
3年3組こくばん先生の
作詞・作曲ワークショップ
（小学生～大人向け）の動画が完成しました！！

「3年3組　こくばん先生」
子どもたちの生活の歌をCDリリースしている川崎市内

現役の小学校の先生

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会 ☎044-544-9641

ドレミファ♪ミュートンの「動画♪であそぼ」の
ページで公開中。
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■問合せ 川崎市文化財団 川崎大師薪能係  TEL 044-272-7366（平日9時～17時）

■料金 Ｓ席 6,500円（区分指定・区分内自由／雨天時 信徒会館入場可）
          Ａ席 4,500円（区分指定・区分内自由／雨天時 払い戻し）
　　　 Ｕ２５（Ａ席） 2,000円（25歳以下の方対象／当日要身分証／

区分内自由席／雨天時 払い戻し）
■チケット取扱　ミューザ川崎シンフォニーホール チケットセンター

TEL：044-520-0200（10時～18時）
川崎駅北口 かわさき きたテラス 観光案内所、チケットぴあ 他
※詳細は川崎市文化財団ホームページをご確認ください。 

令和元年度川崎大師薪能上演風景   撮影：前島吉裕
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問合せ／川崎・しんゆり芸術祭２０２２実行委員会事務局　☎044-952-5024

川崎・しんゆり芸術祭
(アルテリッカしんゆり)２０２2

　１４周年をむかえる川崎・しんゆり芸術祭2022は、ジャンルを
超えたトップアーティストによる公演で今年も開催します。オペラ、
クラシック、ジャズ、バレエ等、子どもから大人までが楽しめる公演
がたくさんあります。今年も新百合ヶ丘で繰り広げられるアートの
祭典をお楽しみください。

その他の公演等は

＊音楽公演詳細は5ページに

●日程：4月１7日（日）～5月１5日（日）
●会場：昭和音楽大学（テアトロ･ジーリオ･ショウワ、ユリホール）、

川崎市アートセンター（アルテリオ小劇場、アルテリオ映
像館）、新百合トウェンティワンホール（多目的ホー
ル）、麻生市民館、多摩市民館　他

アルテリッカ 検索

〈8〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

4月中旬
発売予定

3・4月号 2022.3.10

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

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

企画・編集/八幡印刷（株）　無断掲載・複写禁止   

詳しいイベント情報は
音楽のまち 検 索

※詳細は7ページに

「音楽のまち・かわさき」でアジアを楽しむ2日間！

4月23日土、24日日 11:00～（※会場により異なります）●日程
●会場 アトレ川崎ツバキひろば、川崎駅東口駅前広場、川崎競輪場、川崎ルフロン、

銀座街ダイス駐輪場入口横、銀柳街入口

〈1〉̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

川崎市立富士見中学校 吹奏楽部
第20回定期演奏会　
3月12日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／川崎市立労働会館 (サンピアンかわさき)
曲目／ドラゴンクエストによるコンサート・セレクション、
魔女の宅急便コレクション
問合せ／富士見中学校（森脇、西島）
☎044-233-4186

神奈川県立生田高等学校グリークラブ 
第40回定期演奏会　
3月25日（金）　17：30開場　18：00開演
会場／川崎市立労働会館 (サンピアンかわさき)
曲目／【1stage】 混声合唱とピアノのための「たべものの
うた?」【2stage】 Medley from LES MISÉRABLES
【3stage】 混声合唱曲集「空とぶうさぎ」
問合せ／生田高等学校グリークラブ
☎044-977-9827

　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

METライブビューイング2021-22シーズン
ヴェルディ《リゴレット》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年1月29日
3月18日（金）～24日（木)
上映時間：2時間40分（休憩1回）
出演／指揮：ダニエレ・ルスティオーニ、演出：バートレッ
ト・シャー
クイン・ケルシー、ローザ・フェオラ、ピョートル・ベチャ
ワ、アンドレア・マストローニ
R・シュトラウス《ナクソス島のアリアドネ》（ドイツ語）
＊MET上演日：2022年3月12日
4月22日（金）～28日（木)
上映時間：2時間50分（休憩1回）
出演／指揮：マレク・ヤノフスキ、演出：エライジャ・モシ
ンスキー
リーゼ・ダーヴィドセン、ブレンダ・レイ、イザベル・レ
ナード、ブランドン・ジョヴァノヴィッチ、ヨハネス・マル

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
問合せ／川崎能楽堂　☎044-222-7995

ティン・クレンツレ、ヴォルフガング・ブレンデル
会場／109シネマズ川崎　上映時間未定
各料金／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
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水曜ナイトライブ in LAZONA
3月23日（水）、4月13日（水）、27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

古渡智江　チャリティー　虹色コンサート
3月24日（木）　昼の部　13：30開場　14：00開演 
　　　　　　　 夜の部　17：00開場　17：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／【昼の部】オペラ「カルメン」よりハバネラ、ある愛
の詩、お江戸日本橋 他【夜の部】君よ知るや南の国、サマー
タイム、陽はまた昇る、花～すべての人の心に花を 他
出演／ソプラノ：古渡智江、ピアノ：土肥弘明、フルート：
佐藤梢
料金／各公演（1回分）3,000円、2公演セット5,000円
＊事前予約制
問合せ／古渡智江コンサート実行委員会
☎044-811-7863

METライブビューイング2021-22シーズン
ヴェルディ《リゴレット》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年1月29日
3月18日（金）～24日（木)
上映時間：2時間40分（休憩1回）
出演／指揮：ダニエレ・ルスティオーニ、演出：バートレッ
ト・シャー
クイン・ケルシー、ローザ・フェオラ、ピョートル・ベチャ
ワ、アンドレア・マストローニ
R・シュトラウス《ナクソス島のアリアドネ》（ドイツ語）
＊MET上演日：2022年3月12日
4月22日（金）～28日（木)
上映時間：2時間50分（休憩1回）
出演／指揮：マレク・ヤノフスキ、演出：エライジャ・モシ
ンスキー
リーゼ・ダーヴィドセン、ブレンダ・レイ、イザベル・レ
ナード、ブランドン・ジョヴァノヴィッチ、ヨハネス・マル

合唱団パンドラボックス10周年記念演奏会
3月20日（日）　14：30開場　15：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／アンインストール、生きる、ガラクタ姫とアポス
トロフ、霧の向こうに繋がる世界、群青、テイルズオブ
メドレー、はるのはるか、ブレイブリーデフォルトメド
レー、約束
＊要事前登録
問合せ／合唱団事務局　☎ 080-5976-5330

音楽喫茶 in なかはら
3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
4月15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
会場／かわさきゆめホール（南武線向河原駅より徒歩
5分）

川崎市立稲田中学校　吹奏楽部
第33回定期演奏会
3月28日（月）　14：00開場　14：30開演
会場／多摩市民館
曲目／クラシックからポップスまで
問合せ／稲田中学校　☎044-911-4224

映像オペラを楽しむ会　
3月例会　3月17日（木）　13：10開場　13：25開演
曲目／R・シュトラウス：ばらの騎士
4月例会　4月21日（木）　13：10開場　13：25開演
曲目／ロッシーニ：セヴィリアの理髪師
5月例会　5月12日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／モーツァルト：フィガロの結婚
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 500円（3月のみ）、1,000円（4月より）、
年会費（全12回）5,000円
問合せ／事務局（山本）　☎080-5083-2446

中 原 区
軽音楽とジャズを聴くプログラム
3月12日（土）、4月24日（日）、5月15日（日）
13：00開場　13：15開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
料金／大人1,500円、高校生以下500円
＊当日先着順（約50名）
問合せ／音楽好きな友の会 「音友レコード倶楽部」
☎090-9398-2889

プラザ・アフタヌーンジャズVol.5
3月12日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎市民プラザ
曲目／映画『黒いオルフェ』のテーマ曲、「ミスティ」、
ディジー・ガレスピー：「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）、スペシャルゲスト・トロンボーン：
片岡雄三
料金／全席自由 一般前売3,000円、一般当日券
3,500円、U25前売2,000円、U25当日券2,500円
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

麻 生 区
しんゆりジャズスクエア vol.53　
昭和歌謡の名曲をジャズアレンジで楽しく！
3月18日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター
曲目／いい日旅立ち、蘇州夜曲、星影の小径、見上げて
ごらん夜の星を、テネシーワルツ 他
出演／ヴォーカル：EMA、ピアノ：廣瀬みちる、ギター：
田辺充邦、ベース：佐瀬正、ドラムス：吉岡大輔
料金／全席指定 3,500円、2枚セット券6,000円、
リピーター割引2,500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
（9時～19時半／原則毎月第二月曜日のぞく）

多 摩 区
新百合子どもミュージカル
第20回公演「ピエロ人形の詩」
3月26日（土）　昼組　12：30開場　13：00開演 
　　　　　　　 夕組　16：30開場　17：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席指定 S席2,500円、A席2,000円、配信
1,700円　＊別途手数料あり
問合せ／新百合子どもミュージカル(井本)
☎&FAX044-954-1492 未

神奈川県立生田東高等学校吹奏楽部　
第34回定期演奏会
3月29日（火）　17：30開場　18：00開演
会場／多摩市民館
曲目／【第１部】「クラシカルステージ」ソロ（フルート・
クラリネット・テューバ・マルチパーカッション）、アン
サンブル（管打楽器三重奏）、吹奏楽のための小狂詩曲
【第２部】「ポップスステージ」ザッツ・ア・プレンティ、宝島、
恋、ムーンライトセレナーデ、ライオンキング
問合せ／生田東高等学校（ヤギヌマ）
☎044-932-1437 未

川崎市立宮内中学校吹奏楽部
第29回定期演奏会
3月30日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
曲目／【第一部】ドラゴンクエスト序曲、レオンカ
ヴァッロ：道化師 他
【第二部】スタジオジブリ名曲集、ディープパープルメド
レー、クライベイビー、Mela! 他
問合せ／宮内中学校吹奏楽部顧問(鈴木)
☎044-766-3470(15時50分～17時) 未

第111回ランチタイム・ロビーコンサート
4月14日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／エルガー：愛のあいさつ、バッハ：無伴奏パル
ティータ第2番よりサラバンド、日本のうたメドレー、
パガニーニ：カプリス第24番 他
出演／ヴァイオリン：伊藤万桜
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川崎市立川崎総合科学高等学校

KST Wind Ensemble　第8回定期演奏会
3月31日（木）　17：00開場　17：30開演
会場／幸市民館
曲目／イーストコーストの風景、アルメニアンダンス パートⅠ、
ポップスステージ
問合せ／川崎総合科学高等学校（村中）
☎044-511-7336 未

神奈川県立多摩高等学校合唱部
第56回定期演奏会
3月27日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
曲目／混声合唱とピアノのための組曲「天使のいる
構図」、星野源：「恋」 他
出演／指揮：福王寺佑子、ピアノ：松元博志、菊間倫也、
編曲：出雲謙一、鈴木遥佳、田村莉奈
問合せ／多摩高等学校　☎044-911-7107 未

神奈川県立住吉高等学校吹奏楽部
第16回定期演奏会
3月26日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／幸市民館
曲目／マードックからの最後の手紙、ディズニーメドレー、
ジブリメドレー 他
問合せ／住吉高校吹奏楽部（鈴木）　9：00～17：00
☎044-433-8504（9時～17時） 未

ティン・クレンツレ、ヴォルフガング・ブレンデル
会場／109シネマズ川崎　上映時間未定
各料金／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

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

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8回被災地復興支援チャリティ・コンサート
　～オルガンとチェロで奏でる祈り～
3月11日（金）　13：30開場　14：30開演
曲目／J.S.バッハ：前奏曲 変ホ長調 BWV552 ⁄1、モー
ツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス、チャイコフスキー：
弦楽のためのセレナーデから ワルツ 他　
出演／指揮：秋山和慶、オルガン：松居直美、チェロアン
サンブル：山崎伸子、菊地知也、向山佳絵子、長谷川彰子、
大友肇、横坂源、藤原秀章、矢部優典、上野通明、水野優也、
森田啓佑、香月麗、司会：山田美也子
料金／全席指定 1,000円
＊チケット収入の同額および会場の募金箱に寄せられた
　全額を、内閣府の「東日本大震災義援金」へ寄付します

託

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

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）

ジュニア合唱団・Uni　結成１周年
第1回定期演奏会
5月7日（土）　18：10開場　18：30開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／合唱曲、文部省唱歌、Ｊ-ＰＯＰ 他
出演／指揮：中島はるみ、ピアノ：新谷愛香、
望月香菜子
※要申込み
問合せ／事務局　☎090-1532-1275 未

※続きは3ページに未…未就学児入場可託…託児あり
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川崎市立富士見中学校 吹奏楽部
第20回定期演奏会　
3月12日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／川崎市立労働会館 (サンピアンかわさき)
曲目／ドラゴンクエストによるコンサート・セレクション、
魔女の宅急便コレクション
問合せ／富士見中学校（森脇、西島）
☎044-233-4186

神奈川県立生田高等学校グリークラブ 
第40回定期演奏会　
3月25日（金）　17：30開場　18：00開演
会場／川崎市立労働会館 (サンピアンかわさき)
曲目／【1stage】 混声合唱とピアノのための「たべものの
うた?」【2stage】 Medley from LES MISÉRABLES
【3stage】 混声合唱曲集「空とぶうさぎ」
問合せ／生田高等学校グリークラブ
☎044-977-9827

　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

METライブビューイング2021-22シーズン
ヴェルディ《リゴレット》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年1月29日
3月18日（金）～24日（木)
上映時間：2時間40分（休憩1回）
出演／指揮：ダニエレ・ルスティオーニ、演出：バートレッ
ト・シャー
クイン・ケルシー、ローザ・フェオラ、ピョートル・ベチャ
ワ、アンドレア・マストローニ
R・シュトラウス《ナクソス島のアリアドネ》（ドイツ語）
＊MET上演日：2022年3月12日
4月22日（金）～28日（木)
上映時間：2時間50分（休憩1回）
出演／指揮：マレク・ヤノフスキ、演出：エライジャ・モシ
ンスキー
リーゼ・ダーヴィドセン、ブレンダ・レイ、イザベル・レ
ナード、ブランドン・ジョヴァノヴィッチ、ヨハネス・マル

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
問合せ／川崎能楽堂　☎044-222-7995

ティン・クレンツレ、ヴォルフガング・ブレンデル
会場／109シネマズ川崎　上映時間未定
各料金／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
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水曜ナイトライブ in LAZONA
3月23日（水）、4月13日（水）、27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

古渡智江　チャリティー　虹色コンサート
3月24日（木）　昼の部　13：30開場　14：00開演 
　　　　　　　 夜の部　17：00開場　17：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／【昼の部】オペラ「カルメン」よりハバネラ、ある愛
の詩、お江戸日本橋 他【夜の部】君よ知るや南の国、サマー
タイム、陽はまた昇る、花～すべての人の心に花を 他
出演／ソプラノ：古渡智江、ピアノ：土肥弘明、フルート：
佐藤梢
料金／各公演（1回分）3,000円、2公演セット5,000円
＊事前予約制
問合せ／古渡智江コンサート実行委員会
☎044-811-7863

METライブビューイング2021-22シーズン
ヴェルディ《リゴレット》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年1月29日
3月18日（金）～24日（木)
上映時間：2時間40分（休憩1回）
出演／指揮：ダニエレ・ルスティオーニ、演出：バートレッ
ト・シャー
クイン・ケルシー、ローザ・フェオラ、ピョートル・ベチャ
ワ、アンドレア・マストローニ
R・シュトラウス《ナクソス島のアリアドネ》（ドイツ語）
＊MET上演日：2022年3月12日
4月22日（金）～28日（木)
上映時間：2時間50分（休憩1回）
出演／指揮：マレク・ヤノフスキ、演出：エライジャ・モシ
ンスキー
リーゼ・ダーヴィドセン、ブレンダ・レイ、イザベル・レ
ナード、ブランドン・ジョヴァノヴィッチ、ヨハネス・マル

合唱団パンドラボックス10周年記念演奏会
3月20日（日）　14：30開場　15：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／アンインストール、生きる、ガラクタ姫とアポス
トロフ、霧の向こうに繋がる世界、群青、テイルズオブ
メドレー、はるのはるか、ブレイブリーデフォルトメド
レー、約束
＊要事前登録
問合せ／合唱団事務局　☎ 080-5976-5330

音楽喫茶 in なかはら
3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
4月15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
会場／かわさきゆめホール（南武線向河原駅より徒歩
5分）

川崎市立稲田中学校　吹奏楽部
第33回定期演奏会
3月28日（月）　14：00開場　14：30開演
会場／多摩市民館
曲目／クラシックからポップスまで
問合せ／稲田中学校　☎044-911-4224

映像オペラを楽しむ会　
3月例会　3月17日（木）　13：10開場　13：25開演
曲目／R・シュトラウス：ばらの騎士
4月例会　4月21日（木）　13：10開場　13：25開演
曲目／ロッシーニ：セヴィリアの理髪師
5月例会　5月12日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／モーツァルト：フィガロの結婚
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 500円（3月のみ）、1,000円（4月より）、
年会費（全12回）5,000円
問合せ／事務局（山本）　☎080-5083-2446

中 原 区
軽音楽とジャズを聴くプログラム
3月12日（土）、4月24日（日）、5月15日（日）
13：00開場　13：15開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
料金／大人1,500円、高校生以下500円
＊当日先着順（約50名）
問合せ／音楽好きな友の会 「音友レコード倶楽部」
☎090-9398-2889

プラザ・アフタヌーンジャズVol.5
3月12日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎市民プラザ
曲目／映画『黒いオルフェ』のテーマ曲、「ミスティ」、
ディジー・ガレスピー：「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）、スペシャルゲスト・トロンボーン：
片岡雄三
料金／全席自由 一般前売3,000円、一般当日券
3,500円、U25前売2,000円、U25当日券2,500円
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

麻 生 区
しんゆりジャズスクエア vol.53　
昭和歌謡の名曲をジャズアレンジで楽しく！
3月18日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター
曲目／いい日旅立ち、蘇州夜曲、星影の小径、見上げて
ごらん夜の星を、テネシーワルツ 他
出演／ヴォーカル：EMA、ピアノ：廣瀬みちる、ギター：
田辺充邦、ベース：佐瀬正、ドラムス：吉岡大輔
料金／全席指定 3,500円、2枚セット券6,000円、
リピーター割引2,500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
（9時～19時半／原則毎月第二月曜日のぞく）

多 摩 区
新百合子どもミュージカル
第20回公演「ピエロ人形の詩」
3月26日（土）　昼組　12：30開場　13：00開演 
　　　　　　　 夕組　16：30開場　17：00開演
会場／多摩市民館
料金／全席指定 S席2,500円、A席2,000円、配信
1,700円　＊別途手数料あり
問合せ／新百合子どもミュージカル(井本)
☎&FAX044-954-1492 未

神奈川県立生田東高等学校吹奏楽部　
第34回定期演奏会
3月29日（火）　17：30開場　18：00開演
会場／多摩市民館
曲目／【第１部】「クラシカルステージ」ソロ（フルート・
クラリネット・テューバ・マルチパーカッション）、アン
サンブル（管打楽器三重奏）、吹奏楽のための小狂詩曲
【第２部】「ポップスステージ」ザッツ・ア・プレンティ、宝島、
恋、ムーンライトセレナーデ、ライオンキング
問合せ／生田東高等学校（ヤギヌマ）
☎044-932-1437 未

川崎市立宮内中学校吹奏楽部
第29回定期演奏会
3月30日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
曲目／【第一部】ドラゴンクエスト序曲、レオンカ
ヴァッロ：道化師 他
【第二部】スタジオジブリ名曲集、ディープパープルメド
レー、クライベイビー、Mela! 他
問合せ／宮内中学校吹奏楽部顧問(鈴木)
☎044-766-3470(15時50分～17時) 未

第111回ランチタイム・ロビーコンサート
4月14日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／エルガー：愛のあいさつ、バッハ：無伴奏パル
ティータ第2番よりサラバンド、日本のうたメドレー、
パガニーニ：カプリス第24番 他
出演／ヴァイオリン：伊藤万桜
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川崎市立川崎総合科学高等学校

KST Wind Ensemble　第8回定期演奏会
3月31日（木）　17：00開場　17：30開演
会場／幸市民館
曲目／イーストコーストの風景、アルメニアンダンス パートⅠ、
ポップスステージ
問合せ／川崎総合科学高等学校（村中）
☎044-511-7336 未

神奈川県立多摩高等学校合唱部
第56回定期演奏会
3月27日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／総合福祉センター（エポックなかはら）
曲目／混声合唱とピアノのための組曲「天使のいる
構図」、星野源：「恋」 他
出演／指揮：福王寺佑子、ピアノ：松元博志、菊間倫也、
編曲：出雲謙一、鈴木遥佳、田村莉奈
問合せ／多摩高等学校　☎044-911-7107 未

神奈川県立住吉高等学校吹奏楽部
第16回定期演奏会
3月26日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／幸市民館
曲目／マードックからの最後の手紙、ディズニーメドレー、
ジブリメドレー 他
問合せ／住吉高校吹奏楽部（鈴木）　9：00～17：00
☎044-433-8504（9時～17時） 未

ティン・クレンツレ、ヴォルフガング・ブレンデル
会場／109シネマズ川崎　上映時間未定
各料金／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

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

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8回被災地復興支援チャリティ・コンサート
　～オルガンとチェロで奏でる祈り～
3月11日（金）　13：30開場　14：30開演
曲目／J.S.バッハ：前奏曲 変ホ長調 BWV552 ⁄1、モー
ツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス、チャイコフスキー：
弦楽のためのセレナーデから ワルツ 他　
出演／指揮：秋山和慶、オルガン：松居直美、チェロアン
サンブル：山崎伸子、菊地知也、向山佳絵子、長谷川彰子、
大友肇、横坂源、藤原秀章、矢部優典、上野通明、水野優也、
森田啓佑、香月麗、司会：山田美也子
料金／全席指定 1,000円
＊チケット収入の同額および会場の募金箱に寄せられた
　全額を、内閣府の「東日本大震災義援金」へ寄付します

託

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

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）

ジュニア合唱団・Uni　結成１周年
第1回定期演奏会
5月7日（土）　18：10開場　18：30開演 
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／合唱曲、文部省唱歌、Ｊ-ＰＯＰ 他
出演／指揮：中島はるみ、ピアノ：新谷愛香、
望月香菜子
※要申込み
問合せ／事務局　☎090-1532-1275 未

※続きは3ページに未…未就学児入場可託…託児あり
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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 未…未就学児入場可 未…未就学児入場可 ＊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。託…託児あり

3・4月号の情報は2月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回5月10日発刊号は、5月11日から7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！（3月18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

＜フィナーレ公演＞
スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「ジゼル」全2幕
5月14日（土）・15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
料金／全席指定 SS席10,000円（8,000円）、S席
9,000円（6,000円）、A席6,000円（4,000円）、
B席3,000円（2,000円）、C席1,000円、学生券
2,500円
※3歳以下入場不可、カッコ内は子ども（4歳～中学生）
※C席・学生席はバレエ団のみで取扱い
※学生券は25歳までの学生対象、座席指定不可、
　要学生証

申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（10時～17時）
＊平日のみ、4/1からは毎日営業
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2022実行委員会事務局　☎044-952-5024

「ゴジラ」 シネマ コンサート
5月3日（火・祝）　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
内容／第１部：映画「ゴジラ」1954上映、伊福部昭
作曲「ゴジラ」全曲演奏、第２部：仮想座談会「ゴジラ
の生みの親たちが語る？ 21世紀のゴジラ」
出演／指揮：和田薫、演奏：テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ、昭和音楽大学合唱団 他
トークゲスト：尾上克郎（「シン・ゴジラ」准監督・特技
統括)、岩瀬政雄(ゴジラシリーズ 音楽プロデューサー)、
富山省吾(ゴジラシリーズ プロデューサー)
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円、U25席（見切れ席）3,000円
※4歳以下入場不可

人間国宝の競演
「友枝昭世と山本東次郎の至芸」
5月3日（火・祝）　13：15開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
演目／能「隅田川（すみだがわ）」 シテ：友枝昭世
　　　狂言「麻生（あそう）」 シテ：山本東次郎
　　　解説：馬場あき子
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円、A席
4,000円、U25割（S席2,500円、A席2,000円）

奄美の黒うさぎコンサート
5月4日（水・祝）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／歌：萩原かおり、チェロ：大藤桂子、ピアノ：案野
弘子、指揮：山舘冬樹、三味線：野澤徹也、尺八：阿部
大輔、邦楽打楽器：冨田慎平、合唱：昭和音楽大学
合唱団、歌：里アンナ、島唄：森山ユリ子、踊り：山ゆり会
料金／指定席3,500円、自由席3,000円、U25割
自由席2,000円
※自由席は当日に座席券と引換。座席はお選びい
ただけません。
※4歳以上入場可。

子どものための音楽ショータイムⅡ 
～歌とパントマイムで楽しもう！～
5月5日（木・祝） 　①　9：15開場　10：00開演
　　　　　　　　 ②11：45開場　12：30開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／コミカルマイミスト：ちゅうサン、うたの
おねえさん：川目晴香、うたのおにいさん：黄木透、
ピアノ：辻喜久栄、サックス：佐藤温、ドラム：遠藤真治
料金／全席指定 大人1,500円、子ども（0歳～小学生）
500円　※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

ザ・ギター＆フルート ライブ
5月1日（日）　13：30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／ギター：福田進一、フルート：工藤重典、ギター：
熊谷俊之、昭和音楽大学ギター専攻学生（大島
祥、森田晴、坂本和奏）
料金／全席指定 一般3,500円、U25席2,000円

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Vol.1
日本のうたをうたう
～いま、あなたに聴いてほしいうた～
5月3日（火・祝）　10：30開場　11：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／中田喜直・金子みす ：ゞ童謡歌曲集「ほしと
たんぽぽ」より、山田耕筰・三木露風：「唄」、平井
康三郎・小黒恵子：「うぬぼれ鏡」、木下牧子・やなせ
たかし：「さびしいカシの木」 他
出演／ソプラノ：大森智子、山口佳子、メゾソプラノ：
丹呉由利子、テノール：中井亮一、ピアノ：星和代
料金／全席指定 一般2,500円、学生1,500円

▲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24回
横浜中華芸術団　チャイナミュージック・コンサート
3月16日（水）　13：00開場　13：30開演

曲目／漁舟唱晩、雨碎江南、上游曲 他
※プログラムは変更になる場合あり。
出演／古箏：謝雪梅、笛：王明君、二胡：劉晋陽
第25回　石塚隆充　フラメンコ・コンサート
4月15日（金）　13：00開場　13：30開演

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

シンフォニア・ズブロッカ 第18回演奏会
3月19日（土）　17：00開場　18：00開演
曲目／デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」、ブリテン：
青少年のための管弦楽入門、エルガー：交響曲第1番
出演／指揮：金山隆夫
料金／全席指定 1,000円
問合せ／シンフォニア・ズブロッカ
☎080-4925-1156

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

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第41回定期演奏会
3月22日（火）　17：30開場　18：00開演
曲目／リード：第五組曲、ジェイガー：ロベルト・シュー
マンの主題による変奏曲、スパーク：ハンディントン・
セレブレーション、ポピュラーステージ 他
問合せ／県立生田高等学校　☎044-977-3800

★バッハ・コレギウム・ジャパン　
　J.S.バッハ：マタイ受難曲 BWV244
4月17日（日）　16：00開演
出演／指揮：鈴木雅明、ソプラノ：ハナ・ブラシコヴァ、
中江早希、アルト：ベンノ・シャハトナー、青木洋也、
エヴァンゲリスト（福音史家）：トマス・ホッブス、テノール：
櫻田亮、バス：加耒徹、渡辺祐介、合唱・管弦楽：バッハ・
コレギウム・ジャパン
料金／全席指定 S席10,000円、A席8,000円、B席
7,000円、C席6,000円
＊U25（小学生～25歳以下）各席半額

上野通明　チェロ・リサイタル
4月3日（日）　18：30開演
曲目／J.S.バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロの
ためのソナタ 第2番（チェロ＆ピアノ版）、ヒンデミット：
無伴奏チェロ・ソナタ op.25-3、リスト：悲しみのゴン
ドラ、シューベルト：ロンド ロ短調（原曲：ヴァイオリンと
ピアノ）、武満徹：オリオン、ブリテン：チェロ・ソナタ ハ長調
出演／チェロ：上野通明、ピアノ：阪田知樹
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席2,000円
＊学生（25歳以下）、シルバー（65歳以上）は各500円引
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第74回定期演奏会
4月10日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、フォーレ：
組曲「ペアレスとメリザンド」、ストラヴィンスキー：バレエ
音楽「ペトルーシュカ」
出演／指揮：川本貢司、ピアノ：三舩優子
料金／全席指定 1,000円
問合せ／麻生フィルハーモニー管弦楽団
☎090-2676-4488

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
3月16日（水）、23日（水）、30日（水）、4月13日（水）、
20日（水）　17:30開演
3月17日（木）、24日（木）、31日（木）、4月7日（木）、21日（木）、
5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 
他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高校生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

川崎市立高津高等学校吹奏楽部　
第26回定期演奏会
3月28日（月）　17：00開場　17：30開演
曲目／【第１部】田坂直樹：マーチ「プロヴァンスの風」、
スパーク：オリエント急行、リード：マリンバと吹奏楽の
為のコンチェルティーノ【第2部】内藤友樹：墨画三景に
みる白と黒の陰翳～管八重奏のための、Y・D・メイ： エク
ストリーム・メイクオーバー～チャイコフスキーの主題
による変容～【第３部】ポップスステージ
出演／指揮・マリンバ：高田亮、植松雅史
問合せ／高津高等学校（島田）　☎044-811-2555

スターダスト☆レビュー 40周年
ライブツアー「年中模索」
～しばらくは、コール&ノーレスポンスで～
5月5日（木・祝）　16：00開場　17：00開演
料金／全席指定 7,500円　※お一人様1公演4枚まで
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999（平日：月・水・金11時～13時）

神奈川県立川崎北高等学校吹奏楽部　
第35回定期演奏会
3月21日（月・祝）　15：00開場　15：30開演
曲目／「北吹」マーチ、ワイルド・ナイツ!、たなばたシネマ
トロジー全曲 他
出演／指揮：秋裕一郎
問合せ／川崎北高等学校吹奏楽部顧問（菅野）
☎044-855-2652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

▲気鋭のマエストロと新時代のピアニストが描く
　ロシアへの愛をこめて、魅惑のラフマニノフ！
3月19日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、ラフ
マニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲、ピアノ協奏曲
第2番
出演／指揮：水戸博之、ピアノ：角野隼斗、管弦楽：神奈川
フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 SS席～A席完売、B席4,000円、U18 
3,000円

日本フィルハーモニー交響楽団　
第376回横浜定期演奏会
4月23日（土）　17：00開演
曲目／シベリウス：交響詩《エン・サガ》、ベートーヴェン：
交響曲第2番、第4番 
出演／指揮：ピエタリ・インキネン（首席指揮者）
第377回横浜定期演奏会
5月14日（土）　17：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇《イドメネオ》序曲、シベリウス：
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調、ドヴォルジャーク：交響曲
第7番 
各料金／S席8,000円、A席6,500円、B席6,000円、
C席5,000円
出演／指揮：下野竜也、ヴァイオリン：南紫音
問合せ／日本フィル・サービスセンター 
☎03-5378-5911

★こどもフェスタ2022春
5月5日（木・祝）　開演時間未定
＊要事前申込（4月8日まで）

横浜フィルハーモニー管弦楽団
第85回定期演奏会
5月7日（土）　17：30開場　18：30開演
曲目／カリンニコフ：交響曲第1番、チャイコフスキー：
交響曲第5番
出演／指揮：伊藤翔
料金／全席指定 一般1,000円
　　　　　　　 65歳以上（当日券のみ）500円
問合せ／管弦楽団事務局　☎080-3313-5851

石田泰尚スペシャル
熱狂の夜　第1夜《無伴奏》
5月10日（火）　19：00開演
曲目／ビーバー：パッサカリア、テレマン：12のファンタ
ジアより 第1番、第7番、第9番、第12番、ブロッホ：無伴奏
ヴァイオリンのための組曲第1番、コダーイ：ヴァイオリン
とチェロのための二重奏曲、J.S.バッハ：シャコンヌ
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、チェロ：山本裕康
料金／全席指定 S席4,000円、A席・P席（舞台後方席）
3,000円　＊石田泰尚スペシャル5公演セット券 S席 
20,000円、A席16,000円、P席 13,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★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175回　3月27日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、夜の女王のアリア
「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」、オッフェン
バック：喜歌劇「天国と地獄」序曲、歌劇「ホフマン物語」
より オランピアのアリア「生け垣に鳥たちが」、バーン
スタイン：「キャンディード」序曲、クネゴンデのアリア
「着飾って、きらびやかに」、マーラー：交響曲 第1番「巨人」
出演／指揮：飯森範親、ソプラノ：梅津碧
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円
第176回　4月16日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
出演／指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：前橋汀子
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席

せたがやジュニアオーケストラ
第12回定期演奏会
3月28日（月）　17：00開場　17：30開演
曲目／池辺晋一郎：星をかぞえる（2019年委嘱作品・
世界初演）、グリーグ：「ペールギュント」組曲第1番、第2番
より抜粋、チャイコフスキー：バレエ「白鳥の湖」より抜粋
出演／指揮：円光寺雅彦
料金／全席指定 一般1,500円、高校生以下1,000円
問合せ／（公財）せたがや文化財団 音楽事業部
☎03-5432-1535（平日10時～18時） 託

森村学園中高等部管弦楽部
第17回定期演奏会
4月2日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／シベリウス：交響詩「フィンランディア」、ボロ
ディン：歌劇「イーゴリ公」より 「ダッタン人の踊り」、J.
ウイリアムズ：「サウンドトラック・ハイライツ」、A.L.
ウェバー：「オペラ座の怪人」セレクション、久石譲：「千と
千尋の神隠し」セレクション 他
申込方法／ハガキまたはメールにて（要問合せ） 
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部（深井）
☎080-5464-8786（8時20分～19時）

アジア音楽祭2022 in Kawasaki　
オーケストラコンサート
3月31日（木）　18：20開場　19：00開演
曲目／ダン・ユハス（イスラエル）：Reflections(日本
初演）、松波匠太郎：senritsu(世界初演）、水野みか子：
眠りと記憶のディアステマ（改訂初演）、四反田素幸：
オーケストラのための「五つの扉」（世界初演）、松下功：
天空の祈り～とうとき命に～
出演／管弦楽：東京交響楽団、指揮：高関健
料金／全席指定 4,000円
問合せ／一般社団法人日本作曲家協議会
☎03-6276-1177（平日10時半～16時半）

本田雅人 B.B.Station University
ゲスト：KAN
5月5日（木・祝）　16：15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
出演／サックス：本田雅人、B.B.Station 
University、ヴォーカル・ピアノ：KAN(ゲスト）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25席2,000円

藤原歌劇団QuattroAria
スプリングコンサート2022
～ボーダーレス　ジャンルと時代を超えた
癒しのハーモニー～
5月8日（日）　14：00開場　14：30開演

＜プレ公演＞
2022若きアーティストたちの響演 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月9日（土）　13：30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／今期の昭和音楽大学、同短期大学部および
大学院の卒業・修了者の中から特に選抜された
ピアノ、声楽、弦管打楽器、電子オルガンなどの奏者。
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円
ジャズ・ポピュラーライブ 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月10日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／昭和音楽大学、同短期大学部ジャズコース
とポピュラー音楽コース出身メンバー（ドラムス：
塚田陽太、ピアノ：西山ケイン、ギター：山下裕基 他）
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円
ミュージカル・スプリング・ライブ 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月16日（土）　①13：30開場　14：00開演
　　　　　　　 ②17：30開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F スタジオ・リリエ
出演／昭和音楽大学ミュージカルコース卒業生
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円

未来づくりコンサート Vol.4　
豊潤な響き・チェロアンサンブルの魅力
4月17日（日）　13：30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／チェロ：桑田歩（新日本フィルハーモニー交響
楽団客員首席チェロ奏者、昭和音楽大学客員教授）、
古川展生（東京都交響楽団首席チェロ奏者、昭和
音楽大学客員教授）、山岸彩子（昭和音楽大学講師）、
島根朋史（昭和音楽大学講師）、田中浩介（元テア
トロ・ジーリオ・ショウワオーケストラ）、ピアノ：南部
麻里（昭和音楽大学講師）
料金／全席指定 1,000円
※別途会場で寄付のご協力をお願いします。

＜オープニング公演＞
藤原歌劇団公演「イル・カンピエッロ」
ニュープロダクション
ヴォルフ＝フェッラーリ作曲
オペラ全3幕／字幕付き原語（イタリア語）上演
4月22日（金）　13：00開場　14：00開演 
　　23日（土）　13：00開場　14：00開演
　　24日（日）　13：00開場　14：00開演
※各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：時任康文、演出：マルコ・ガンディーニ、

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時～16時）
ensou@senzoku.ac.jp

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

当面の間、主催公演は関係者のみにて開催
しています。このため、一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。なお、一部の
演奏会は洗足学園音楽大学YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.1 
日本のうたをうたう
～いま、あなたに聴いてほしいうた～
5月3日（火・祝）　10：30開場　11：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
＊詳細はアルテリッカの欄に

◇令和3年度 卒業演奏会
＊公演日時、内容、一般公開の有無などの詳細は、公式
　サイトでご確認ください。

◇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開演 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎C511教室
講師／白川ゆう子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料
＊ウェブサイトイベントページより要事前申込。

＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感染症対策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、ご来場
ください。
＊必ず事前にお申込みください。

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）

※未就学児入場不可

2021―少年の祭典「ボレロ」―
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649 

動 画 配 信

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

第8回みなと第九を歌う会演奏会
3月13日（日）　14：00開演
曲目／ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：中島章博、管弦楽：みなとシティオーケス
トラ、ソリスト：渡邉恵津子、豊島ゆき、望月哲也、武田直之
料金／全席指定 一般2,000円
＊川崎市民招待（30名）あり、要問合せ
問合せ／みなと第九を歌う会 
☎090-3201-8355

★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

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）〉
3月28日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：中村宏朗
第258回例会
〈湯浅聡子ピアノ演奏会～コロナ禍の午後のひととき～〉
4月22日（金）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／ピアノ：湯浅聡子
各料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

★第11回 音楽大学フェスティバル・オーケストラ
3月26日（土）　14：30開場　15：00開演
曲目／三善晃：祝典序曲、ブルックナー：交響曲第4番
「ロマンティック」（ハース版）
出演／指揮：下野竜也、管弦楽：音楽大学フェスティバル・
オーケストラ（上野学園大学、国立音楽大学、昭和音楽
大学、洗足学園音楽大学、東京音楽大学、東京藝術大学、
東邦音楽大学、桐朋学園大学、武蔵野音楽大学）
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円 託 東京交響楽団 川崎定期演奏会 第85回

4月24日（日）　14：00開演
曲目／サロネン：ヘリックス、ラヴェル：ピアノ協奏曲 
ト長調、高雅で感傷的なワルツ、ストラヴィンスキー：
組曲「火の鳥」（1919年版）
出演／指揮：リオネル・ブランギエ、ピアノ：リーズ・
ドゥ・ラ・サール
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、P席2,500円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

0歳からのオーケストラ
～ズーラシアンブラス meets 東京交響楽団
4月29日（金・祝）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　　　②13：45開場　14：30開演
出演／指揮：水戸博之、オカピ、金管五重奏：ズーラシアン
ブラス、管弦楽：東京交響楽団

料金／全席指定 大人3,500円、子ども（中学生以下）
1,500円
※0歳児から入場可。2歳児以下保護者膝上の場合は無料
　（保護者1名につき、子ども1名まで）。ただし、座席が
　必要な場合は有料。　　　　　　　　　　　
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 未

管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
ガスパリーナ：中井奈穂（4/22・24）、中畑有美子
（4/23）、ドナ・カーテ：角田和弘（4/22・24）、山内
政幸（4/23）、ルシエータ：迫田美帆（4/22・24）、
中村芽吹（4/23）、ドナ・パスクワ：持木 弘（4/22・24）、
所谷直生（4/23）、ニェーゼ：楠野麻衣（4/22・24）、
米田七海（4/23）、オルソラ：但馬由香（4/22・24）、北薗
彩佳（4/23）、ゾルゾレート：海道弘昭（4/22・24）、及川
尚志（4/23）、アンゾレート：大塚雄太（4/22・24）、
和下田大典（4/23）、アストルフィ：森口賢二（4/22・
24）、市川宥一郎（4/23）、ファブリーツィオ：東原貞彦
（4/22・24）、杉尾真吾（4/23）
料金／全席指定 S席12,800円、A席9,800円、B席
6,800円、C席3,000円

託

4,000円、C席3,000円
第177回　5月15日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲、デュサパン：
オルガンとオーケストラのための二重奏曲「WAVES」
（日本初演）、ブラームス：交響曲 第3番
出演／指揮：ジョナサン・ノット（東京交響楽団 音楽監督）、
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）
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

料金／全席指定 S席6,000円、A席販売終了
問合せ／アクセス
☎045-212-5555（月・水・金11時～13時／祝日を除く）

会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
出演／藤原歌劇団QuattroAria（笹岡慎一郎、黄木
透、和下田大典、大塚雄太）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,500円、U25席2,000円

記載のあるもの以外未就学児入場不可
U25席（25歳以下または学生）とU25割
（25歳以下で対象席種を割引料金）は会場にて
身分証提示。学生：小学生～大学生

★MUZA スペシャル・ナイトコンサート 
　国府弘子のファンタスティック・エイト
3月16日（水）　18：00開場　19：00開演

曲目／ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、
ロジャーズ：『サウンド・オブ・ミュージック』より すべて
の山に登れ、ラロ・シフリン：『燃えよドラゴン』、ロータ：
『太陽がいっぱい』、国府弘子：スターランド 他
出演／ピアノ：国府弘子、ベース：八尋洋一、ドラムス：岩瀬
立飛、フルート：赤木りえ、ヴァイオリン：早稲田桜子、石田
泰尚、ヴィオラ：須田祥子 、チェロ＆ギター：伊藤ハルトシ 
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

★MUZAランチタイムコンサート 
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
異端児二人による鍵盤数176から奏でる衝撃のピアノ
スペクタル！
4月19日（火）　11：30開場　12：10開演

和太鼓　梵天コンサート2022
～It's a Wonderful World～
4月29日（金・祝）　14：15開場　15：00開演
会場／麻生市民館
料金／全席指定 一般5,000円、U25席2,000円

狩野泰一　篠笛 JAPANESE JAZZ
4月29日（金・祝）　17：15開場　18：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール 
出演／篠笛：狩野泰一、ピアノ：林正樹、ベース：吉野
弘志、パーカッション：ヤヒロトモヒロ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、
U25席2,000円

峰厚介　ジャズテナーサックスの魅力
4月28日（木）　17：45開場　18：30開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／テナーサックス：峰厚介、ピアノ：清水絵理子、
ベース：須川崇志、ドラムス：竹村一哲（いってつ）
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、
U25席2,000円

トリオ・リベルタ　コンサート
 『CLASSIC×PIAZZOLLA』
4月30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
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ・ヴォーカル：
中岡太志、サクソフォン：松原孝政
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25席2,000円

▲教えて、野本先生!
　カルッツ レクチャーコンサート 
　名曲探偵と解き明かす「春」の音楽のヒミツ
3月27日（日）　14：30開場　15：00開演

★ホールアドバイザー秋山和慶企画
　オーケストラで楽しむ映画音楽ⅩⅢ
4月9日（土）　14：00開場　14：20プレトーク
　　　　　　　15：00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、ヤナーチェク：おとぎ
話、プーランク：チェロ・ソナタ 他
料金／全席指定 一般4,000円、舞台後方席3,000円
東京グランド・ソロイスツ 《ピアソラの四季》
4月3日（日）　13：30開演
曲目／【オール・ピアソラ・プログラム】フーガと神秘、
デカリシモ、リベルタンゴ、エスクアロ（鮫）、悪魔のロマ
ンス、アディオス・ノニーノ、タングアンゴ、ブエノスアイ
レスの春・夏・秋・冬
出演／バンドネオン：三浦一馬、ヴァイオリン：石田泰尚、
東京グランド・ソロイスツ
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
奥井紫麻　ピアノ・リサイタル 《ロシアン・ピアニズム》
5月3日（火・祝）　13：30開演
曲目／ショパン：24の前奏曲、スクリャービン：ピアノ・
ソナタ第2番「幻想ソナタ」 他
料金／全席指定 一般4,000円、舞台後方席3,000円
＊5公演セット券一般18,000円、舞台後方席10,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

曲目／ジョン・ウィリアムズ：『インディー・ジョーンズ』
より レイダース・マーチ、『シンドラーのリスト』、
『ハリー・ポッターと賢者の石』より ヘドウィグのテーマ、
『E.T.』より フライング・テーマ、久石譲：『おくりびと』
～チェロとオーケストラのための、『私は貝になりたい』、
交響組曲『天空の城ラピュタ』
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、ゲスト：
久石譲（指揮・ピアノ）、三浦文彰（ヴァイオリン）、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）各席半額

会場／アクトスタジオ
内容／「春」にちなむ名曲に秘められた魅力を様々な
角度から解き明かす、スペシャル・レクチャー・コンサート! 
出演／解説・ピアノ：野本由紀夫、ヴァイオリン：清水英理子
料金／全席自由 一般2,000円、18歳以下1,000円

曲目／レスピーギ（山中・高橋編）：ローマの祭り、J.ウィリ
アムズ（山中編）：映画「ハリーポッター」より
出演／アン・セット・シス（ピアノ：山中惇史、高橋優介）
各料金／全席指定 500円

東京交響楽団 ザ・ロマンチック コンサート
5月7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／ショパン：ピアノ協奏曲第2番、チャイコフ
スキー：交響曲第2番 他
出演／指揮：飯森範親、ピアノ：牛田智大
料金／全席指定 S席5,500円、A席4,500円、B席
3,500円、U25席2,000円

©s.yamamoto©Ariga Terasawa
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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 未…未就学児入場可 未…未就学児入場可 ＊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。託…託児あり

3・4月号の情報は2月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回5月10日発刊号は、5月11日から7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！（3月18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

＜フィナーレ公演＞
スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「ジゼル」全2幕
5月14日（土）・15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
料金／全席指定 SS席10,000円（8,000円）、S席
9,000円（6,000円）、A席6,000円（4,000円）、
B席3,000円（2,000円）、C席1,000円、学生券
2,500円
※3歳以下入場不可、カッコ内は子ども（4歳～中学生）
※C席・学生席はバレエ団のみで取扱い
※学生券は25歳までの学生対象、座席指定不可、
　要学生証

申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（10時～17時）
＊平日のみ、4/1からは毎日営業
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2022実行委員会事務局　☎044-952-5024

「ゴジラ」 シネマ コンサート
5月3日（火・祝）　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
内容／第１部：映画「ゴジラ」1954上映、伊福部昭
作曲「ゴジラ」全曲演奏、第２部：仮想座談会「ゴジラ
の生みの親たちが語る？ 21世紀のゴジラ」
出演／指揮：和田薫、演奏：テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ、昭和音楽大学合唱団 他
トークゲスト：尾上克郎（「シン・ゴジラ」准監督・特技
統括)、岩瀬政雄(ゴジラシリーズ 音楽プロデューサー)、
富山省吾(ゴジラシリーズ プロデューサー)
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円、U25席（見切れ席）3,000円
※4歳以下入場不可

人間国宝の競演
「友枝昭世と山本東次郎の至芸」
5月3日（火・祝）　13：15開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
演目／能「隅田川（すみだがわ）」 シテ：友枝昭世
　　　狂言「麻生（あそう）」 シテ：山本東次郎
　　　解説：馬場あき子
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円、A席
4,000円、U25割（S席2,500円、A席2,000円）

奄美の黒うさぎコンサート
5月4日（水・祝）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／歌：萩原かおり、チェロ：大藤桂子、ピアノ：案野
弘子、指揮：山舘冬樹、三味線：野澤徹也、尺八：阿部
大輔、邦楽打楽器：冨田慎平、合唱：昭和音楽大学
合唱団、歌：里アンナ、島唄：森山ユリ子、踊り：山ゆり会
料金／指定席3,500円、自由席3,000円、U25割
自由席2,000円
※自由席は当日に座席券と引換。座席はお選びい
ただけません。
※4歳以上入場可。

子どものための音楽ショータイムⅡ 
～歌とパントマイムで楽しもう！～
5月5日（木・祝） 　①　9：15開場　10：00開演
　　　　　　　　 ②11：45開場　12：30開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／コミカルマイミスト：ちゅうサン、うたの
おねえさん：川目晴香、うたのおにいさん：黄木透、
ピアノ：辻喜久栄、サックス：佐藤温、ドラム：遠藤真治
料金／全席指定 大人1,500円、子ども（0歳～小学生）
500円　※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

ザ・ギター＆フルート ライブ
5月1日（日）　13：30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／ギター：福田進一、フルート：工藤重典、ギター：
熊谷俊之、昭和音楽大学ギター専攻学生（大島
祥、森田晴、坂本和奏）
料金／全席指定 一般3,500円、U25席2,000円

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Vol.1
日本のうたをうたう
～いま、あなたに聴いてほしいうた～
5月3日（火・祝）　10：30開場　11：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／中田喜直・金子みす ：ゞ童謡歌曲集「ほしと
たんぽぽ」より、山田耕筰・三木露風：「唄」、平井
康三郎・小黒恵子：「うぬぼれ鏡」、木下牧子・やなせ
たかし：「さびしいカシの木」 他
出演／ソプラノ：大森智子、山口佳子、メゾソプラノ：
丹呉由利子、テノール：中井亮一、ピアノ：星和代
料金／全席指定 一般2,500円、学生1,500円

▲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24回
横浜中華芸術団　チャイナミュージック・コンサート
3月16日（水）　13：00開場　13：30開演

曲目／漁舟唱晩、雨碎江南、上游曲 他
※プログラムは変更になる場合あり。
出演／古箏：謝雪梅、笛：王明君、二胡：劉晋陽
第25回　石塚隆充　フラメンコ・コンサート
4月15日（金）　13：00開場　13：30開演

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

シンフォニア・ズブロッカ 第18回演奏会
3月19日（土）　17：00開場　18：00開演
曲目／デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」、ブリテン：
青少年のための管弦楽入門、エルガー：交響曲第1番
出演／指揮：金山隆夫
料金／全席指定 1,000円
問合せ／シンフォニア・ズブロッカ
☎080-4925-1156

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

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第41回定期演奏会
3月22日（火）　17：30開場　18：00開演
曲目／リード：第五組曲、ジェイガー：ロベルト・シュー
マンの主題による変奏曲、スパーク：ハンディントン・
セレブレーション、ポピュラーステージ 他
問合せ／県立生田高等学校　☎044-977-3800

★バッハ・コレギウム・ジャパン　
　J.S.バッハ：マタイ受難曲 BWV244
4月17日（日）　16：00開演
出演／指揮：鈴木雅明、ソプラノ：ハナ・ブラシコヴァ、
中江早希、アルト：ベンノ・シャハトナー、青木洋也、
エヴァンゲリスト（福音史家）：トマス・ホッブス、テノール：
櫻田亮、バス：加耒徹、渡辺祐介、合唱・管弦楽：バッハ・
コレギウム・ジャパン
料金／全席指定 S席10,000円、A席8,000円、B席
7,000円、C席6,000円
＊U25（小学生～25歳以下）各席半額

上野通明　チェロ・リサイタル
4月3日（日）　18：30開演
曲目／J.S.バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロの
ためのソナタ 第2番（チェロ＆ピアノ版）、ヒンデミット：
無伴奏チェロ・ソナタ op.25-3、リスト：悲しみのゴン
ドラ、シューベルト：ロンド ロ短調（原曲：ヴァイオリンと
ピアノ）、武満徹：オリオン、ブリテン：チェロ・ソナタ ハ長調
出演／チェロ：上野通明、ピアノ：阪田知樹
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席2,000円
＊学生（25歳以下）、シルバー（65歳以上）は各500円引
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第74回定期演奏会
4月10日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、フォーレ：
組曲「ペアレスとメリザンド」、ストラヴィンスキー：バレエ
音楽「ペトルーシュカ」
出演／指揮：川本貢司、ピアノ：三舩優子
料金／全席指定 1,000円
問合せ／麻生フィルハーモニー管弦楽団
☎090-2676-4488

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
3月16日（水）、23日（水）、30日（水）、4月13日（水）、
20日（水）　17:30開演
3月17日（木）、24日（木）、31日（木）、4月7日（木）、21日（木）、
5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 
他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高校生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

川崎市立高津高等学校吹奏楽部　
第26回定期演奏会
3月28日（月）　17：00開場　17：30開演
曲目／【第１部】田坂直樹：マーチ「プロヴァンスの風」、
スパーク：オリエント急行、リード：マリンバと吹奏楽の
為のコンチェルティーノ【第2部】内藤友樹：墨画三景に
みる白と黒の陰翳～管八重奏のための、Y・D・メイ： エク
ストリーム・メイクオーバー～チャイコフスキーの主題
による変容～【第３部】ポップスステージ
出演／指揮・マリンバ：高田亮、植松雅史
問合せ／高津高等学校（島田）　☎044-811-2555

スターダスト☆レビュー 40周年
ライブツアー「年中模索」
～しばらくは、コール&ノーレスポンスで～
5月5日（木・祝）　16：00開場　17：00開演
料金／全席指定 7,500円　※お一人様1公演4枚まで
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999（平日：月・水・金11時～13時）

神奈川県立川崎北高等学校吹奏楽部　
第35回定期演奏会
3月21日（月・祝）　15：00開場　15：30開演
曲目／「北吹」マーチ、ワイルド・ナイツ!、たなばたシネマ
トロジー全曲 他
出演／指揮：秋裕一郎
問合せ／川崎北高等学校吹奏楽部顧問（菅野）
☎044-855-2652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

▲気鋭のマエストロと新時代のピアニストが描く
　ロシアへの愛をこめて、魅惑のラフマニノフ！
3月19日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、ラフ
マニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲、ピアノ協奏曲
第2番
出演／指揮：水戸博之、ピアノ：角野隼斗、管弦楽：神奈川
フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 SS席～A席完売、B席4,000円、U18 
3,000円

日本フィルハーモニー交響楽団　
第376回横浜定期演奏会
4月23日（土）　17：00開演
曲目／シベリウス：交響詩《エン・サガ》、ベートーヴェン：
交響曲第2番、第4番 
出演／指揮：ピエタリ・インキネン（首席指揮者）
第377回横浜定期演奏会
5月14日（土）　17：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇《イドメネオ》序曲、シベリウス：
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調、ドヴォルジャーク：交響曲
第7番 
各料金／S席8,000円、A席6,500円、B席6,000円、
C席5,000円
出演／指揮：下野竜也、ヴァイオリン：南紫音
問合せ／日本フィル・サービスセンター 
☎03-5378-5911

★こどもフェスタ2022春
5月5日（木・祝）　開演時間未定
＊要事前申込（4月8日まで）

横浜フィルハーモニー管弦楽団
第85回定期演奏会
5月7日（土）　17：30開場　18：30開演
曲目／カリンニコフ：交響曲第1番、チャイコフスキー：
交響曲第5番
出演／指揮：伊藤翔
料金／全席指定 一般1,000円
　　　　　　　 65歳以上（当日券のみ）500円
問合せ／管弦楽団事務局　☎080-3313-5851

石田泰尚スペシャル
熱狂の夜　第1夜《無伴奏》
5月10日（火）　19：00開演
曲目／ビーバー：パッサカリア、テレマン：12のファンタ
ジアより 第1番、第7番、第9番、第12番、ブロッホ：無伴奏
ヴァイオリンのための組曲第1番、コダーイ：ヴァイオリン
とチェロのための二重奏曲、J.S.バッハ：シャコンヌ
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、チェロ：山本裕康
料金／全席指定 S席4,000円、A席・P席（舞台後方席）
3,000円　＊石田泰尚スペシャル5公演セット券 S席 
20,000円、A席16,000円、P席 13,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★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175回　3月27日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、夜の女王のアリア
「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」、オッフェン
バック：喜歌劇「天国と地獄」序曲、歌劇「ホフマン物語」
より オランピアのアリア「生け垣に鳥たちが」、バーン
スタイン：「キャンディード」序曲、クネゴンデのアリア
「着飾って、きらびやかに」、マーラー：交響曲 第1番「巨人」
出演／指揮：飯森範親、ソプラノ：梅津碧
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円
第176回　4月16日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
出演／指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：前橋汀子
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席

せたがやジュニアオーケストラ
第12回定期演奏会
3月28日（月）　17：00開場　17：30開演
曲目／池辺晋一郎：星をかぞえる（2019年委嘱作品・
世界初演）、グリーグ：「ペールギュント」組曲第1番、第2番
より抜粋、チャイコフスキー：バレエ「白鳥の湖」より抜粋
出演／指揮：円光寺雅彦
料金／全席指定 一般1,500円、高校生以下1,000円
問合せ／（公財）せたがや文化財団 音楽事業部
☎03-5432-1535（平日10時～18時） 託

森村学園中高等部管弦楽部
第17回定期演奏会
4月2日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／シベリウス：交響詩「フィンランディア」、ボロ
ディン：歌劇「イーゴリ公」より 「ダッタン人の踊り」、J.
ウイリアムズ：「サウンドトラック・ハイライツ」、A.L.
ウェバー：「オペラ座の怪人」セレクション、久石譲：「千と
千尋の神隠し」セレクション 他
申込方法／ハガキまたはメールにて（要問合せ） 
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部（深井）
☎080-5464-8786（8時20分～19時）

アジア音楽祭2022 in Kawasaki　
オーケストラコンサート
3月31日（木）　18：20開場　19：00開演
曲目／ダン・ユハス（イスラエル）：Reflections(日本
初演）、松波匠太郎：senritsu(世界初演）、水野みか子：
眠りと記憶のディアステマ（改訂初演）、四反田素幸：
オーケストラのための「五つの扉」（世界初演）、松下功：
天空の祈り～とうとき命に～
出演／管弦楽：東京交響楽団、指揮：高関健
料金／全席指定 4,000円
問合せ／一般社団法人日本作曲家協議会
☎03-6276-1177（平日10時半～16時半）

本田雅人 B.B.Station University
ゲスト：KAN
5月5日（木・祝）　16：15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
出演／サックス：本田雅人、B.B.Station 
University、ヴォーカル・ピアノ：KAN(ゲスト）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25席2,000円

藤原歌劇団QuattroAria
スプリングコンサート2022
～ボーダーレス　ジャンルと時代を超えた
癒しのハーモニー～
5月8日（日）　14：00開場　14：30開演

＜プレ公演＞
2022若きアーティストたちの響演 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月9日（土）　13：30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／今期の昭和音楽大学、同短期大学部および
大学院の卒業・修了者の中から特に選抜された
ピアノ、声楽、弦管打楽器、電子オルガンなどの奏者。
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円
ジャズ・ポピュラーライブ 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月10日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／昭和音楽大学、同短期大学部ジャズコース
とポピュラー音楽コース出身メンバー（ドラムス：
塚田陽太、ピアノ：西山ケイン、ギター：山下裕基 他）
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円
ミュージカル・スプリング・ライブ 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月16日（土）　①13：30開場　14：00開演
　　　　　　　 ②17：30開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F スタジオ・リリエ
出演／昭和音楽大学ミュージカルコース卒業生
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円

未来づくりコンサート Vol.4　
豊潤な響き・チェロアンサンブルの魅力
4月17日（日）　13：30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／チェロ：桑田歩（新日本フィルハーモニー交響
楽団客員首席チェロ奏者、昭和音楽大学客員教授）、
古川展生（東京都交響楽団首席チェロ奏者、昭和
音楽大学客員教授）、山岸彩子（昭和音楽大学講師）、
島根朋史（昭和音楽大学講師）、田中浩介（元テア
トロ・ジーリオ・ショウワオーケストラ）、ピアノ：南部
麻里（昭和音楽大学講師）
料金／全席指定 1,000円
※別途会場で寄付のご協力をお願いします。

＜オープニング公演＞
藤原歌劇団公演「イル・カンピエッロ」
ニュープロダクション
ヴォルフ＝フェッラーリ作曲
オペラ全3幕／字幕付き原語（イタリア語）上演
4月22日（金）　13：00開場　14：00開演 
　　23日（土）　13：00開場　14：00開演
　　24日（日）　13：00開場　14：00開演
※各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：時任康文、演出：マルコ・ガンディーニ、

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時～16時）
ensou@senzoku.ac.jp

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

当面の間、主催公演は関係者のみにて開催
しています。このため、一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。なお、一部の
演奏会は洗足学園音楽大学YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.1 
日本のうたをうたう
～いま、あなたに聴いてほしいうた～
5月3日（火・祝）　10：30開場　11：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
＊詳細はアルテリッカの欄に

◇令和3年度 卒業演奏会
＊公演日時、内容、一般公開の有無などの詳細は、公式
　サイトでご確認ください。

◇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開演 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎C511教室
講師／白川ゆう子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料
＊ウェブサイトイベントページより要事前申込。

＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感染症対策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、ご来場
ください。
＊必ず事前にお申込みください。

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）

※未就学児入場不可

2021―少年の祭典「ボレロ」―
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649 

動 画 配 信

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

第8回みなと第九を歌う会演奏会
3月13日（日）　14：00開演
曲目／ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：中島章博、管弦楽：みなとシティオーケス
トラ、ソリスト：渡邉恵津子、豊島ゆき、望月哲也、武田直之
料金／全席指定 一般2,000円
＊川崎市民招待（30名）あり、要問合せ
問合せ／みなと第九を歌う会 
☎090-3201-8355

★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

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）〉
3月28日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：中村宏朗
第258回例会
〈湯浅聡子ピアノ演奏会～コロナ禍の午後のひととき～〉
4月22日（金）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／ピアノ：湯浅聡子
各料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

★第11回 音楽大学フェスティバル・オーケストラ
3月26日（土）　14：30開場　15：00開演
曲目／三善晃：祝典序曲、ブルックナー：交響曲第4番
「ロマンティック」（ハース版）
出演／指揮：下野竜也、管弦楽：音楽大学フェスティバル・
オーケストラ（上野学園大学、国立音楽大学、昭和音楽
大学、洗足学園音楽大学、東京音楽大学、東京藝術大学、
東邦音楽大学、桐朋学園大学、武蔵野音楽大学）
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円 託 東京交響楽団 川崎定期演奏会 第85回

4月24日（日）　14：00開演
曲目／サロネン：ヘリックス、ラヴェル：ピアノ協奏曲 
ト長調、高雅で感傷的なワルツ、ストラヴィンスキー：
組曲「火の鳥」（1919年版）
出演／指揮：リオネル・ブランギエ、ピアノ：リーズ・
ドゥ・ラ・サール
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、P席2,500円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

0歳からのオーケストラ
～ズーラシアンブラス meets 東京交響楽団
4月29日（金・祝）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　　　②13：45開場　14：30開演
出演／指揮：水戸博之、オカピ、金管五重奏：ズーラシアン
ブラス、管弦楽：東京交響楽団

料金／全席指定 大人3,500円、子ども（中学生以下）
1,500円
※0歳児から入場可。2歳児以下保護者膝上の場合は無料
　（保護者1名につき、子ども1名まで）。ただし、座席が
　必要な場合は有料。　　　　　　　　　　　
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 未

管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
ガスパリーナ：中井奈穂（4/22・24）、中畑有美子
（4/23）、ドナ・カーテ：角田和弘（4/22・24）、山内
政幸（4/23）、ルシエータ：迫田美帆（4/22・24）、
中村芽吹（4/23）、ドナ・パスクワ：持木 弘（4/22・24）、
所谷直生（4/23）、ニェーゼ：楠野麻衣（4/22・24）、
米田七海（4/23）、オルソラ：但馬由香（4/22・24）、北薗
彩佳（4/23）、ゾルゾレート：海道弘昭（4/22・24）、及川
尚志（4/23）、アンゾレート：大塚雄太（4/22・24）、
和下田大典（4/23）、アストルフィ：森口賢二（4/22・
24）、市川宥一郎（4/23）、ファブリーツィオ：東原貞彦
（4/22・24）、杉尾真吾（4/23）
料金／全席指定 S席12,800円、A席9,800円、B席
6,800円、C席3,000円

託

4,000円、C席3,000円
第177回　5月15日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲、デュサパン：
オルガンとオーケストラのための二重奏曲「WAVES」
（日本初演）、ブラームス：交響曲 第3番
出演／指揮：ジョナサン・ノット（東京交響楽団 音楽監督）、
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）
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

料金／全席指定 S席6,000円、A席販売終了
問合せ／アクセス
☎045-212-5555（月・水・金11時～13時／祝日を除く）

会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
出演／藤原歌劇団QuattroAria（笹岡慎一郎、黄木
透、和下田大典、大塚雄太）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,500円、U25席2,000円

記載のあるもの以外未就学児入場不可
U25席（25歳以下または学生）とU25割
（25歳以下で対象席種を割引料金）は会場にて
身分証提示。学生：小学生～大学生

★MUZA スペシャル・ナイトコンサート 
　国府弘子のファンタスティック・エイト
3月16日（水）　18：00開場　19：00開演

曲目／ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、
ロジャーズ：『サウンド・オブ・ミュージック』より すべて
の山に登れ、ラロ・シフリン：『燃えよドラゴン』、ロータ：
『太陽がいっぱい』、国府弘子：スターランド 他
出演／ピアノ：国府弘子、ベース：八尋洋一、ドラムス：岩瀬
立飛、フルート：赤木りえ、ヴァイオリン：早稲田桜子、石田
泰尚、ヴィオラ：須田祥子 、チェロ＆ギター：伊藤ハルトシ 
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

★MUZAランチタイムコンサート 
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
異端児二人による鍵盤数176から奏でる衝撃のピアノ
スペクタル！
4月19日（火）　11：30開場　12：10開演

和太鼓　梵天コンサート2022
～It's a Wonderful World～
4月29日（金・祝）　14：15開場　15：00開演
会場／麻生市民館
料金／全席指定 一般5,000円、U25席2,000円

狩野泰一　篠笛 JAPANESE JAZZ
4月29日（金・祝）　17：15開場　18：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール 
出演／篠笛：狩野泰一、ピアノ：林正樹、ベース：吉野
弘志、パーカッション：ヤヒロトモヒロ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、
U25席2,000円

峰厚介　ジャズテナーサックスの魅力
4月28日（木）　17：45開場　18：30開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／テナーサックス：峰厚介、ピアノ：清水絵理子、
ベース：須川崇志、ドラムス：竹村一哲（いってつ）
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、
U25席2,000円

トリオ・リベルタ　コンサート
 『CLASSIC×PIAZZOLLA』
4月30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
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ・ヴォーカル：
中岡太志、サクソフォン：松原孝政
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25席2,000円

▲教えて、野本先生!
　カルッツ レクチャーコンサート 
　名曲探偵と解き明かす「春」の音楽のヒミツ
3月27日（日）　14：30開場　15：00開演

★ホールアドバイザー秋山和慶企画
　オーケストラで楽しむ映画音楽ⅩⅢ
4月9日（土）　14：00開場　14：20プレトーク
　　　　　　　15：00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、ヤナーチェク：おとぎ
話、プーランク：チェロ・ソナタ 他
料金／全席指定 一般4,000円、舞台後方席3,000円
東京グランド・ソロイスツ 《ピアソラの四季》
4月3日（日）　13：30開演
曲目／【オール・ピアソラ・プログラム】フーガと神秘、
デカリシモ、リベルタンゴ、エスクアロ（鮫）、悪魔のロマ
ンス、アディオス・ノニーノ、タングアンゴ、ブエノスアイ
レスの春・夏・秋・冬
出演／バンドネオン：三浦一馬、ヴァイオリン：石田泰尚、
東京グランド・ソロイスツ
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
奥井紫麻　ピアノ・リサイタル 《ロシアン・ピアニズム》
5月3日（火・祝）　13：30開演
曲目／ショパン：24の前奏曲、スクリャービン：ピアノ・
ソナタ第2番「幻想ソナタ」 他
料金／全席指定 一般4,000円、舞台後方席3,000円
＊5公演セット券一般18,000円、舞台後方席10,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

曲目／ジョン・ウィリアムズ：『インディー・ジョーンズ』
より レイダース・マーチ、『シンドラーのリスト』、
『ハリー・ポッターと賢者の石』より ヘドウィグのテーマ、
『E.T.』より フライング・テーマ、久石譲：『おくりびと』
～チェロとオーケストラのための、『私は貝になりたい』、
交響組曲『天空の城ラピュタ』
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、ゲスト：
久石譲（指揮・ピアノ）、三浦文彰（ヴァイオリン）、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）各席半額

会場／アクトスタジオ
内容／「春」にちなむ名曲に秘められた魅力を様々な
角度から解き明かす、スペシャル・レクチャー・コンサート! 
出演／解説・ピアノ：野本由紀夫、ヴァイオリン：清水英理子
料金／全席自由 一般2,000円、18歳以下1,000円

曲目／レスピーギ（山中・高橋編）：ローマの祭り、J.ウィリ
アムズ（山中編）：映画「ハリーポッター」より
出演／アン・セット・シス（ピアノ：山中惇史、高橋優介）
各料金／全席指定 500円

東京交響楽団 ザ・ロマンチック コンサート
5月7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／ショパン：ピアノ協奏曲第2番、チャイコフ
スキー：交響曲第2番 他
出演／指揮：飯森範親、ピアノ：牛田智大
料金／全席指定 S席5,500円、A席4,500円、B席
3,500円、U25席2,000円

©s.yamamoto©Ariga Terasawa
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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 未…未就学児入場可 未…未就学児入場可 ＊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。託…託児あり

3・4月号の情報は2月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回5月10日発刊号は、5月11日から7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！（3月18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

＜フィナーレ公演＞
スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「ジゼル」全2幕
5月14日（土）・15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
料金／全席指定 SS席10,000円（8,000円）、S席
9,000円（6,000円）、A席6,000円（4,000円）、
B席3,000円（2,000円）、C席1,000円、学生券
2,500円
※3歳以下入場不可、カッコ内は子ども（4歳～中学生）
※C席・学生席はバレエ団のみで取扱い
※学生券は25歳までの学生対象、座席指定不可、
　要学生証

申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（10時～17時）
＊平日のみ、4/1からは毎日営業
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2022実行委員会事務局　☎044-952-5024

「ゴジラ」 シネマ コンサート
5月3日（火・祝）　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
内容／第１部：映画「ゴジラ」1954上映、伊福部昭
作曲「ゴジラ」全曲演奏、第２部：仮想座談会「ゴジラ
の生みの親たちが語る？ 21世紀のゴジラ」
出演／指揮：和田薫、演奏：テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ、昭和音楽大学合唱団 他
トークゲスト：尾上克郎（「シン・ゴジラ」准監督・特技
統括)、岩瀬政雄(ゴジラシリーズ 音楽プロデューサー)、
富山省吾(ゴジラシリーズ プロデューサー)
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円、U25席（見切れ席）3,000円
※4歳以下入場不可

人間国宝の競演
「友枝昭世と山本東次郎の至芸」
5月3日（火・祝）　13：15開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
演目／能「隅田川（すみだがわ）」 シテ：友枝昭世
　　　狂言「麻生（あそう）」 シテ：山本東次郎
　　　解説：馬場あき子
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円、A席
4,000円、U25割（S席2,500円、A席2,000円）

奄美の黒うさぎコンサート
5月4日（水・祝）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／歌：萩原かおり、チェロ：大藤桂子、ピアノ：案野
弘子、指揮：山舘冬樹、三味線：野澤徹也、尺八：阿部
大輔、邦楽打楽器：冨田慎平、合唱：昭和音楽大学
合唱団、歌：里アンナ、島唄：森山ユリ子、踊り：山ゆり会
料金／指定席3,500円、自由席3,000円、U25割
自由席2,000円
※自由席は当日に座席券と引換。座席はお選びい
ただけません。
※4歳以上入場可。

子どものための音楽ショータイムⅡ 
～歌とパントマイムで楽しもう！～
5月5日（木・祝） 　①　9：15開場　10：00開演
　　　　　　　　 ②11：45開場　12：30開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／コミカルマイミスト：ちゅうサン、うたの
おねえさん：川目晴香、うたのおにいさん：黄木透、
ピアノ：辻喜久栄、サックス：佐藤温、ドラム：遠藤真治
料金／全席指定 大人1,500円、子ども（0歳～小学生）
500円　※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

ザ・ギター＆フルート ライブ
5月1日（日）　13：30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／ギター：福田進一、フルート：工藤重典、ギター：
熊谷俊之、昭和音楽大学ギター専攻学生（大島
祥、森田晴、坂本和奏）
料金／全席指定 一般3,500円、U25席2,000円

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Vol.1
日本のうたをうたう
～いま、あなたに聴いてほしいうた～
5月3日（火・祝）　10：30開場　11：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／中田喜直・金子みす ：ゞ童謡歌曲集「ほしと
たんぽぽ」より、山田耕筰・三木露風：「唄」、平井
康三郎・小黒恵子：「うぬぼれ鏡」、木下牧子・やなせ
たかし：「さびしいカシの木」 他
出演／ソプラノ：大森智子、山口佳子、メゾソプラノ：
丹呉由利子、テノール：中井亮一、ピアノ：星和代
料金／全席指定 一般2,500円、学生1,500円

▲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24回
横浜中華芸術団　チャイナミュージック・コンサート
3月16日（水）　13：00開場　13：30開演

曲目／漁舟唱晩、雨碎江南、上游曲 他
※プログラムは変更になる場合あり。
出演／古箏：謝雪梅、笛：王明君、二胡：劉晋陽
第25回　石塚隆充　フラメンコ・コンサート
4月15日（金）　13：00開場　13：30開演

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

シンフォニア・ズブロッカ 第18回演奏会
3月19日（土）　17：00開場　18：00開演
曲目／デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」、ブリテン：
青少年のための管弦楽入門、エルガー：交響曲第1番
出演／指揮：金山隆夫
料金／全席指定 1,000円
問合せ／シンフォニア・ズブロッカ
☎080-4925-1156

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

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第41回定期演奏会
3月22日（火）　17：30開場　18：00開演
曲目／リード：第五組曲、ジェイガー：ロベルト・シュー
マンの主題による変奏曲、スパーク：ハンディントン・
セレブレーション、ポピュラーステージ 他
問合せ／県立生田高等学校　☎044-977-3800

★バッハ・コレギウム・ジャパン　
　J.S.バッハ：マタイ受難曲 BWV244
4月17日（日）　16：00開演
出演／指揮：鈴木雅明、ソプラノ：ハナ・ブラシコヴァ、
中江早希、アルト：ベンノ・シャハトナー、青木洋也、
エヴァンゲリスト（福音史家）：トマス・ホッブス、テノール：
櫻田亮、バス：加耒徹、渡辺祐介、合唱・管弦楽：バッハ・
コレギウム・ジャパン
料金／全席指定 S席10,000円、A席8,000円、B席
7,000円、C席6,000円
＊U25（小学生～25歳以下）各席半額

上野通明　チェロ・リサイタル
4月3日（日）　18：30開演
曲目／J.S.バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロの
ためのソナタ 第2番（チェロ＆ピアノ版）、ヒンデミット：
無伴奏チェロ・ソナタ op.25-3、リスト：悲しみのゴン
ドラ、シューベルト：ロンド ロ短調（原曲：ヴァイオリンと
ピアノ）、武満徹：オリオン、ブリテン：チェロ・ソナタ ハ長調
出演／チェロ：上野通明、ピアノ：阪田知樹
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席2,000円
＊学生（25歳以下）、シルバー（65歳以上）は各500円引
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第74回定期演奏会
4月10日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、フォーレ：
組曲「ペアレスとメリザンド」、ストラヴィンスキー：バレエ
音楽「ペトルーシュカ」
出演／指揮：川本貢司、ピアノ：三舩優子
料金／全席指定 1,000円
問合せ／麻生フィルハーモニー管弦楽団
☎090-2676-4488

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
3月16日（水）、23日（水）、30日（水）、4月13日（水）、
20日（水）　17:30開演
3月17日（木）、24日（木）、31日（木）、4月7日（木）、21日（木）、
5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 
他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高校生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

川崎市立高津高等学校吹奏楽部　
第26回定期演奏会
3月28日（月）　17：00開場　17：30開演
曲目／【第１部】田坂直樹：マーチ「プロヴァンスの風」、
スパーク：オリエント急行、リード：マリンバと吹奏楽の
為のコンチェルティーノ【第2部】内藤友樹：墨画三景に
みる白と黒の陰翳～管八重奏のための、Y・D・メイ： エク
ストリーム・メイクオーバー～チャイコフスキーの主題
による変容～【第３部】ポップスステージ
出演／指揮・マリンバ：高田亮、植松雅史
問合せ／高津高等学校（島田）　☎044-811-2555

スターダスト☆レビュー 40周年
ライブツアー「年中模索」
～しばらくは、コール&ノーレスポンスで～
5月5日（木・祝）　16：00開場　17：00開演
料金／全席指定 7,500円　※お一人様1公演4枚まで
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999（平日：月・水・金11時～13時）

神奈川県立川崎北高等学校吹奏楽部　
第35回定期演奏会
3月21日（月・祝）　15：00開場　15：30開演
曲目／「北吹」マーチ、ワイルド・ナイツ!、たなばたシネマ
トロジー全曲 他
出演／指揮：秋裕一郎
問合せ／川崎北高等学校吹奏楽部顧問（菅野）
☎044-855-2652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

▲気鋭のマエストロと新時代のピアニストが描く
　ロシアへの愛をこめて、魅惑のラフマニノフ！
3月19日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、ラフ
マニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲、ピアノ協奏曲
第2番
出演／指揮：水戸博之、ピアノ：角野隼斗、管弦楽：神奈川
フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 SS席～A席完売、B席4,000円、U18 
3,000円

日本フィルハーモニー交響楽団　
第376回横浜定期演奏会
4月23日（土）　17：00開演
曲目／シベリウス：交響詩《エン・サガ》、ベートーヴェン：
交響曲第2番、第4番 
出演／指揮：ピエタリ・インキネン（首席指揮者）
第377回横浜定期演奏会
5月14日（土）　17：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇《イドメネオ》序曲、シベリウス：
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調、ドヴォルジャーク：交響曲
第7番 
各料金／S席8,000円、A席6,500円、B席6,000円、
C席5,000円
出演／指揮：下野竜也、ヴァイオリン：南紫音
問合せ／日本フィル・サービスセンター 
☎03-5378-5911

★こどもフェスタ2022春
5月5日（木・祝）　開演時間未定
＊要事前申込（4月8日まで）

横浜フィルハーモニー管弦楽団
第85回定期演奏会
5月7日（土）　17：30開場　18：30開演
曲目／カリンニコフ：交響曲第1番、チャイコフスキー：
交響曲第5番
出演／指揮：伊藤翔
料金／全席指定 一般1,000円
　　　　　　　 65歳以上（当日券のみ）500円
問合せ／管弦楽団事務局　☎080-3313-5851

石田泰尚スペシャル
熱狂の夜　第1夜《無伴奏》
5月10日（火）　19：00開演
曲目／ビーバー：パッサカリア、テレマン：12のファンタ
ジアより 第1番、第7番、第9番、第12番、ブロッホ：無伴奏
ヴァイオリンのための組曲第1番、コダーイ：ヴァイオリン
とチェロのための二重奏曲、J.S.バッハ：シャコンヌ
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、チェロ：山本裕康
料金／全席指定 S席4,000円、A席・P席（舞台後方席）
3,000円　＊石田泰尚スペシャル5公演セット券 S席 
20,000円、A席16,000円、P席 13,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★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175回　3月27日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、夜の女王のアリア
「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」、オッフェン
バック：喜歌劇「天国と地獄」序曲、歌劇「ホフマン物語」
より オランピアのアリア「生け垣に鳥たちが」、バーン
スタイン：「キャンディード」序曲、クネゴンデのアリア
「着飾って、きらびやかに」、マーラー：交響曲 第1番「巨人」
出演／指揮：飯森範親、ソプラノ：梅津碧
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円
第176回　4月16日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
出演／指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：前橋汀子
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席

せたがやジュニアオーケストラ
第12回定期演奏会
3月28日（月）　17：00開場　17：30開演
曲目／池辺晋一郎：星をかぞえる（2019年委嘱作品・
世界初演）、グリーグ：「ペールギュント」組曲第1番、第2番
より抜粋、チャイコフスキー：バレエ「白鳥の湖」より抜粋
出演／指揮：円光寺雅彦
料金／全席指定 一般1,500円、高校生以下1,000円
問合せ／（公財）せたがや文化財団 音楽事業部
☎03-5432-1535（平日10時～18時） 託

森村学園中高等部管弦楽部
第17回定期演奏会
4月2日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／シベリウス：交響詩「フィンランディア」、ボロ
ディン：歌劇「イーゴリ公」より 「ダッタン人の踊り」、J.
ウイリアムズ：「サウンドトラック・ハイライツ」、A.L.
ウェバー：「オペラ座の怪人」セレクション、久石譲：「千と
千尋の神隠し」セレクション 他
申込方法／ハガキまたはメールにて（要問合せ） 
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部（深井）
☎080-5464-8786（8時20分～19時）

アジア音楽祭2022 in Kawasaki　
オーケストラコンサート
3月31日（木）　18：20開場　19：00開演
曲目／ダン・ユハス（イスラエル）：Reflections(日本
初演）、松波匠太郎：senritsu(世界初演）、水野みか子：
眠りと記憶のディアステマ（改訂初演）、四反田素幸：
オーケストラのための「五つの扉」（世界初演）、松下功：
天空の祈り～とうとき命に～
出演／管弦楽：東京交響楽団、指揮：高関健
料金／全席指定 4,000円
問合せ／一般社団法人日本作曲家協議会
☎03-6276-1177（平日10時半～16時半）

本田雅人 B.B.Station University
ゲスト：KAN
5月5日（木・祝）　16：15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
出演／サックス：本田雅人、B.B.Station 
University、ヴォーカル・ピアノ：KAN(ゲスト）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25席2,000円

藤原歌劇団QuattroAria
スプリングコンサート2022
～ボーダーレス　ジャンルと時代を超えた
癒しのハーモニー～
5月8日（日）　14：00開場　14：30開演

＜プレ公演＞
2022若きアーティストたちの響演 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月9日（土）　13：30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／今期の昭和音楽大学、同短期大学部および
大学院の卒業・修了者の中から特に選抜された
ピアノ、声楽、弦管打楽器、電子オルガンなどの奏者。
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円
ジャズ・ポピュラーライブ 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月10日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／昭和音楽大学、同短期大学部ジャズコース
とポピュラー音楽コース出身メンバー（ドラムス：
塚田陽太、ピアノ：西山ケイン、ギター：山下裕基 他）
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円
ミュージカル・スプリング・ライブ 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月16日（土）　①13：30開場　14：00開演
　　　　　　　 ②17：30開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F スタジオ・リリエ
出演／昭和音楽大学ミュージカルコース卒業生
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円

未来づくりコンサート Vol.4　
豊潤な響き・チェロアンサンブルの魅力
4月17日（日）　13：30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／チェロ：桑田歩（新日本フィルハーモニー交響
楽団客員首席チェロ奏者、昭和音楽大学客員教授）、
古川展生（東京都交響楽団首席チェロ奏者、昭和
音楽大学客員教授）、山岸彩子（昭和音楽大学講師）、
島根朋史（昭和音楽大学講師）、田中浩介（元テア
トロ・ジーリオ・ショウワオーケストラ）、ピアノ：南部
麻里（昭和音楽大学講師）
料金／全席指定 1,000円
※別途会場で寄付のご協力をお願いします。

＜オープニング公演＞
藤原歌劇団公演「イル・カンピエッロ」
ニュープロダクション
ヴォルフ＝フェッラーリ作曲
オペラ全3幕／字幕付き原語（イタリア語）上演
4月22日（金）　13：00開場　14：00開演 
　　23日（土）　13：00開場　14：00開演
　　24日（日）　13：00開場　14：00開演
※各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：時任康文、演出：マルコ・ガンディーニ、

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時～16時）
ensou@senzoku.ac.jp

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

当面の間、主催公演は関係者のみにて開催
しています。このため、一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。なお、一部の
演奏会は洗足学園音楽大学YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.1 
日本のうたをうたう
～いま、あなたに聴いてほしいうた～
5月3日（火・祝）　10：30開場　11：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
＊詳細はアルテリッカの欄に

◇令和3年度 卒業演奏会
＊公演日時、内容、一般公開の有無などの詳細は、公式
　サイトでご確認ください。

◇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開演 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎C511教室
講師／白川ゆう子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料
＊ウェブサイトイベントページより要事前申込。

＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感染症対策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、ご来場
ください。
＊必ず事前にお申込みください。

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）

※未就学児入場不可

2021―少年の祭典「ボレロ」―
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649 

動 画 配 信

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

第8回みなと第九を歌う会演奏会
3月13日（日）　14：00開演
曲目／ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：中島章博、管弦楽：みなとシティオーケス
トラ、ソリスト：渡邉恵津子、豊島ゆき、望月哲也、武田直之
料金／全席指定 一般2,000円
＊川崎市民招待（30名）あり、要問合せ
問合せ／みなと第九を歌う会 
☎090-3201-8355

★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

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）〉
3月28日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：中村宏朗
第258回例会
〈湯浅聡子ピアノ演奏会～コロナ禍の午後のひととき～〉
4月22日（金）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／ピアノ：湯浅聡子
各料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

★第11回 音楽大学フェスティバル・オーケストラ
3月26日（土）　14：30開場　15：00開演
曲目／三善晃：祝典序曲、ブルックナー：交響曲第4番
「ロマンティック」（ハース版）
出演／指揮：下野竜也、管弦楽：音楽大学フェスティバル・
オーケストラ（上野学園大学、国立音楽大学、昭和音楽
大学、洗足学園音楽大学、東京音楽大学、東京藝術大学、
東邦音楽大学、桐朋学園大学、武蔵野音楽大学）
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円 託 東京交響楽団 川崎定期演奏会 第85回

4月24日（日）　14：00開演
曲目／サロネン：ヘリックス、ラヴェル：ピアノ協奏曲 
ト長調、高雅で感傷的なワルツ、ストラヴィンスキー：
組曲「火の鳥」（1919年版）
出演／指揮：リオネル・ブランギエ、ピアノ：リーズ・
ドゥ・ラ・サール
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、P席2,500円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

0歳からのオーケストラ
～ズーラシアンブラス meets 東京交響楽団
4月29日（金・祝）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　　　②13：45開場　14：30開演
出演／指揮：水戸博之、オカピ、金管五重奏：ズーラシアン
ブラス、管弦楽：東京交響楽団

料金／全席指定 大人3,500円、子ども（中学生以下）
1,500円
※0歳児から入場可。2歳児以下保護者膝上の場合は無料
　（保護者1名につき、子ども1名まで）。ただし、座席が
　必要な場合は有料。　　　　　　　　　　　
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 未

管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
ガスパリーナ：中井奈穂（4/22・24）、中畑有美子
（4/23）、ドナ・カーテ：角田和弘（4/22・24）、山内
政幸（4/23）、ルシエータ：迫田美帆（4/22・24）、
中村芽吹（4/23）、ドナ・パスクワ：持木 弘（4/22・24）、
所谷直生（4/23）、ニェーゼ：楠野麻衣（4/22・24）、
米田七海（4/23）、オルソラ：但馬由香（4/22・24）、北薗
彩佳（4/23）、ゾルゾレート：海道弘昭（4/22・24）、及川
尚志（4/23）、アンゾレート：大塚雄太（4/22・24）、
和下田大典（4/23）、アストルフィ：森口賢二（4/22・
24）、市川宥一郎（4/23）、ファブリーツィオ：東原貞彦
（4/22・24）、杉尾真吾（4/23）
料金／全席指定 S席12,800円、A席9,800円、B席
6,800円、C席3,000円

託

4,000円、C席3,000円
第177回　5月15日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲、デュサパン：
オルガンとオーケストラのための二重奏曲「WAVES」
（日本初演）、ブラームス：交響曲 第3番
出演／指揮：ジョナサン・ノット（東京交響楽団 音楽監督）、
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）
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

料金／全席指定 S席6,000円、A席販売終了
問合せ／アクセス
☎045-212-5555（月・水・金11時～13時／祝日を除く）

会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
出演／藤原歌劇団QuattroAria（笹岡慎一郎、黄木
透、和下田大典、大塚雄太）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,500円、U25席2,000円

記載のあるもの以外未就学児入場不可
U25席（25歳以下または学生）とU25割
（25歳以下で対象席種を割引料金）は会場にて
身分証提示。学生：小学生～大学生

★MUZA スペシャル・ナイトコンサート 
　国府弘子のファンタスティック・エイト
3月16日（水）　18：00開場　19：00開演

曲目／ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、
ロジャーズ：『サウンド・オブ・ミュージック』より すべて
の山に登れ、ラロ・シフリン：『燃えよドラゴン』、ロータ：
『太陽がいっぱい』、国府弘子：スターランド 他
出演／ピアノ：国府弘子、ベース：八尋洋一、ドラムス：岩瀬
立飛、フルート：赤木りえ、ヴァイオリン：早稲田桜子、石田
泰尚、ヴィオラ：須田祥子 、チェロ＆ギター：伊藤ハルトシ 
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

★MUZAランチタイムコンサート 
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
異端児二人による鍵盤数176から奏でる衝撃のピアノ
スペクタル！
4月19日（火）　11：30開場　12：10開演

和太鼓　梵天コンサート2022
～It's a Wonderful World～
4月29日（金・祝）　14：15開場　15：00開演
会場／麻生市民館
料金／全席指定 一般5,000円、U25席2,000円

狩野泰一　篠笛 JAPANESE JAZZ
4月29日（金・祝）　17：15開場　18：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール 
出演／篠笛：狩野泰一、ピアノ：林正樹、ベース：吉野
弘志、パーカッション：ヤヒロトモヒロ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、
U25席2,000円

峰厚介　ジャズテナーサックスの魅力
4月28日（木）　17：45開場　18：30開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／テナーサックス：峰厚介、ピアノ：清水絵理子、
ベース：須川崇志、ドラムス：竹村一哲（いってつ）
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、
U25席2,000円

トリオ・リベルタ　コンサート
 『CLASSIC×PIAZZOLLA』
4月30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
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ・ヴォーカル：
中岡太志、サクソフォン：松原孝政
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25席2,000円

▲教えて、野本先生!
　カルッツ レクチャーコンサート 
　名曲探偵と解き明かす「春」の音楽のヒミツ
3月27日（日）　14：30開場　15：00開演

★ホールアドバイザー秋山和慶企画
　オーケストラで楽しむ映画音楽ⅩⅢ
4月9日（土）　14：00開場　14：20プレトーク
　　　　　　　15：00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、ヤナーチェク：おとぎ
話、プーランク：チェロ・ソナタ 他
料金／全席指定 一般4,000円、舞台後方席3,000円
東京グランド・ソロイスツ 《ピアソラの四季》
4月3日（日）　13：30開演
曲目／【オール・ピアソラ・プログラム】フーガと神秘、
デカリシモ、リベルタンゴ、エスクアロ（鮫）、悪魔のロマ
ンス、アディオス・ノニーノ、タングアンゴ、ブエノスアイ
レスの春・夏・秋・冬
出演／バンドネオン：三浦一馬、ヴァイオリン：石田泰尚、
東京グランド・ソロイスツ
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
奥井紫麻　ピアノ・リサイタル 《ロシアン・ピアニズム》
5月3日（火・祝）　13：30開演
曲目／ショパン：24の前奏曲、スクリャービン：ピアノ・
ソナタ第2番「幻想ソナタ」 他
料金／全席指定 一般4,000円、舞台後方席3,000円
＊5公演セット券一般18,000円、舞台後方席10,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

曲目／ジョン・ウィリアムズ：『インディー・ジョーンズ』
より レイダース・マーチ、『シンドラーのリスト』、
『ハリー・ポッターと賢者の石』より ヘドウィグのテーマ、
『E.T.』より フライング・テーマ、久石譲：『おくりびと』
～チェロとオーケストラのための、『私は貝になりたい』、
交響組曲『天空の城ラピュタ』
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、ゲスト：
久石譲（指揮・ピアノ）、三浦文彰（ヴァイオリン）、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）各席半額

会場／アクトスタジオ
内容／「春」にちなむ名曲に秘められた魅力を様々な
角度から解き明かす、スペシャル・レクチャー・コンサート! 
出演／解説・ピアノ：野本由紀夫、ヴァイオリン：清水英理子
料金／全席自由 一般2,000円、18歳以下1,000円

曲目／レスピーギ（山中・高橋編）：ローマの祭り、J.ウィリ
アムズ（山中編）：映画「ハリーポッター」より
出演／アン・セット・シス（ピアノ：山中惇史、高橋優介）
各料金／全席指定 500円

東京交響楽団 ザ・ロマンチック コンサート
5月7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／ショパン：ピアノ協奏曲第2番、チャイコフ
スキー：交響曲第2番 他
出演／指揮：飯森範親、ピアノ：牛田智大
料金／全席指定 S席5,500円、A席4,500円、B席
3,500円、U25席2,000円

©s.yamamoto©Ariga Terasawa
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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 未…未就学児入場可 未…未就学児入場可 ＊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。託…託児あり

3・4月号の情報は2月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回5月10日発刊号は、5月11日から7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！（3月18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

＜フィナーレ公演＞
スターダンサーズ・バレエ団公演
ピーター・ライト版「ジゼル」全2幕
5月14日（土）・15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
料金／全席指定 SS席10,000円（8,000円）、S席
9,000円（6,000円）、A席6,000円（4,000円）、
B席3,000円（2,000円）、C席1,000円、学生券
2,500円
※3歳以下入場不可、カッコ内は子ども（4歳～中学生）
※C席・学生席はバレエ団のみで取扱い
※学生券は25歳までの学生対象、座席指定不可、
　要学生証

申込／アルテリッカしんゆりチケットセンター
☎044-955-3100（10時～17時）
＊平日のみ、4/1からは毎日営業
問合せ／川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2022実行委員会事務局　☎044-952-5024

「ゴジラ」 シネマ コンサート
5月3日（火・祝）　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
内容／第１部：映画「ゴジラ」1954上映、伊福部昭
作曲「ゴジラ」全曲演奏、第２部：仮想座談会「ゴジラ
の生みの親たちが語る？ 21世紀のゴジラ」
出演／指揮：和田薫、演奏：テアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラ、昭和音楽大学合唱団 他
トークゲスト：尾上克郎（「シン・ゴジラ」准監督・特技
統括)、岩瀬政雄(ゴジラシリーズ 音楽プロデューサー)、
富山省吾(ゴジラシリーズ プロデューサー)
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円、U25席（見切れ席）3,000円
※4歳以下入場不可

人間国宝の競演
「友枝昭世と山本東次郎の至芸」
5月3日（火・祝）　13：15開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
演目／能「隅田川（すみだがわ）」 シテ：友枝昭世
　　　狂言「麻生（あそう）」 シテ：山本東次郎
　　　解説：馬場あき子
料金／全席指定 SS席6,000円、S席5,000円、A席
4,000円、U25割（S席2,500円、A席2,000円）

奄美の黒うさぎコンサート
5月4日（水・祝）　13：00開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／歌：萩原かおり、チェロ：大藤桂子、ピアノ：案野
弘子、指揮：山舘冬樹、三味線：野澤徹也、尺八：阿部
大輔、邦楽打楽器：冨田慎平、合唱：昭和音楽大学
合唱団、歌：里アンナ、島唄：森山ユリ子、踊り：山ゆり会
料金／指定席3,500円、自由席3,000円、U25割
自由席2,000円
※自由席は当日に座席券と引換。座席はお選びい
ただけません。
※4歳以上入場可。

子どものための音楽ショータイムⅡ 
～歌とパントマイムで楽しもう！～
5月5日（木・祝） 　①　9：15開場　10：00開演
　　　　　　　　 ②11：45開場　12：30開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／コミカルマイミスト：ちゅうサン、うたの
おねえさん：川目晴香、うたのおにいさん：黄木透、
ピアノ：辻喜久栄、サックス：佐藤温、ドラム：遠藤真治
料金／全席指定 大人1,500円、子ども（0歳～小学生）
500円　※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

ザ・ギター＆フルート ライブ
5月1日（日）　13：30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／ギター：福田進一、フルート：工藤重典、ギター：
熊谷俊之、昭和音楽大学ギター専攻学生（大島
祥、森田晴、坂本和奏）
料金／全席指定 一般3,500円、U25席2,000円

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Vol.1
日本のうたをうたう
～いま、あなたに聴いてほしいうた～
5月3日（火・祝）　10：30開場　11：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／中田喜直・金子みす ：ゞ童謡歌曲集「ほしと
たんぽぽ」より、山田耕筰・三木露風：「唄」、平井
康三郎・小黒恵子：「うぬぼれ鏡」、木下牧子・やなせ
たかし：「さびしいカシの木」 他
出演／ソプラノ：大森智子、山口佳子、メゾソプラノ：
丹呉由利子、テノール：中井亮一、ピアノ：星和代
料金／全席指定 一般2,500円、学生1,500円

▲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24回
横浜中華芸術団　チャイナミュージック・コンサート
3月16日（水）　13：00開場　13：30開演

曲目／漁舟唱晩、雨碎江南、上游曲 他
※プログラムは変更になる場合あり。
出演／古箏：謝雪梅、笛：王明君、二胡：劉晋陽
第25回　石塚隆充　フラメンコ・コンサート
4月15日（金）　13：00開場　13：30開演

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

シンフォニア・ズブロッカ 第18回演奏会
3月19日（土）　17：00開場　18：00開演
曲目／デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」、ブリテン：
青少年のための管弦楽入門、エルガー：交響曲第1番
出演／指揮：金山隆夫
料金／全席指定 1,000円
問合せ／シンフォニア・ズブロッカ
☎080-4925-1156

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

神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
第41回定期演奏会
3月22日（火）　17：30開場　18：00開演
曲目／リード：第五組曲、ジェイガー：ロベルト・シュー
マンの主題による変奏曲、スパーク：ハンディントン・
セレブレーション、ポピュラーステージ 他
問合せ／県立生田高等学校　☎044-977-3800

★バッハ・コレギウム・ジャパン　
　J.S.バッハ：マタイ受難曲 BWV244
4月17日（日）　16：00開演
出演／指揮：鈴木雅明、ソプラノ：ハナ・ブラシコヴァ、
中江早希、アルト：ベンノ・シャハトナー、青木洋也、
エヴァンゲリスト（福音史家）：トマス・ホッブス、テノール：
櫻田亮、バス：加耒徹、渡辺祐介、合唱・管弦楽：バッハ・
コレギウム・ジャパン
料金／全席指定 S席10,000円、A席8,000円、B席
7,000円、C席6,000円
＊U25（小学生～25歳以下）各席半額

上野通明　チェロ・リサイタル
4月3日（日）　18：30開演
曲目／J.S.バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロの
ためのソナタ 第2番（チェロ＆ピアノ版）、ヒンデミット：
無伴奏チェロ・ソナタ op.25-3、リスト：悲しみのゴン
ドラ、シューベルト：ロンド ロ短調（原曲：ヴァイオリンと
ピアノ）、武満徹：オリオン、ブリテン：チェロ・ソナタ ハ長調
出演／チェロ：上野通明、ピアノ：阪田知樹
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席2,000円
＊学生（25歳以下）、シルバー（65歳以上）は各500円引
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第74回定期演奏会
4月10日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、フォーレ：
組曲「ペアレスとメリザンド」、ストラヴィンスキー：バレエ
音楽「ペトルーシュカ」
出演／指揮：川本貢司、ピアノ：三舩優子
料金／全席指定 1,000円
問合せ／麻生フィルハーモニー管弦楽団
☎090-2676-4488

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
3月16日（水）、23日（水）、30日（水）、4月13日（水）、
20日（水）　17:30開演
3月17日（木）、24日（木）、31日（木）、4月7日（木）、21日（木）、
5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 
他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高校生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

川崎市立高津高等学校吹奏楽部　
第26回定期演奏会
3月28日（月）　17：00開場　17：30開演
曲目／【第１部】田坂直樹：マーチ「プロヴァンスの風」、
スパーク：オリエント急行、リード：マリンバと吹奏楽の
為のコンチェルティーノ【第2部】内藤友樹：墨画三景に
みる白と黒の陰翳～管八重奏のための、Y・D・メイ： エク
ストリーム・メイクオーバー～チャイコフスキーの主題
による変容～【第３部】ポップスステージ
出演／指揮・マリンバ：高田亮、植松雅史
問合せ／高津高等学校（島田）　☎044-811-2555

スターダスト☆レビュー 40周年
ライブツアー「年中模索」
～しばらくは、コール&ノーレスポンスで～
5月5日（木・祝）　16：00開場　17：00開演
料金／全席指定 7,500円　※お一人様1公演4枚まで
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999（平日：月・水・金11時～13時）

神奈川県立川崎北高等学校吹奏楽部　
第35回定期演奏会
3月21日（月・祝）　15：00開場　15：30開演
曲目／「北吹」マーチ、ワイルド・ナイツ!、たなばたシネマ
トロジー全曲 他
出演／指揮：秋裕一郎
問合せ／川崎北高等学校吹奏楽部顧問（菅野）
☎044-855-2652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

▲気鋭のマエストロと新時代のピアニストが描く
　ロシアへの愛をこめて、魅惑のラフマニノフ！
3月19日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲、ラフ
マニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲、ピアノ協奏曲
第2番
出演／指揮：水戸博之、ピアノ：角野隼斗、管弦楽：神奈川
フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 SS席～A席完売、B席4,000円、U18 
3,000円

日本フィルハーモニー交響楽団　
第376回横浜定期演奏会
4月23日（土）　17：00開演
曲目／シベリウス：交響詩《エン・サガ》、ベートーヴェン：
交響曲第2番、第4番 
出演／指揮：ピエタリ・インキネン（首席指揮者）
第377回横浜定期演奏会
5月14日（土）　17：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇《イドメネオ》序曲、シベリウス：
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調、ドヴォルジャーク：交響曲
第7番 
各料金／S席8,000円、A席6,500円、B席6,000円、
C席5,000円
出演／指揮：下野竜也、ヴァイオリン：南紫音
問合せ／日本フィル・サービスセンター 
☎03-5378-5911

★こどもフェスタ2022春
5月5日（木・祝）　開演時間未定
＊要事前申込（4月8日まで）

横浜フィルハーモニー管弦楽団
第85回定期演奏会
5月7日（土）　17：30開場　18：30開演
曲目／カリンニコフ：交響曲第1番、チャイコフスキー：
交響曲第5番
出演／指揮：伊藤翔
料金／全席指定 一般1,000円
　　　　　　　 65歳以上（当日券のみ）500円
問合せ／管弦楽団事務局　☎080-3313-5851

石田泰尚スペシャル
熱狂の夜　第1夜《無伴奏》
5月10日（火）　19：00開演
曲目／ビーバー：パッサカリア、テレマン：12のファンタ
ジアより 第1番、第7番、第9番、第12番、ブロッホ：無伴奏
ヴァイオリンのための組曲第1番、コダーイ：ヴァイオリン
とチェロのための二重奏曲、J.S.バッハ：シャコンヌ
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、チェロ：山本裕康
料金／全席指定 S席4,000円、A席・P席（舞台後方席）
3,000円　＊石田泰尚スペシャル5公演セット券 S席 
20,000円、A席16,000円、P席 13,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

★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175回　3月27日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、夜の女王のアリア
「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」、オッフェン
バック：喜歌劇「天国と地獄」序曲、歌劇「ホフマン物語」
より オランピアのアリア「生け垣に鳥たちが」、バーン
スタイン：「キャンディード」序曲、クネゴンデのアリア
「着飾って、きらびやかに」、マーラー：交響曲 第1番「巨人」
出演／指揮：飯森範親、ソプラノ：梅津碧
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円
第176回　4月16日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
出演／指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：前橋汀子
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席

せたがやジュニアオーケストラ
第12回定期演奏会
3月28日（月）　17：00開場　17：30開演
曲目／池辺晋一郎：星をかぞえる（2019年委嘱作品・
世界初演）、グリーグ：「ペールギュント」組曲第1番、第2番
より抜粋、チャイコフスキー：バレエ「白鳥の湖」より抜粋
出演／指揮：円光寺雅彦
料金／全席指定 一般1,500円、高校生以下1,000円
問合せ／（公財）せたがや文化財団 音楽事業部
☎03-5432-1535（平日10時～18時） 託

森村学園中高等部管弦楽部
第17回定期演奏会
4月2日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／シベリウス：交響詩「フィンランディア」、ボロ
ディン：歌劇「イーゴリ公」より 「ダッタン人の踊り」、J.
ウイリアムズ：「サウンドトラック・ハイライツ」、A.L.
ウェバー：「オペラ座の怪人」セレクション、久石譲：「千と
千尋の神隠し」セレクション 他
申込方法／ハガキまたはメールにて（要問合せ） 
問合せ／森村学園中高等部管弦楽部（深井）
☎080-5464-8786（8時20分～19時）

アジア音楽祭2022 in Kawasaki　
オーケストラコンサート
3月31日（木）　18：20開場　19：00開演
曲目／ダン・ユハス（イスラエル）：Reflections(日本
初演）、松波匠太郎：senritsu(世界初演）、水野みか子：
眠りと記憶のディアステマ（改訂初演）、四反田素幸：
オーケストラのための「五つの扉」（世界初演）、松下功：
天空の祈り～とうとき命に～
出演／管弦楽：東京交響楽団、指揮：高関健
料金／全席指定 4,000円
問合せ／一般社団法人日本作曲家協議会
☎03-6276-1177（平日10時半～16時半）

本田雅人 B.B.Station University
ゲスト：KAN
5月5日（木・祝）　16：15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
出演／サックス：本田雅人、B.B.Station 
University、ヴォーカル・ピアノ：KAN(ゲスト）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25席2,000円

藤原歌劇団QuattroAria
スプリングコンサート2022
～ボーダーレス　ジャンルと時代を超えた
癒しのハーモニー～
5月8日（日）　14：00開場　14：30開演

＜プレ公演＞
2022若きアーティストたちの響演 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月9日（土）　13：30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／今期の昭和音楽大学、同短期大学部および
大学院の卒業・修了者の中から特に選抜された
ピアノ、声楽、弦管打楽器、電子オルガンなどの奏者。
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円
ジャズ・ポピュラーライブ 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月10日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール
出演／昭和音楽大学、同短期大学部ジャズコース
とポピュラー音楽コース出身メンバー（ドラムス：
塚田陽太、ピアノ：西山ケイン、ギター：山下裕基 他）
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円
ミュージカル・スプリング・ライブ 
～昭和音楽大学同伶会とともに～
4月16日（土）　①13：30開場　14：00開演
　　　　　　　 ②17：30開場　18：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F スタジオ・リリエ
出演／昭和音楽大学ミュージカルコース卒業生
料金／全席指定 一般2,000円、学生1,000円

未来づくりコンサート Vol.4　
豊潤な響き・チェロアンサンブルの魅力
4月17日（日）　13：30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／チェロ：桑田歩（新日本フィルハーモニー交響
楽団客員首席チェロ奏者、昭和音楽大学客員教授）、
古川展生（東京都交響楽団首席チェロ奏者、昭和
音楽大学客員教授）、山岸彩子（昭和音楽大学講師）、
島根朋史（昭和音楽大学講師）、田中浩介（元テア
トロ・ジーリオ・ショウワオーケストラ）、ピアノ：南部
麻里（昭和音楽大学講師）
料金／全席指定 1,000円
※別途会場で寄付のご協力をお願いします。

＜オープニング公演＞
藤原歌劇団公演「イル・カンピエッロ」
ニュープロダクション
ヴォルフ＝フェッラーリ作曲
オペラ全3幕／字幕付き原語（イタリア語）上演
4月22日（金）　13：00開場　14：00開演 
　　23日（土）　13：00開場　14：00開演
　　24日（日）　13：00開場　14：00開演
※各日13：15から作品解説あり
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：時任康文、演出：マルコ・ガンディーニ、

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

☎044-856-2713（平日10時～16時）
ensou@senzoku.ac.jp

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

当面の間、主催公演は関係者のみにて開催
しています。このため、一般の方はご入場で
きませんのでご了承ください。なお、一部の
演奏会は洗足学園音楽大学YouTube
チャンネルでご覧いただけます。

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.1 
日本のうたをうたう
～いま、あなたに聴いてほしいうた～
5月3日（火・祝）　10：30開場　11：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
＊詳細はアルテリッカの欄に

◇令和3年度 卒業演奏会
＊公演日時、内容、一般公開の有無などの詳細は、公式
　サイトでご確認ください。

◇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開演 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎C511教室
講師／白川ゆう子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料
＊ウェブサイトイベントページより要事前申込。

＊やむを得ず開催内容・時間等が変更と
なる場合がございます。演奏会や講座
などの最新開催情報および新型コロナ
ウイルス感染症対策については、昭和
音楽大学公式サイトで確認の上、ご来場
ください。
＊必ず事前にお申込みください。

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）

※未就学児入場不可

2021―少年の祭典「ボレロ」―
問合せ／ボレロを楽しむ会事務局
☎044-853-1649 

動 画 配 信

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

第8回みなと第九を歌う会演奏会
3月13日（日）　14：00開演
曲目／ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：中島章博、管弦楽：みなとシティオーケス
トラ、ソリスト：渡邉恵津子、豊島ゆき、望月哲也、武田直之
料金／全席指定 一般2,000円
＊川崎市民招待（30名）あり、要問合せ
問合せ／みなと第九を歌う会 
☎090-3201-8355

★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

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）〉
3月28日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／高津市民館 視聴覚室
出演／お話：中村宏朗
第258回例会
〈湯浅聡子ピアノ演奏会～コロナ禍の午後のひととき～〉
4月22日（金）　13：30開場　14：00開演
会場／高津市民館 第一音楽室
出演／ピアノ：湯浅聡子
各料金／資料代500円　＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局　☎044-977-3378

★第11回 音楽大学フェスティバル・オーケストラ
3月26日（土）　14：30開場　15：00開演
曲目／三善晃：祝典序曲、ブルックナー：交響曲第4番
「ロマンティック」（ハース版）
出演／指揮：下野竜也、管弦楽：音楽大学フェスティバル・
オーケストラ（上野学園大学、国立音楽大学、昭和音楽
大学、洗足学園音楽大学、東京音楽大学、東京藝術大学、
東邦音楽大学、桐朋学園大学、武蔵野音楽大学）
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円 託 東京交響楽団 川崎定期演奏会 第85回

4月24日（日）　14：00開演
曲目／サロネン：ヘリックス、ラヴェル：ピアノ協奏曲 
ト長調、高雅で感傷的なワルツ、ストラヴィンスキー：
組曲「火の鳥」（1919年版）
出演／指揮：リオネル・ブランギエ、ピアノ：リーズ・
ドゥ・ラ・サール
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、P席2,500円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

0歳からのオーケストラ
～ズーラシアンブラス meets 東京交響楽団
4月29日（金・祝）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　　　②13：45開場　14：30開演
出演／指揮：水戸博之、オカピ、金管五重奏：ズーラシアン
ブラス、管弦楽：東京交響楽団

料金／全席指定 大人3,500円、子ども（中学生以下）
1,500円
※0歳児から入場可。2歳児以下保護者膝上の場合は無料
　（保護者1名につき、子ども1名まで）。ただし、座席が
　必要な場合は有料。　　　　　　　　　　　
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 未

管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ、
ガスパリーナ：中井奈穂（4/22・24）、中畑有美子
（4/23）、ドナ・カーテ：角田和弘（4/22・24）、山内
政幸（4/23）、ルシエータ：迫田美帆（4/22・24）、
中村芽吹（4/23）、ドナ・パスクワ：持木 弘（4/22・24）、
所谷直生（4/23）、ニェーゼ：楠野麻衣（4/22・24）、
米田七海（4/23）、オルソラ：但馬由香（4/22・24）、北薗
彩佳（4/23）、ゾルゾレート：海道弘昭（4/22・24）、及川
尚志（4/23）、アンゾレート：大塚雄太（4/22・24）、
和下田大典（4/23）、アストルフィ：森口賢二（4/22・
24）、市川宥一郎（4/23）、ファブリーツィオ：東原貞彦
（4/22・24）、杉尾真吾（4/23）
料金／全席指定 S席12,800円、A席9,800円、B席
6,800円、C席3,000円

託

4,000円、C席3,000円
第177回　5月15日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲、デュサパン：
オルガンとオーケストラのための二重奏曲「WAVES」
（日本初演）、ブラームス：交響曲 第3番
出演／指揮：ジョナサン・ノット（東京交響楽団 音楽監督）、
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）
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

料金／全席指定 S席6,000円、A席販売終了
問合せ／アクセス
☎045-212-5555（月・水・金11時～13時／祝日を除く）

会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
出演／藤原歌劇団QuattroAria（笹岡慎一郎、黄木
透、和下田大典、大塚雄太）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,500円、U25席2,000円

記載のあるもの以外未就学児入場不可
U25席（25歳以下または学生）とU25割
（25歳以下で対象席種を割引料金）は会場にて
身分証提示。学生：小学生～大学生

★MUZA スペシャル・ナイトコンサート 
　国府弘子のファンタスティック・エイト
3月16日（水）　18：00開場　19：00開演

曲目／ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー、
ロジャーズ：『サウンド・オブ・ミュージック』より すべて
の山に登れ、ラロ・シフリン：『燃えよドラゴン』、ロータ：
『太陽がいっぱい』、国府弘子：スターランド 他
出演／ピアノ：国府弘子、ベース：八尋洋一、ドラムス：岩瀬
立飛、フルート：赤木りえ、ヴァイオリン：早稲田桜子、石田
泰尚、ヴィオラ：須田祥子 、チェロ＆ギター：伊藤ハルトシ 
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円

★MUZAランチタイムコンサート 
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
異端児二人による鍵盤数176から奏でる衝撃のピアノ
スペクタル！
4月19日（火）　11：30開場　12：10開演

和太鼓　梵天コンサート2022
～It's a Wonderful World～
4月29日（金・祝）　14：15開場　15：00開演
会場／麻生市民館
料金／全席指定 一般5,000円、U25席2,000円

狩野泰一　篠笛 JAPANESE JAZZ
4月29日（金・祝）　17：15開場　18：00開演
会場／新百合トウェンティワンホール 
出演／篠笛：狩野泰一、ピアノ：林正樹、ベース：吉野
弘志、パーカッション：ヤヒロトモヒロ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、
U25席2,000円

峰厚介　ジャズテナーサックスの魅力
4月28日（木）　17：45開場　18：30開演

会場／新百合トウェンティワンホール
出演／テナーサックス：峰厚介、ピアノ：清水絵理子、
ベース：須川崇志、ドラムス：竹村一哲（いってつ）
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、
U25席2,000円

トリオ・リベルタ　コンサート
 『CLASSIC×PIAZZOLLA』
4月30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
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ・ヴォーカル：
中岡太志、サクソフォン：松原孝政
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25席2,000円

▲教えて、野本先生!
　カルッツ レクチャーコンサート 
　名曲探偵と解き明かす「春」の音楽のヒミツ
3月27日（日）　14：30開場　15：00開演

★ホールアドバイザー秋山和慶企画
　オーケストラで楽しむ映画音楽ⅩⅢ
4月9日（土）　14：00開場　14：20プレトーク
　　　　　　　15：00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、ヤナーチェク：おとぎ
話、プーランク：チェロ・ソナタ 他
料金／全席指定 一般4,000円、舞台後方席3,000円
東京グランド・ソロイスツ 《ピアソラの四季》
4月3日（日）　13：30開演
曲目／【オール・ピアソラ・プログラム】フーガと神秘、
デカリシモ、リベルタンゴ、エスクアロ（鮫）、悪魔のロマ
ンス、アディオス・ノニーノ、タングアンゴ、ブエノスアイ
レスの春・夏・秋・冬
出演／バンドネオン：三浦一馬、ヴァイオリン：石田泰尚、
東京グランド・ソロイスツ
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
奥井紫麻　ピアノ・リサイタル 《ロシアン・ピアニズム》
5月3日（火・祝）　13：30開演
曲目／ショパン：24の前奏曲、スクリャービン：ピアノ・
ソナタ第2番「幻想ソナタ」 他
料金／全席指定 一般4,000円、舞台後方席3,000円
＊5公演セット券一般18,000円、舞台後方席10,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

曲目／ジョン・ウィリアムズ：『インディー・ジョーンズ』
より レイダース・マーチ、『シンドラーのリスト』、
『ハリー・ポッターと賢者の石』より ヘドウィグのテーマ、
『E.T.』より フライング・テーマ、久石譲：『おくりびと』
～チェロとオーケストラのための、『私は貝になりたい』、
交響組曲『天空の城ラピュタ』
出演／指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中井美穂、ゲスト：
久石譲（指揮・ピアノ）、三浦文彰（ヴァイオリン）、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）各席半額

会場／アクトスタジオ
内容／「春」にちなむ名曲に秘められた魅力を様々な
角度から解き明かす、スペシャル・レクチャー・コンサート! 
出演／解説・ピアノ：野本由紀夫、ヴァイオリン：清水英理子
料金／全席自由 一般2,000円、18歳以下1,000円

曲目／レスピーギ（山中・高橋編）：ローマの祭り、J.ウィリ
アムズ（山中編）：映画「ハリーポッター」より
出演／アン・セット・シス（ピアノ：山中惇史、高橋優介）
各料金／全席指定 500円

東京交響楽団 ザ・ロマンチック コンサート
5月7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／ショパン：ピアノ協奏曲第2番、チャイコフ
スキー：交響曲第2番 他
出演／指揮：飯森範親、ピアノ：牛田智大
料金／全席指定 S席5,500円、A席4,500円、B席
3,500円、U25席2,000円

©s.yamamoto©Ariga Terasawa



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

●日　時／４月２３日（土）、２４日（日）11:00～  ※会場により異なります。
詳細はホームページをご覧ください

●会　場／アトレ川崎ツバキひろば、川崎駅東口駅前広場、川崎競輪場、川崎ルフロン、
銀座街ダイス駐輪場入口横、銀柳街入口

●問合せ／アジア交流音楽祭実行委員会事務局　☎044-544-9641

室内アンサンブルとともに
「あさお芸術のまちコンサート 
～For You～ 秋空のハーモニー」　
で歌う合唱団員を募集します。

募集人員／小学3年生～中学3年生：40名程度　高校1年生～シニアまで：30名程度
参 加 費／2,300円
練 習 日／6月10日、24日、7月8日、22日、8月5日、26日、29日（18時～20時）

9月3日（リハーサル）、9月4日（本番）
練習場所／麻生市民館
曲　　　目／すべての山に登れ（サウンド・オブ・ミュージックより）　他
申込み方法／下記「応募フォーム」からあるいは往復はがきにて

氏名、住所、電話番号（小中学生は保護者氏名、電話番号、
学校、学年も）を記入　
〒215-8570  麻生区役所地域振興課内

あさお芸術のまちコンサート推進委員会宛て　
締 切 り／5月13日（消印有効）＊応募者多数の場合は抽選

団 員 募 集
あさお芸術のまち合唱団2022あさお芸術のまち合唱団2022

川崎駅周辺で、アジア各国の音楽や踊り、地元で活躍中のミュージシャンによるさまざまなジャンルのフリーライブを開催します。
会場周辺で同時開催される「かわさきアジアンフェスタ」とともに「音楽のまち・かわさき」で心行くまでアジアの音楽とグルメをお楽しみください！

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

　「音楽のまち・かわさき アジア交流音楽祭2022」を、
4月23日(土)と24日(日)の2日間にわたり開催します。

同時
開催
　4月16日土～30日土（予定）

観覧無料

〈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 ̶

問合せ／麻生区役所地域振興課 あさお芸術のまちコンサート推進委員会
　☎044-965-5116

文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）
対象事業を募集

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公
演や展示等を実施することが困難な状況が続
く中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使
用料等を助成します。

広く川崎市民等に文化・芸術の鑑賞機会を提供する個人または
団体。ただし、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）で実施されるもの。

令和4年4月1日（金）～令和5年3月31日（金）に実施される
もの。

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）

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

対象事業

対象期間

助成額

令和4年3月15日（火）～令和5年2月28日（火）
※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。

申請受付期間



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

●日　時／４月２３日（土）、２４日（日）11:00～  ※会場により異なります。
詳細はホームページをご覧ください

●会　場／アトレ川崎ツバキひろば、川崎駅東口駅前広場、川崎競輪場、川崎ルフロン、
銀座街ダイス駐輪場入口横、銀柳街入口

●問合せ／アジア交流音楽祭実行委員会事務局　☎044-544-9641

室内アンサンブルとともに
「あさお芸術のまちコンサート 
～For You～ 秋空のハーモニー」　
で歌う合唱団員を募集します。

募集人員／小学3年生～中学3年生：40名程度　高校1年生～シニアまで：30名程度
参 加 費／2,300円
練 習 日／6月10日、24日、7月8日、22日、8月5日、26日、29日（18時～20時）

9月3日（リハーサル）、9月4日（本番）
練習場所／麻生市民館
曲　　　目／すべての山に登れ（サウンド・オブ・ミュージックより）　他
申込み方法／下記「応募フォーム」からあるいは往復はがきにて

氏名、住所、電話番号（小中学生は保護者氏名、電話番号、
学校、学年も）を記入　
〒215-8570  麻生区役所地域振興課内

あさお芸術のまちコンサート推進委員会宛て　
締 切 り／5月13日（消印有効）＊応募者多数の場合は抽選

団 員 募 集
あさお芸術のまち合唱団2022あさお芸術のまち合唱団2022

川崎駅周辺で、アジア各国の音楽や踊り、地元で活躍中のミュージシャンによるさまざまなジャンルのフリーライブを開催します。
会場周辺で同時開催される「かわさきアジアンフェスタ」とともに「音楽のまち・かわさき」で心行くまでアジアの音楽とグルメをお楽しみください！

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

　「音楽のまち・かわさき アジア交流音楽祭2022」を、
4月23日(土)と24日(日)の2日間にわたり開催します。

同時
開催
　4月16日土～30日土（予定）

観覧無料

〈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 ̶

問合せ／麻生区役所地域振興課 あさお芸術のまちコンサート推進委員会
　☎044-965-5116

文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）
対象事業を募集

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公
演や展示等を実施することが困難な状況が続
く中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使
用料等を助成します。

広く川崎市民等に文化・芸術の鑑賞機会を提供する個人または
団体。ただし、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）で実施されるもの。

令和4年4月1日（金）～令和5年3月31日（金）に実施される
もの。

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）

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

対象事業

対象期間

助成額

令和4年3月15日（火）～令和5年2月28日（火）
※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。

申請受付期間

3年3組こくばん先生の
作詞・作曲ワークショップ
（小学生～大人向け）の動画が完成しました！！

「3年3組　こくばん先生」
子どもたちの生活の歌をCDリリースしている川崎市内

現役の小学校の先生

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会 ☎044-544-9641

ドレミファ♪ミュートンの「動画♪であそぼ」の
ページで公開中。

小学1年生と2年

生が参加。自分だ

けの一曲が出来

上がりました！
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が
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演
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目
の
見
ど
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ろ
解
説
を
予
定
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て
い
ま
す
。

■問合せ 川崎市文化財団 川崎大師薪能係  TEL 044-272-7366（平日9時～17時）

■料金 Ｓ席 6,500円（区分指定・区分内自由／雨天時 信徒会館入場可）
          Ａ席 4,500円（区分指定・区分内自由／雨天時 払い戻し）
　　　 Ｕ２５（Ａ席） 2,000円（25歳以下の方対象／当日要身分証／

区分内自由席／雨天時 払い戻し）
■チケット取扱　ミューザ川崎シンフォニーホール チケットセンター

TEL：044-520-0200（10時～18時）
川崎駅北口 かわさき きたテラス 観光案内所、チケットぴあ 他
※詳細は川崎市文化財団ホームページをご確認ください。 

令和元年度川崎大師薪能上演風景   撮影：前島吉裕
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問合せ／川崎・しんゆり芸術祭２０２２実行委員会事務局　☎044-952-5024

川崎・しんゆり芸術祭
(アルテリッカしんゆり)２０２2

　１４周年をむかえる川崎・しんゆり芸術祭2022は、ジャンルを
超えたトップアーティストによる公演で今年も開催します。オペラ、
クラシック、ジャズ、バレエ等、子どもから大人までが楽しめる公演
がたくさんあります。今年も新百合ヶ丘で繰り広げられるアートの
祭典をお楽しみください。

その他の公演等は

＊音楽公演詳細は5ページに

●日程：4月１7日（日）～5月１5日（日）
●会場：昭和音楽大学（テアトロ･ジーリオ･ショウワ、ユリホール）、

川崎市アートセンター（アルテリオ小劇場、アルテリオ映
像館）、新百合トウェンティワンホール（多目的ホー
ル）、麻生市民館、多摩市民館　他

アルテリッカ 検索

〈8〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

4月中旬
発売予定




