!?東京交響楽団ホルンで奏でる紅白歌合戦
1月19日（水）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ショパン：ピアノ協奏曲第1番第1楽章より、チャイ
コフスキー：ピアノ協奏曲第1番第1楽章より、都はるみ：
北の宿、村田英雄：王将 他
出演／ホルン：上間善之、大野雄太、ピアノ：石井理恵、
司会：チャーリー犬和田
グラスハープの癒しの世界
2月15日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／星に願いを、カノン 他
出演／グラスハープ：大橋エリ、ギター：後藤郁夫
パイプオルガン＆トランペット　近現代のハーモニー
3月15日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ガーシュウィン：3つの前奏曲、デュリュフレ：「組曲」
よりトッカータ 他
出演／パイプオルガン：浅井美紀、トランペット：辻本憲一
各料金／全席指定 500円

★ホールアドバイザー松居直美企画
　セザール・フランク生誕200年
　メモリアル・オルガンコンサート
2月19日（土）　13：00開場　14：00開演 
＊13：20～出演者によるプレトーク
曲目／第1部「フランスのオルガン音楽の系譜とフランク」
クープラン：「修道院のためのミサ」より ティエルスをテ
ノールで、フランク: プレリュード、フーガと変奏、デュリュ
フレ：「来たれ創り主なる聖霊」によるコラール変奏曲 他
第2部「ドイツ・ロマン派とフランク」リスト：コラール
「アド ノス アド サルタレム ウンダム」によるファンタジー

 

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

1・2月号の情報は12月17日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回3月10日発刊号は、3月11日から5月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（1月14日締め切り）※掲載無料

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

★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173回　1月22日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／サン=サーンス：チェロ協奏曲第1番、交響曲第3番 
「オルガン付き」
出演／指揮：ピエール・ブリューズ、チェロ：ユリア・ハー
ゲン、オルガン：大木麻理（ミューザ川崎シンフォニー
ホール・ホールオルガニスト）
第174回　2月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、ルーセル：
バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」第2組曲、ストラ
ヴィンスキー：組曲「火の鳥」（1919年版）
出演／指揮：大友直人、ピアノ：清水和音
各料金／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）

第18回子どもの音楽の祭典
1月23日（日）　12：30開場　13：00開演
＊詳細は5ページに

小原孝ピアノリサイタル2022　
～音楽はいつも心にやさしい～
2月11日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
曲目／ラヴェル：ボレロ、カッチーニのアヴェ・マリア、
小原孝：東日本大震災心の復興支援曲「逢えてよかったね」、
ショパン：ラルゴ、樹原涼子：ラプソディ第2番 他
出演／ピアノ：小原孝（川崎市市民文化大使）、ゲスト：
ジュニア合唱団・Uni（ユニ）、指揮：中島はるみ
料金／全席指定 SS席9,900円、S席7,700円、A席
5,500円、B席3,300円
問合せ／有限会社ジル　☎044-822-8371

★MUZA ミュージック・カレッジ 
第1回　《知るーロマン派のオルガン音楽》
1月24日（月）　13：30開場　14：00開演 
内容／数々のオルガン曲を残し、自身もオルガニストと
して活躍したフランクの生涯と作品の一端を演奏と解説で。
出演／講師：井上さつき（音楽学／愛知県立芸術大学
音楽学部教授）、演奏：松居直美（ポジティフオルガン／
ミューザ川崎シンフォニーホール・アドバイザー）
第2回　《聴くー音楽を「見る」！》
2月24日（木）　13：30開場　14：00開演 
内容／音楽を《見る》ユニークな試みを豊富な事例と、
東響メンバーの演奏とともにご紹介。
出演／講師：横山真男（作曲家・明星大学情報学部教授）、
演奏：多井千洋（ヴィオラ・東京交響楽団）、濱﨑麻里子
（フルート・東京交響楽団） 他
第3回　《体験するーどなたのソナタ?あなたのソナタ!》
3月15日（火）　13：30開場　14：00開演 
内容／クラシック音楽の基本的なフォーマットである

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022《若き才能の響演》岡本侑也＆北村朋
幹 デュオ・リサイタル
3月12日（土）　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：モーツァルトの「魔笛」の主題に
よる７つの変奏曲、ウェーベルン：3つの小品 op.11、ブラー
ムス：チェロ・ソナタ第2番、プラーンク・チェロソナタ 他
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

ヒラリー・ハーン　ヴァイオリン・リサイタル
2月26日（土）　19：00開演
曲目／＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
ヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル」、ヴァイオリン・
ソナタ第10番
料金／全席指定 S席11,000円、A席8,000円、B席
6,000円、C席5,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★モーツァルト・マチネ　第48回
3月6日（日）　10：30開場　11：00開演
曲目／＜オール・モーツァルト・プログラム＞
交響曲 第25番、グラスハーモニカのためのアダージョ
とロンド、交響曲第29番
出演／指揮：井上道義、グラスハープ：大橋エリ、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

★ホールアドバイザー小川典子企画 
　「女の愛と生涯」
2月26日（土）　13：00開場　14：00開演 
＊詳細は6ページに

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
1月12日（水）、26日（水）、2月9日（水）、16日（水）、
3月2日（水）、9日（水）　17：30開演
1月13日（木）、20日（木）、27日（木）、2月3日（木）、
17日（木）、3月3日（木）、10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 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

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257回例会
＜バレンボイムを聴く＆観る（ピアニスト編）＞
1月24日（月）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室

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。

音楽芸術運営学科アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.3 
オリヴィエ・メシアン×寺山修司―あの日の希望、
私たちの永遠―
1月19日（水）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
上演作品／オリヴィエ・メシアン：『世の終わりのための
四重奏曲』、寺山修司：『白夜　An Intermezzo』 
出演／武田知久(文学座)、平体まひろ(文学座)、喜田裕也、
風間き理、ヴァイオリン：新山開、チェロ：山岸彩子、クラ
リネット：渋谷圭祐、ピアノ：氏木大地、演出：戸塚萌 
料金／全席指定 一般3,200円、学生1,700円
問合せ／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）

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。

◇音楽学部音楽芸術運営学科
　ミュージカルコース・舞台スタッフコース　
　令和3年度卒業公演「LEGALLY BLONDE
　（リーガリー・ブロンド）」
1月23日（日） 　①11：15開場　12：00開演
　　　　　　　　②16：15開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
スタッフ／演出：横山由和、音楽監督：西村勝行
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

中者あゆみ　ピアノリサイタル
1月22日（土）　17：30開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
曲目／J.S.バッハ：パルティータ 第6番、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ 第31番、リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調
料金／全席自由 一般3,000円、学生2,000円
問合せ／プレルーディオ　
☎044-953-2105（平日10時～17時）

◇令和3年度大学院修士課程 修了オペラ公演
2月13日（日）　15：45開場　16：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／大学院修士課程（オペラ）2年
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和3年度短期大学部音楽科
　バレエコース卒業公演
2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
出演／短期大学部音楽科バレエコース2年生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

◇令和3年度音楽学部・短期大学部
　ジャズコース／ポピュラー音楽コース卒業ライブ
2月27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／音楽学部・短期大学部 ジャズコース・ポピュラー
音楽コース学生
※申込方法は大学公式ウェブサイトをご確認ください。

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第24回定期演奏会
3月5日（土）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ラヴェル：クープランの墓、組曲「マ・メール・ロワ」、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
出演／指揮：飯森範親
料金／全席指定 S席3,500円、A席2,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇音楽療法講座 第3回『病気・障害と共にハッピー
　に生きる ー音楽療法の視点からー』
3月13日（日）　13：30開場　14：00開講
会場／ 昭和音楽大学 南校舎 C511教室
講師／白川ゆう子
料金／【要事前申込】一般1,500円、学生1,000円、小～
高校生無料
★昭和音楽大学ウェブサイトイベントページよりお申
　込み。

◇航空自衛隊中央音楽隊&
　昭和ウインド・シンフォニー
　キャンパスコンサート
3月6日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／ テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和3年度音楽学部音楽芸術運営学科
　バレエコース卒業公演
2月6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／音楽学部音楽芸術運営学科 バレエコース4年生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

ものまねエンターテイメント
コロッケコンサート 「勝手にやってすみません」
40th Anniversary
3月13日（日）　①13：30開場　14：30開演 
　　　　　　　②17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／アクセス
☎045-212-5555（月・水・金11時～13時／祝日を除く）

▲第4回かわさき新人声楽コンクール（本選
　審査会）
2月23日（水・祝）　12：30開場　13：00開始
料金／全席指定 1,000円
＊ミニコンサートあり（詳細はHPまで）

川崎市民交響楽団　第194回定期演奏会
1月30日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第3番、リムスキー＝コルサ
コフ：スペイン奇想曲、チャイコフスキー：イタリア奇想曲
出演／指揮：三原明人
料金／全席自由 大人1,000円、小中高生500円
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）

プラザ・アフタヌーンジャズ
Vol.4　1月16日（日）　13：30開場　14：00開演 
曲目／コール・ポーター：ナイト・アンド・デイ、ナット・ 
サイモン：ポインシアナ、リチャード・ロジャー：マイ・
ファニー・ヴァレンタイン 他
出演／大隅寿男トリオ（ドラムス：大隅寿男、ピアノ：
ハクエイ キム、ベース：金子健）、ヴォーカル＆フリュー
ゲルホーン：TOKU（スペシャルゲスト）
Vol.5　3月12日（土）　13：30開場　14：00開演
曲目／映画『黒いオルフェ』テーマ曲、ミスティ、チュニ
ジアの夜 他
出演／山本剛トリオ（ピアノ：山本剛、ドラムス：大隅寿男、
ベース：香川裕史）、トロンボーン：片岡雄三（スペシャル
ゲスト）
料金／全席自由 前売一般3,000円、U25（25歳以下の
学生・要学生証）2,000円、当日券＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第32回高津区民音楽祭
1月30日（日）
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場・屋内広場
出演／合唱、器楽、バンドなど23団体
問合せ／高津区民音楽祭運営委員会事務局（高津区
役所地域振興課内）☎044-861-3133

南武線フォーク村
第26回 フリートークコンサート
1月23日（日）　12：00開場　12：30開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／MJ、IRIS、K（ケイ）、上野恭平 他
問合せ／村長（大塚）　☎044-533-6536

戸塚区民オーケストラ　
第33回定期演奏会　創立40周年記念シリーズ
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／シベリウス：カレリア組曲、ドヴォルザーク：交響
曲第8番
出演／指揮：井崎正浩
料金／全席自由1,500円
問合せ／演奏会事務局　☎070-8488-6694 未

In Unity2022
1月22日（土）　①15:45開演
　　23日（日）　②12:15開演　③16:15開演
　　　　　　　＊開場は各15分前
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
問合せ／In Unity2022実行委員会事務局（中原区役所
地域振興課）☎044-744-3324

音楽喫茶 in なかはら
1月21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
2月18日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：佐藤政代
会場／かわさきゆめホール（南武線向河原駅より徒歩5分）
各料金／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

第6回かわさきハーモニカの集い
3月6日（日）　 11：40開場　12：10開演
会場／中原市民館
曲目／童謡・唱歌・懐メロ・演歌からクラシックまで
問合せ／川崎ハーモニカ協議会　☎044-711-6971

TAROバースデーコンサート
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
出演／オルガン：山口綾規
申込／2月4日（金）10時より電話で
会場・問合せ／川崎市岡本太郎美術館
☎044-900-9898

みんなでチャレンジコンサート
1月22日（土）　12：45開場　13：30開演
会場／川崎市総合自治会館ホール
内容／障がいのある方を中心に音楽や芸術や表現を
楽しむコンサート。最後に全員で「風になりたい」を演奏。
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

中 原 区
第108回ランチタイム・ロビーコンサート
「ヘルマンハープで映画の旅」　
1月20日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／ムーンリバー、ゴッドファーザー愛のテーマ、海の
見える街、川の流れのように、さくらさくら
出演／ヘルマンハープ：オカプラ
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

映像オペラを楽しむ会
1月例会
1月27日（木）　13：10開場　13：30開演 
曲目／プッチーニ：「外套」「ジャンニ・スキッキ」
2月例会
2月17日（木）　13：10開場　13：30開演
曲目／ワーグナー：「ローエングリン」
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 500円
問合せ／事務局（山本）　☎080-5083-2446

第21回川崎ハーモニカ音楽祭
2月4日（金）　12：00開場　12：30開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
出演／特別出演：ハーモニカ・ライナーズ
問合せ／川崎ハーモニカ協会事務局長（小山）
☎044-271-8669

第27回
外国人市民による日本語スピーチコンテスト
2月19日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／国際交流センター
出演／中国琵琶：佐々木爽
問合せ／川崎市国際交流協会　☎044-435-7000

コールなかはら50周年記念演奏会
2月20日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
出演／指揮・テノール：鈴木与志一、ソプラノ：相原れいな、
ピアノ：川井敬子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／コールなかはら代表（笠井）
☎044-799-3953

＊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

テネラメンテフィルハーモニー管弦楽団
第6回定期演奏会
3月12日（土）　18：20開場　19：00開演
曲目／<オールメンデルスゾーンプログラム> 
序曲「フィンガルの洞窟」、劇付随音楽「真夏の夜の夢」
組曲、交響曲第5番「宗教改革」管弦楽団
問合せ／管弦楽団　広報　☎050-5832-1771

★東響ミニコンサート in MUZA
　ガレリア 第91回
3月14日（月）　11：45開場　12：15開演
会場／歓喜の広場（予定）
出演／東京交響楽団メンバー
＊当日先着50席限定

Gentle Forest Jazz Band
1月28日（金）　17：30開場　18：30開演 
曲目／Like a Mainstream Band、月見るドール、
Misty、Take the “A” Train 他
出演／ジェントル・フォレスト・ジャズ・バンド（リーダー・
指揮・トロンボーン：ジェントル久保田）
料金／全席指定 S席5,800円、A席5,300円、B席
4,800円
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999（平日10時～16時）

樫本大進＆エリック・ル・サージュ
デュオ・リサイタル
2月7日（月）　19：00開演
曲目／シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第1番、第3番、
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番、第3番
料金／全席指定 S席8,000円、A席7,000円、B席
5,500円、C席4,000円　＊シニア（65歳以上）料金あり
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

古澤巖　ヴァイオリンの夜
2月9日（水）　14：00開演
曲目／アキーレ・シモネッティ：マドリガル、古澤巖：高千
穂幻想、サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、
ピアソラ：オブリビオン、R.シュトラウス：ヴァイオリン・
ソナタ 変ホ長調 第1楽章、第2楽章 他
料金／全席指定 一般4,500円、シルバー（65歳以上）
4,100円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

東京工業大学混声合唱団コール・クライネス
第56回演奏会「天地創造」
1月14日（金）　17：15開場　18：15開演
曲目／コール・クライネス団歌、ハイドン：『ラムラー叙情
詩集』より、『天地創造』全曲

マーラー祝祭オーケストラ第19回定期演奏会
1月16日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／マーラー：交響的前奏曲（1876）、「巨人」交響
形式による二部の音詩（1894年ワイマール稿／2019年
国際マーラー協会新校訂全集版）、ウーノ・クラミ：カレ
ワラ組曲 
出演／指揮：井上喜惟
料金／全席指定 2,000円
問合せ／公演事務局　☎0422-45-1585

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）

第234回 花コンサート
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
事前申込／1月17日（月）締切
会場／プラザ橘
出演／トリコロ－レ マリンバトリオ（沖田千佳、佐々木
雅代、松下彩野）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

麻 生 区
昭和歌謡ショウ
1月16日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ボーカル：元榮菜摘、新田絢加、宮下嘉彦、キー
ボード：氏木大地、ドラムス：山田祐輔、パーカッション：
谷本麻美、ベース：坂口大季、ギター：栗原陸人、サックス：
いでさきゆう、高知尾和規、月岡穂南、トランペット：金津
理仁、宇佐美仁、飯塚亮凱、トロンボーン:春木香菜絵、
工藤弦汰、ヴァイオリン：去川聖奈、上松翔太 他
料金／全席指定 3,000円、配信2,000円
問合せ／My Favorite Things 事務局
☎050-6870-9581

しんゆりジャズスクエア vol.52　
ジャズギターの 巨匠たちの 名演が蘇る! 第2弾
1月21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／Chloe、サヴォイでストンプ、Minor Mood、The 
Flintstones Theme、In A Sentimental Mood 他
出演／ギター：田辺充邦、ピアノ：清水絵理子、ベース：佐瀬
正、ドラム：吉岡大輔、ヴォーカル：紗理
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、リピーター割引2,500円
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107（9時～19時半／毎月第二月曜日休）

「ソナタ形式」は、なぜ大ヒットしたのか？ そのヒミツを
レクチャー。
出演／講師：福嶋頼秀（作編曲家）、演奏：水谷晃（ヴァイ
オリン・東京交響楽団コンサートマスター）、松岡あさひ
（ピアノ・作曲家）
会場／市民交流室
料金／全席自由 一般3,000円、3回セット券7,800円
＊2/19「松居直美企画 セザール・フランク生誕200年
　メモリアル・オルガンコンサート」のチケット購入者は
　第1回のみ1割引き

とフーガ、フランク：交響的大曲
第3部「バッハとフランク」J.S.バッハ：「装いせよ、おお、
わが魂よ」、フランク：3つのコラール 他
出演／パイプオルガン：梅干野安未（第1部）、廣江理枝
（第2部）、松居直美（第3部）
料金／全席指定 一般3,500円、U25（小学生～25歳）
1,000円

多 摩 区
第11回たま音楽祭
1月29日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩区総合庁舎 市民館大ホール、1階アトリウム
出演／＜市民館大ホール＞yucat、乙三.、New Lily 
Ensemble、ワガママSUNバンド、百合丘高校ダンス部、
狛江高校ダンス部、Winds Meeting 029
＜1階アトリウム＞ Clover、ツカダコージ、Fossette 
KIDS☆、ロストック娘☆、KABUKI age、jaja秋山幸男
デュオ

申込フォームは
こちらから

2021―少年の祭典「ボレロ」―
＊配信開始日　2022年1月中を予定
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649 

動 画 配 信

問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

神奈川県職場・一般吹奏楽連盟
吹奏楽フェスティバル
1月30日（日）　12：50開場　13：30開演 
曲目／福田洋介：「さくらのうた」「吹奏楽のための群青」
「シンフォニック・ダンス」 他
出演／フェスティバルバンド・
横浜創英中学・高等学校吹奏楽部
問合せ／神奈川県職場・一般吹奏楽連盟
事務局
☎044-750-3119（平日20時以降） 申込はこちら

未

夢こんさぁと
2月17日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／1月20日（木）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／ギター・ボーカル：IRVING KOJI
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

出演／指揮：大谷研二、佐藤環（学生指揮）、ピアノ：山部
陽子、ソプラノ:櫻井愛子、テノール：谷口洋介、バス：松平
敬、管弦楽：横浜シンフォニエッタ、チェンバロ：能登伊津子、
合唱：コール・クライネス現役団員・OV（卒団生）団員
料金／全席指定 前売1,200円、映像配信500円
問合せ／合唱団事務局　☎080-5431-8388

出演／お話：中村宏明
第258回例会
＜歴史的英雄・独裁者にかかわる音楽＞
2月22日（火）　13：00開場　13：30開演
会場／高津市民館 第一会議室
出演／お話：小澤久生
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

文化芸術活動応援事業
（会場使用料等助成）

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。

問合せ／川崎市文化財団
☎044-544-9641
詳細は左記のQRコードより
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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

＊大ホール観覧には要事前申込
　（1月17日（月）締切）
　1階アトリウム観覧は当日先着。
問合せ／多摩区役所地域振興課
☎044-935-3239

2月28日よりアルテリッカしんゆり2022チケット
販売開始!
オペラ、バレエ、クラシック、ジャズ、能・狂言、落語、
和太鼓、映画、演劇 他
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちします。
詳細は公式ホームページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2022
実行委員会事務局
☎044-952-5024
（10時～16時　土日祝祭日を除く）

▲ウィズ・ミューズシリーズ
会場／アクトスタジオ
各料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円
第22回 松岡莉子ケルティックハープ・コンサート
1月23日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／ダニー・ボーイ（アイルランド伝統曲）、オールド・
ラング・ザイン（スコットランド伝統曲）、あんたがた
どこさ変奏曲　※プログラムは変更になる場合あり。
第23回 ジャクロタングス　
タンゴ・クロスオーバー・コンサート
2月20日（日）　13：00開場　13：30開演
曲目／アストル・ピアソラ：リベルタンゴ、木田浩卓
Straight Ace、マトス・ロドリゲス：ラ・クンパルシータ
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ピアノ：加畑嶺、ベース・作曲：木田浩卓、バンド
ネオン：北村聡、ヴァイオリン：鈴木慶子、ギター：伊藤智也

★MUZAランチタイムコンサート 
抱腹絶倒!?東京交響楽団ホルンで奏でる紅白歌合戦
1月19日（水）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ショパン：ピアノ協奏曲第1番第1楽章より、チャイ
コフスキー：ピアノ協奏曲第1番第1楽章より、都はるみ：
北の宿、村田英雄：王将 他
出演／ホルン：上間善之、大野雄太、ピアノ：石井理恵、
司会：チャーリー犬和田
グラスハープの癒しの世界
2月15日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／星に願いを、カノン 他
出演／グラスハープ：大橋エリ、ギター：後藤郁夫
パイプオルガン＆トランペット　近現代のハーモニー
3月15日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ガーシュウィン：3つの前奏曲、デュリュフレ：「組曲」
よりトッカータ 他
出演／パイプオルガン：浅井美紀、トランペット：辻本憲一
各料金／全席指定 500円

★ホールアドバイザー松居直美企画
　セザール・フランク生誕200年
　メモリアル・オルガンコンサート
2月19日（土）　13：00開場　14：00開演 
＊13：20～出演者によるプレトーク
曲目／第1部「フランスのオルガン音楽の系譜とフランク」
クープラン：「修道院のためのミサ」より ティエルスをテ
ノールで、フランク: プレリュード、フーガと変奏、デュリュ
フレ：「来たれ創り主なる聖霊」によるコラール変奏曲 他
第2部「ドイツ・ロマン派とフランク」リスト：コラール
「アド ノス アド サルタレム ウンダム」によるファンタジー

 

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

1・2月号の情報は12月17日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回3月10日発刊号は、3月11日から5月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（1月14日締め切り）※掲載無料

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

★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173回　1月22日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／サン=サーンス：チェロ協奏曲第1番、交響曲第3番 
「オルガン付き」
出演／指揮：ピエール・ブリューズ、チェロ：ユリア・ハー
ゲン、オルガン：大木麻理（ミューザ川崎シンフォニー
ホール・ホールオルガニスト）
第174回　2月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、ルーセル：
バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」第2組曲、ストラ
ヴィンスキー：組曲「火の鳥」（1919年版）
出演／指揮：大友直人、ピアノ：清水和音
各料金／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）

第18回子どもの音楽の祭典
1月23日（日）　12：30開場　13：00開演
＊詳細は5ページに

小原孝ピアノリサイタル2022　
～音楽はいつも心にやさしい～
2月11日（金・祝）　12：30開場　13：00開演
曲目／ラヴェル：ボレロ、カッチーニのアヴェ・マリア、
小原孝：東日本大震災心の復興支援曲「逢えてよかったね」、
ショパン：ラルゴ、樹原涼子：ラプソディ第2番 他
出演／ピアノ：小原孝（川崎市市民文化大使）、ゲスト：
ジュニア合唱団・Uni（ユニ）、指揮：中島はるみ
料金／全席指定 SS席9,900円、S席7,700円、A席
5,500円、B席3,300円
問合せ／有限会社ジル　☎044-822-8371

★MUZA ミュージック・カレッジ 
第1回　《知るーロマン派のオルガン音楽》
1月24日（月）　13：30開場　14：00開演 
内容／数々のオルガン曲を残し、自身もオルガニストと
して活躍したフランクの生涯と作品の一端を演奏と解説で。
出演／講師：井上さつき（音楽学／愛知県立芸術大学
音楽学部教授）、演奏：松居直美（ポジティフオルガン／
ミューザ川崎シンフォニーホール・アドバイザー）
第2回　《聴くー音楽を「見る」！》
2月24日（木）　13：30開場　14：00開演 
内容／音楽を《見る》ユニークな試みを豊富な事例と、
東響メンバーの演奏とともにご紹介。
出演／講師：横山真男（作曲家・明星大学情報学部教授）、
演奏：多井千洋（ヴィオラ・東京交響楽団）、濱﨑麻里子
（フルート・東京交響楽団） 他
第3回　《体験するーどなたのソナタ?あなたのソナタ!》
3月15日（火）　13：30開場　14：00開演 
内容／クラシック音楽の基本的なフォーマットである

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022《若き才能の響演》岡本侑也＆北村朋
幹 デュオ・リサイタル
3月12日（土）　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：モーツァルトの「魔笛」の主題に
よる７つの変奏曲、ウェーベルン：3つの小品 op.11、ブラー
ムス：チェロ・ソナタ第2番、プラーンク・チェロソナタ 他
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

ヒラリー・ハーン　ヴァイオリン・リサイタル
2月26日（土）　19：00開演
曲目／＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
ヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル」、ヴァイオリン・
ソナタ第10番
料金／全席指定 S席11,000円、A席8,000円、B席
6,000円、C席5,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★モーツァルト・マチネ　第48回
3月6日（日）　10：30開場　11：00開演
曲目／＜オール・モーツァルト・プログラム＞
交響曲 第25番、グラスハーモニカのためのアダージョ
とロンド、交響曲第29番
出演／指揮：井上道義、グラスハープ：大橋エリ、管弦楽：
東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

★ホールアドバイザー小川典子企画 
　「女の愛と生涯」
2月26日（土）　13：00開場　14：00開演 
＊詳細は6ページに

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
1月12日（水）、26日（水）、2月9日（水）、16日（水）、
3月2日（水）、9日（水）　17：30開演
1月13日（木）、20日（木）、27日（木）、2月3日（木）、
17日（木）、3月3日（木）、10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 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

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257回例会
＜バレンボイムを聴く＆観る（ピアニスト編）＞
1月24日（月）　13：00開場　13：30開演 
会場／高津市民館 視聴覚室

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。

音楽芸術運営学科アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.3 
オリヴィエ・メシアン×寺山修司―あの日の希望、
私たちの永遠―
1月19日（水）　18：00開場　18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
上演作品／オリヴィエ・メシアン：『世の終わりのための
四重奏曲』、寺山修司：『白夜　An Intermezzo』 
出演／武田知久(文学座)、平体まひろ(文学座)、喜田裕也、
風間き理、ヴァイオリン：新山開、チェロ：山岸彩子、クラ
リネット：渋谷圭祐、ピアノ：氏木大地、演出：戸塚萌 
料金／全席指定 一般3,200円、学生1,700円
問合せ／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）

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。

◇音楽学部音楽芸術運営学科
　ミュージカルコース・舞台スタッフコース　
　令和3年度卒業公演「LEGALLY BLONDE
　（リーガリー・ブロンド）」
1月23日（日） 　①11：15開場　12：00開演
　　　　　　　　②16：15開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
スタッフ／演出：横山由和、音楽監督：西村勝行
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

中者あゆみ　ピアノリサイタル
1月22日（土）　17：30開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
曲目／J.S.バッハ：パルティータ 第6番、ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ 第31番、リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調
料金／全席自由 一般3,000円、学生2,000円
問合せ／プレルーディオ　
☎044-953-2105（平日10時～17時）

◇令和3年度大学院修士課程 修了オペラ公演
2月13日（日）　15：45開場　16：30開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／大学院修士課程（オペラ）2年
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和3年度短期大学部音楽科
　バレエコース卒業公演
2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
出演／短期大学部音楽科バレエコース2年生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

◇令和3年度音楽学部・短期大学部
　ジャズコース／ポピュラー音楽コース卒業ライブ
2月27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／音楽学部・短期大学部 ジャズコース・ポピュラー
音楽コース学生
※申込方法は大学公式ウェブサイトをご確認ください。

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第24回定期演奏会
3月5日（土）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／ラヴェル：クープランの墓、組曲「マ・メール・ロワ」、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
出演／指揮：飯森範親
料金／全席指定 S席3,500円、A席2,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇音楽療法講座 第3回『病気・障害と共にハッピー
　に生きる ー音楽療法の視点からー』
3月13日（日）　13：30開場　14：00開講
会場／ 昭和音楽大学 南校舎 C511教室
講師／白川ゆう子
料金／【要事前申込】一般1,500円、学生1,000円、小～
高校生無料
★昭和音楽大学ウェブサイトイベントページよりお申
　込み。

◇航空自衛隊中央音楽隊&
　昭和ウインド・シンフォニー
　キャンパスコンサート
3月6日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／ テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金／全席指定 一般1,000円、学生500円

◇令和3年度音楽学部音楽芸術運営学科
　バレエコース卒業公演
2月6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／音楽学部音楽芸術運営学科 バレエコース4年生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、A席1,000円、学生
S席800円、A席500円　＊4歳から入場可

ものまねエンターテイメント
コロッケコンサート 「勝手にやってすみません」
40th Anniversary
3月13日（日）　①13：30開場　14：30開演 
　　　　　　　②17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／アクセス
☎045-212-5555（月・水・金11時～13時／祝日を除く）

▲第4回かわさき新人声楽コンクール（本選
　審査会）
2月23日（水・祝）　12：30開場　13：00開始
料金／全席指定 1,000円
＊ミニコンサートあり（詳細はHPまで）

川崎市民交響楽団　第194回定期演奏会
1月30日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第3番、リムスキー＝コルサ
コフ：スペイン奇想曲、チャイコフスキー：イタリア奇想曲
出演／指揮：三原明人
料金／全席自由 大人1,000円、小中高生500円
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）

プラザ・アフタヌーンジャズ
Vol.4　1月16日（日）　13：30開場　14：00開演 
曲目／コール・ポーター：ナイト・アンド・デイ、ナット・ 
サイモン：ポインシアナ、リチャード・ロジャー：マイ・
ファニー・ヴァレンタイン 他
出演／大隅寿男トリオ（ドラムス：大隅寿男、ピアノ：
ハクエイ キム、ベース：金子健）、ヴォーカル＆フリュー
ゲルホーン：TOKU（スペシャルゲスト）
Vol.5　3月12日（土）　13：30開場　14：00開演
曲目／映画『黒いオルフェ』テーマ曲、ミスティ、チュニ
ジアの夜 他
出演／山本剛トリオ（ピアノ：山本剛、ドラムス：大隅寿男、
ベース：香川裕史）、トロンボーン：片岡雄三（スペシャル
ゲスト）
料金／全席自由 前売一般3,000円、U25（25歳以下の
学生・要学生証）2,000円、当日券＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第32回高津区民音楽祭
1月30日（日）
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場・屋内広場
出演／合唱、器楽、バンドなど23団体
問合せ／高津区民音楽祭運営委員会事務局（高津区
役所地域振興課内）☎044-861-3133

南武線フォーク村
第26回 フリートークコンサート
1月23日（日）　12：00開場　12：30開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／MJ、IRIS、K（ケイ）、上野恭平 他
問合せ／村長（大塚）　☎044-533-6536

戸塚区民オーケストラ　
第33回定期演奏会　創立40周年記念シリーズ
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
曲目／シベリウス：カレリア組曲、ドヴォルザーク：交響
曲第8番
出演／指揮：井崎正浩
料金／全席自由1,500円
問合せ／演奏会事務局　☎070-8488-6694 未

In Unity2022
1月22日（土）　①15:45開演
　　23日（日）　②12:15開演　③16:15開演
　　　　　　　＊開場は各15分前
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
問合せ／In Unity2022実行委員会事務局（中原区役所
地域振興課）☎044-744-3324

音楽喫茶 in なかはら
1月21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
2月18日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：佐藤政代
会場／かわさきゆめホール（南武線向河原駅より徒歩5分）
各料金／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

第6回かわさきハーモニカの集い
3月6日（日）　 11：40開場　12：10開演
会場／中原市民館
曲目／童謡・唱歌・懐メロ・演歌からクラシックまで
問合せ／川崎ハーモニカ協議会　☎044-711-6971

TAROバースデーコンサート
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
出演／オルガン：山口綾規
申込／2月4日（金）10時より電話で
会場・問合せ／川崎市岡本太郎美術館
☎044-900-9898

みんなでチャレンジコンサート
1月22日（土）　12：45開場　13：30開演
会場／川崎市総合自治会館ホール
内容／障がいのある方を中心に音楽や芸術や表現を
楽しむコンサート。最後に全員で「風になりたい」を演奏。
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

中 原 区
第108回ランチタイム・ロビーコンサート
「ヘルマンハープで映画の旅」　
1月20日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／ムーンリバー、ゴッドファーザー愛のテーマ、海の
見える街、川の流れのように、さくらさくら
出演／ヘルマンハープ：オカプラ
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

映像オペラを楽しむ会
1月例会
1月27日（木）　13：10開場　13：30開演 
曲目／プッチーニ：「外套」「ジャンニ・スキッキ」
2月例会
2月17日（木）　13：10開場　13：30開演
曲目／ワーグナー：「ローエングリン」
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 500円
問合せ／事務局（山本）　☎080-5083-2446

第21回川崎ハーモニカ音楽祭
2月4日（金）　12：00開場　12：30開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
出演／特別出演：ハーモニカ・ライナーズ
問合せ／川崎ハーモニカ協会事務局長（小山）
☎044-271-8669

第27回
外国人市民による日本語スピーチコンテスト
2月19日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／国際交流センター
出演／中国琵琶：佐々木爽
問合せ／川崎市国際交流協会　☎044-435-7000

コールなかはら50周年記念演奏会
2月20日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
出演／指揮・テノール：鈴木与志一、ソプラノ：相原れいな、
ピアノ：川井敬子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／コールなかはら代表（笠井）
☎044-799-3953

＊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

テネラメンテフィルハーモニー管弦楽団
第6回定期演奏会
3月12日（土）　18：20開場　19：00開演
曲目／<オールメンデルスゾーンプログラム> 
序曲「フィンガルの洞窟」、劇付随音楽「真夏の夜の夢」
組曲、交響曲第5番「宗教改革」管弦楽団
問合せ／管弦楽団　広報　☎050-5832-1771

★東響ミニコンサート in MUZA
　ガレリア 第91回
3月14日（月）　11：45開場　12：15開演
会場／歓喜の広場（予定）
出演／東京交響楽団メンバー
＊当日先着50席限定

Gentle Forest Jazz Band
1月28日（金）　17：30開場　18：30開演 
曲目／Like a Mainstream Band、月見るドール、
Misty、Take the “A” Train 他
出演／ジェントル・フォレスト・ジャズ・バンド（リーダー・
指揮・トロンボーン：ジェントル久保田）
料金／全席指定 S席5,800円、A席5,300円、B席
4,800円
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999（平日10時～16時）

樫本大進＆エリック・ル・サージュ
デュオ・リサイタル
2月7日（月）　19：00開演
曲目／シューマン：ヴァイオリン・ソナタ第1番、第3番、
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番、第3番
料金／全席指定 S席8,000円、A席7,000円、B席
5,500円、C席4,000円　＊シニア（65歳以上）料金あり
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

古澤巖　ヴァイオリンの夜
2月9日（水）　14：00開演
曲目／アキーレ・シモネッティ：マドリガル、古澤巖：高千
穂幻想、サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ、
ピアソラ：オブリビオン、R.シュトラウス：ヴァイオリン・
ソナタ 変ホ長調 第1楽章、第2楽章 他
料金／全席指定 一般4,500円、シルバー（65歳以上）
4,100円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

東京工業大学混声合唱団コール・クライネス
第56回演奏会「天地創造」
1月14日（金）　17：15開場　18：15開演
曲目／コール・クライネス団歌、ハイドン：『ラムラー叙情
詩集』より、『天地創造』全曲

マーラー祝祭オーケストラ第19回定期演奏会
1月16日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／マーラー：交響的前奏曲（1876）、「巨人」交響
形式による二部の音詩（1894年ワイマール稿／2019年
国際マーラー協会新校訂全集版）、ウーノ・クラミ：カレ
ワラ組曲 
出演／指揮：井上喜惟
料金／全席指定 2,000円
問合せ／公演事務局　☎0422-45-1585

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）

第234回 花コンサート
2月27日（日）　13：30開場　14：00開演
事前申込／1月17日（月）締切
会場／プラザ橘
出演／トリコロ－レ マリンバトリオ（沖田千佳、佐々木
雅代、松下彩野）
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

麻 生 区
昭和歌謡ショウ
1月16日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
出演／ボーカル：元榮菜摘、新田絢加、宮下嘉彦、キー
ボード：氏木大地、ドラムス：山田祐輔、パーカッション：
谷本麻美、ベース：坂口大季、ギター：栗原陸人、サックス：
いでさきゆう、高知尾和規、月岡穂南、トランペット：金津
理仁、宇佐美仁、飯塚亮凱、トロンボーン:春木香菜絵、
工藤弦汰、ヴァイオリン：去川聖奈、上松翔太 他
料金／全席指定 3,000円、配信2,000円
問合せ／My Favorite Things 事務局
☎050-6870-9581

しんゆりジャズスクエア vol.52　
ジャズギターの 巨匠たちの 名演が蘇る! 第2弾
1月21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／Chloe、サヴォイでストンプ、Minor Mood、The 
Flintstones Theme、In A Sentimental Mood 他
出演／ギター：田辺充邦、ピアノ：清水絵理子、ベース：佐瀬
正、ドラム：吉岡大輔、ヴォーカル：紗理
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、リピーター割引2,500円
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107（9時～19時半／毎月第二月曜日休）

「ソナタ形式」は、なぜ大ヒットしたのか？ そのヒミツを
レクチャー。
出演／講師：福嶋頼秀（作編曲家）、演奏：水谷晃（ヴァイ
オリン・東京交響楽団コンサートマスター）、松岡あさひ
（ピアノ・作曲家）
会場／市民交流室
料金／全席自由 一般3,000円、3回セット券7,800円
＊2/19「松居直美企画 セザール・フランク生誕200年
　メモリアル・オルガンコンサート」のチケット購入者は
　第1回のみ1割引き

とフーガ、フランク：交響的大曲
第3部「バッハとフランク」J.S.バッハ：「装いせよ、おお、
わが魂よ」、フランク：3つのコラール 他
出演／パイプオルガン：梅干野安未（第1部）、廣江理枝
（第2部）、松居直美（第3部）
料金／全席指定 一般3,500円、U25（小学生～25歳）
1,000円

多 摩 区
第11回たま音楽祭
1月29日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩区総合庁舎 市民館大ホール、1階アトリウム
出演／＜市民館大ホール＞yucat、乙三.、New Lily 
Ensemble、ワガママSUNバンド、百合丘高校ダンス部、
狛江高校ダンス部、Winds Meeting 029
＜1階アトリウム＞ Clover、ツカダコージ、Fossette 
KIDS☆、ロストック娘☆、KABUKI age、jaja秋山幸男
デュオ

申込フォームは
こちらから

2021―少年の祭典「ボレロ」―
＊配信開始日　2022年1月中を予定
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649 

動 画 配 信

問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

神奈川県職場・一般吹奏楽連盟
吹奏楽フェスティバル
1月30日（日）　12：50開場　13：30開演 
曲目／福田洋介：「さくらのうた」「吹奏楽のための群青」
「シンフォニック・ダンス」 他
出演／フェスティバルバンド・
横浜創英中学・高等学校吹奏楽部
問合せ／神奈川県職場・一般吹奏楽連盟
事務局
☎044-750-3119（平日20時以降） 申込はこちら

未

夢こんさぁと
2月17日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／1月20日（木）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／ギター・ボーカル：IRVING KOJI
問合せ／幸区役所地域振興課　☎044-556-6606

出演／指揮：大谷研二、佐藤環（学生指揮）、ピアノ：山部
陽子、ソプラノ:櫻井愛子、テノール：谷口洋介、バス：松平
敬、管弦楽：横浜シンフォニエッタ、チェンバロ：能登伊津子、
合唱：コール・クライネス現役団員・OV（卒団生）団員
料金／全席指定 前売1,200円、映像配信500円
問合せ／合唱団事務局　☎080-5431-8388

出演／お話：中村宏明
第258回例会
＜歴史的英雄・独裁者にかかわる音楽＞
2月22日（火）　13：00開場　13：30開演
会場／高津市民館 第一会議室
出演／お話：小澤久生
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

文化芸術活動応援事業
（会場使用料等助成）

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。

問合せ／川崎市文化財団
☎044-544-9641
詳細は左記のQRコードより



市内の様々
な音楽情報をピックアップ！

おんまちコーナー紹介

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　　☎044-544-9641

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

インフォマコーナー

生演奏コーナー

取材の様子

タイムリーな音楽イベント情報を
紹介します。

VTRと生演奏の最新の情報はおんまち
ホームページとSNSで発信しています。

川崎市内で活動するミュージシャン
が生演奏出演します。

VTRコーナー

毎月1回 番組レポーターが音楽イベ
ントや企業・団体などを潜入レポー
トします。

このVTRは「リポート大賞」を受賞しました。

県立向の岡工業高校 放送部が制作し
ているハンドベルの自動演奏ロボット
を取材しました。

交流の響き2021神奈川県代表  若生麻理奈さん

（12月3日OA「ロボットが奏でる！？クリスマスソング」）

レポーター　猫の手も借り隊 木曜グリーン　朝田 淳弥さん

今日は多摩区の
向の岡工業高校に
お邪魔しました

すごい技術です！

どんなしくみ
なんですか？

tvk「猫のひた
いほどワイド」（毎週木曜日に放送中）tvk「猫のひた
いほどワイド」（毎週木曜日に放送中）

〈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 ̶

問合せ／川崎市教育委員会事務局指導課「子どもの音楽の祭典」事務局　　☎044-200-3286

● 「子どもの音楽の祭典」
●日時／1月23日（日）

12：30開場  13：00開演
●会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
●料金／入場無料

●内容／
子どもの音楽発表会

第18回

ヤングかわさき
ジョイフルバンド演奏会

公募によるオーディションで選ばれた中・高校
生が、専門の指揮者による練習を経て、音楽の
楽しさがあふれる素敵な演奏を披露します。

公募で選ばれた小中学生が日々
の練習で磨き上げた演奏を表現
します。

第1部 第2部

問合せ／チネチッタ　☎044-223-3190

「クレッシェンド 音楽の架け橋」「クレッシェンド 音楽の架け橋」
1月28日（金）チネチッタ他で全国公開 配給：松竹

長く紛争の続くイスラエルとパレスチナ
から集った若者たちがオーケストラを結
成し、コンサートに向けて対立を乗り越え
ていく姿を、実在する楽団（ウェスト＝イー

スタン・ディ
ヴァン管弦
楽団）をモ
デルに描い
たヒューマ
ンドラマ。

映画

こちらで視聴できます▶

かわさきFMの 3番組が生放送中です！

市内で開催される音楽イベント関
係者や活躍中のアーティストをお
迎えして、パーソナリティの宮下敏
子さんがお話を伺います。

市内の小中高等学校の音楽系部
活の顧問の先生や音楽の先生に
ご出演いただき、思い出の曲など

とともに、指
導内容やご
苦労されて
いることなど
をお話しい
ただきます。

市内の文化団体や企業の方々に
ご出演いただき、「音楽のまち・か

わさき」との
かかわりや
活動の様子
などをお好
きな曲ととも
に語ってい
ただきます。

 ＊詳しい
    視聴方法は
    こちらから

•FMラジオ・カーラジオ
　（周波数79.1MHz）

•スマホ・パソコン
　（Listen Radio（リスラジ）
　アプリ／Simul Radio）

☆視聴方法

おんまち情報番組
〇ミュートンタイム〇ミュートンタイム 〇ミュートンキャンパス〇ミュートンキャンパス

〇ミュートンパーク〇ミュートンパーク

第1・３火曜日　17:20～17:50 第1月曜日　17:20～17:50

第3月曜日　17:20～17:50



野
村
万
蔵
に
よ
る
芸
能
サロ
ン

■入場料（全席指定）

正面席3,500円、脇正面・中正面席3,000円

■狂言のお話

野村万蔵
■狂言

ろ　  　　　れん

「呂　蓮」 野村万禄
■狂言
かくし  　　　だぬき

「隠　狸」 野村万蔵

■日時

2022年1月22日（土）
14：00開演（13：30開場）
■会場

川崎能楽堂（JR川崎駅東口徒歩5分）

■販 売 方 法

①川崎能楽堂 TEL. 044-222-7995（1　0：00～17：00、水曜定休日）
②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（1　0：00～17：00、水曜定休日）窓口申込

カンフェティ http://confetti-web.com/kbz_geinosaron/インターネット
申込

狂
言
を楽しもう

カンフェティ 川崎市文化財団小川典子ⒸAkira Muto 市原愛ⒸAkira Muto

写真や映像の撮影、SNSの発信など得意なことを
活かしたい方大歓迎!

問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール　☎044-520-0200

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641 bank@ongakunomachi.jp

◎動画配信 公演終了後、現代語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。

〈6〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

女の愛と生涯
ホールアドバイザー小川典子企画

ソロピアニストとしての輝かしい道を歩んできた小川典子が情
熱をもって取り組む“歌”との協働。
「女の愛と生涯」をはじめとするドイツ歌曲の珠玉の数 を々、日本
語の朗読も交えてお楽しみください。

2021年9月17日～11月14日に開催された「かわさきジャズ2021」では、ボランティアスタッフが
運営をサポートしました。

●日時／2月26日（土）14：00開演（13：00開場）
    ＊13：20～13：40 奥田佳道（音楽評論家）によるプレトーク

●出演／ソプラノ 市原 愛、ピアノ 小川典子、
朗読　江原陽子

●曲目／シューマン：歌曲集「女の愛と生涯」
クララ・シューマン：たおやかな蓮の花
メンデルスゾーン：歌の翼に
シューベルト：野ばら
シューベルト：糸を紡ぐグレートヒェン
R.シュトラウス：献呈　他

●料金／全席指定4,000円、
U25（小学生～25歳）1,500円

好評発売中

好評発売中

会場での検温、チケット販売、会場案内、物販、消毒作業など

•ジャズが好きだから　•出会いが楽しいから
•地域に貢献したいから
•良い音楽を聴き、人がふれあえる時間を
　大切にしたいから
より詳細な経験者のインタビューはこちらから

＜ボランティア参加者の声＞＜ボランティア参加者の声＞
「Q.参加している理由は何ですか？」

＜ボランティアは通年募集しています＞＜ボランティアは通年募集しています＞

活動をご希望の方は、お
んまちのインターネットＳ
ＮＳサイト「おんまち交流
広場」に会員登録をお願
いします。

手作り楽器
ワークショップ
や、パレードのお
手伝い

活動予定
イベント

•おんまち・みぞのくちライブ
　（３月～１２月第３土曜日）
•アジア交流音楽祭（４月）
•かわさきジャズ（９月～１１月）

～かわジャ
ズ2021～音楽ボランティアリポート音楽ボランティアリポート




