
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 いけだスタジオY’S

かわさきゆめホール

コロナ禍でも川崎市内の音楽施設は開いています。
こんな場所で、安全で楽しい時間をいかがでしょうか？

●対象
広く川崎市民等に文化・芸術の鑑賞機会を提供する個人または団体
市内にあるホール、劇場、ライブハウス、ギャラリー等の一般貸出文化
施設（民間施設は登録制）で実施

●期間
令和5年3月31日（金）までに実施されるもの。

●助成額
施設使用料及び付帯設備使用料の合計（実費）の2分の1の額（上限あり）

●申請受付期間
令和5年2月28日（火）まで  ※先着順。予算の上限に達した時点で終了。

募集要項および応募方法等は川崎市文化財団ホームページをご覧ください。

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

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

90名（申込多数の場合は抽選）定員川崎能楽堂（JR川崎駅東口より徒歩5分）会場 7/7（木）申込
締切

（鑑　賞　料・教材費を含む）3,500円受講料

大人も子どもも楽しめる、3日間のコース大人も子どもも楽しめる、3日間のコース

◉お申込み・お問い合わせ 公益財団法人 川崎市文化財団 夏休み能楽体験係 〒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：044-272-7366　FAX：044-544-9647

年齢制限なし（どなたでもご参加いただけます）対象

能楽体験・鑑賞教室第32回
2022年度夏休み

申込
方法

6月上旬頃、市内各施設（区
役所、図書館）に配架されて
いる申込用紙、または川崎
市文化財団のホームページ
をご確認ください。

7/23（土）
13：00～15：00（お話）

お話お話
14：00開演  能「天鼓 弄鼓之舞」
7/29（金）鑑賞鑑賞

9：30～12：00（午前の部）／13：00～15：30（午後の部）
7/28（木）体験体験

夏休みの自由研究にも最適

「つながる募集情報」が
リニューアル

お ん ま ち ホ ー ム ペ ー ジ 内

ライブ配信やオープンマイク
など、グループレッスンなどに
も使用中。
現在、2時間分の料金で4時
間まで利用可。

合唱、バンド、朗読
などの稽古に好評。
発表会、映画会、音
楽ライブなども、平
台利用、照明など
多彩な演出に対
応。コロナ禍終息まで室料半額！

住所：川崎市幸区戸手3-5-16
TEL：080-5197-8335

住所：川崎市中原区下沼部1880
TEL：044-433-3003

様々な人や団体と「つながる」
ための募集情報を掲載。どなた
でも募集情報を登録すること
ができます。
「何か始めてみたい」
と思う方、ぜひご活
用ください！

〈8〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

音楽イベント開催仲間の募集

サークル仲間募集

演奏したい

出演者募集
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かわさき区ビオラコンサート
6月1日（水）　11：30開場　12：10開演 
出演／クラリネット四重奏：ケニチロカルテット
＊5月16日から先着順受付
会場／川崎市役所 第3庁舎 1階ロビー
問合せ／川崎区役所地域振興課まちづくり推進係
☎044-201-3127

　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

川崎駅前フェス
5月21日（土）、22日（日）、6月18日（土）、19日（日）
12：00開演
会場／川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）
問合せ／NPO法人カワサキミュージックキャスト
☎044-272-6636（木曜休）

映画『太陽とボレロ』
6月3日（金）より　ロードショー

会場／川崎チネチッタ
内容／ある地方都市のアマチュア交響楽団、最後の、
そして最高のコンサートがはじまる!
監督・脚本／水谷豊
出演／檀れい、石丸幹二、森マリア、
町田啓太、水谷豊 他
問合せ／川崎チネチッタ
☎044-223-3190（24時間音声案内)

第47回川崎大師　薪能
5月24日（火）　16：30開場　17：30開演
会場／大本山川崎大師平間寺 特設舞台
＊雨天時：信徒会館
演目・出演／薪能法楽
仕舞「清経キリ」岡本房雄
　　「杜若キリ」鵜澤久
　　「善知鳥」観世恭秀
狂言「蚊相撲」三宅右近
舞囃子「恋重荷」観世清和
能「千手 郢曲之舞」山階彌右衛門、観世三郎太
※開演前17時より出演者による演目の見どころ解説を予定
※当日は英語版プログラム配布あり。
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）
問合せ／川崎市文化財団（川崎薪能係）
☎044-272-7366（平日9時～17時）

©2022「太陽とボレロ」製作委員会

料金・上映時間等は
こちらから
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※続きは3ページに未…未就学児入場可

おんまち・みぞのくちライブ
6月18日（土）　14：00開演
会場／ノクティ2 マルイ2階 エントランス前
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／「音楽のまち･かわさき」
推進協議会　☎044-544-9641

METライブビューイング2021-22シーズン
ヴェルディ《ドン・カルロス》新演出（フランス語）
＊MET上演日：2022年3月26日
5月13日（金）～19日（木)　開演時間未定
上映時間：4時間53分（休憩2回）
出演／指揮：パトリック・フラー、演出：デイヴィッド・マク
ヴィカー
マシュー・ポレンザーニ、ソニア・ヨンチェヴァ、ジェイ
ミー・バートン、エリック・オーウェンズ、エティエンヌ・
デュピュイ、ジョン・レリエ
プッチーニ《トゥーランドット》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年5月7日
6月10日（金）～16日（木)　 開演時間未定
上映時間：3時間15分（休憩2回）
出演／指揮：マルコ・アルミリアート、演出：フランコ・
ゼフィレッリ
アンナ・ネトレプコ、ヨンフン・リー、エルモネラ・ヤホ、
リュドミラ・モナスティルスカ
会場／109シネマズ川崎
料金／全席指定 一般3.700円、学生2,500円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

水曜ナイトライブ in LAZONA
5月11日（水）、25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

DEAD POP FESTiVAL 2022
6月25日（土）・26日（日）　9：00開場　12：00開演
会場／東扇島東公園特設会場
出演／SiM 他
料金／1日券8,900円、2日間通し券17,000円
問合せ／スマッシュ　☎03-3444-6751

プラザ・アフタヌーンジャズVol.6
5月14日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎市民プラザ
曲目／枯葉、A列車で行こう、ムーン・リバー 他
※曲目は予告なく変更する場合あり。
出演／スガダイロートリオ（ピアノ：スガダイロー、
ベース：瀬尾高志、ドラムス：江藤良人）
料金／全席自由 一般前売3,500円、一般当日4,000円、
U25学割前売2,000円、U25学割当日2,500円
※U25学割は25歳以下の学生対象。当日、学生証明書
を提示。
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

ピーナッツ・ブラス・クインテッド第6回演奏会
6月18日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／スクラム21ホール
曲目／加藤大輝：6月の風、モーツァルト：ホルン協奏曲 他
問合せ／事務局　☎090-3505-5372

ランチタイム・ロビーコンサート
第112回　5月12日（木）　12：00開場　12：10開演 
曲目／櫻岡史子：風土記への道、ルーマニア舞曲三部
作、クライスラー：愛の悲しみ
出演／パンフルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵井子
第113回　6月2日(木)　12：00開場　12：10開演 
曲目／さだまさし：北の国から、ディズニーメドレー、
夢破れて（ミュージカル「レ•ミゼラブル」より） 他
出演／歌・ピアノ：Tear Drops 
会場／川崎市生涯学習プラザ
問合せ／（公財）川崎市生涯学習財団　総務室総務課
（ロビーコンサート担当）　☎044-733-5811

軽音楽とジャズを聴くプログラム
5月15日（日）、6月12日（日）　13：00開場　13：15開演
会場／国際交流センター
料金／参加費 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

映像オペラを楽しむ会
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
6月例会　
6月16日（木）　13：10開場　13：25開演
曲目／ヴェルディ：ドン・カルロ
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／一回券1,000円、年会費（全12回) 5,000円
問合せ／映像オペラを楽しむ会 事務局（山本）
☎080-5083-2446

中 原 区

音楽喫茶 in なかはら
5月20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
6月17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
7月15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

Private Note Live カジュアル
～Bohemianist MasahiRo無伴奏ヴァイ
オリンライブ～
5月13日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／ヴェニスの謝肉祭、24の奇想曲より
出演／ヴァイオリン：Bohemianist MasahiRo
料金／全席自由 一般2,000円
問合せ／Private Note Artists
☎090-4845-3348

川崎吹奏楽団
Summer WIND Concert 2022
7月9日（土）　13：15開場　14：00開演
会場／幸市民館
曲目／久石譲：ポルコ・ロッソ 映画「紅の豚」より、すぎ
やまこういち：ドラゴンクエストより「序曲」、プッチーニ：
誰も寝てはならぬ 歌劇「トゥーランドット」より、フチーク：
フローレンティナーマーチ、モリコーネ：ニューシネマ・
パラダイス 他
出演／指揮：田中旭
問合せ／総務（鶴田）　☎045-873-6695

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）

夢こんさぁと
6月16日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／5月20日（金）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／唄・三味線：ニ束花ゆり
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

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

スプリングアンサンブルコンサート2022
5月14日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／幸市民館
内容／少人数形式のアンサンブルをメインに、フルート
アンサンブル、クラリネットアンサンブル、木管アンサン
ブル、金管アンサンブル、アンサンブル参加者の合同

チーム歌留多かわさきゆめホール公演
5月15日（日）　昼の部　13：00開場　13：30開演
　　　　　　　夜の部　17：00開場　17：30開演 
　　16日（月）　朝の部　11：00開場　11：30開演
　　　　　　　昼の部　14：30開場　15：00開演
　　　　　　　夜の部　17：30開場　18：00開演
　　17日（火）　朝の部　11：00開場　11：30開演
　　　　　　　昼の部　14：30開場　15：00開演
　　　　　　　夜の部　18：00開場　18：30開演
会場／かわさきゆめホール
内容／歌・舞踊・ダンス・歌謡曲・演歌を中心に老若男
女楽しめる豪華和洋エンターテイメントショー
出演／チーム歌留多（中野亜美 久津佳奈 白石れい）、
神代知衣、響彬斗

第15回　童謡・唱歌コンサート
5月24日（火）　13：30開場　14：00開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／朧月夜、みかんの花咲く丘、夏は来ぬ 他
出演／うた：新井ちほ、ピアノ：髙橋晶子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／NPO法人さえの会（木村）
☎090-1818-0538 未

第175回中原区役所コンサート
5月30日（月）　11：30開場　12：10 開演
要事前申込／5月16日（月）開始（先着100人）
会場／中原区役所 5階
出演／消防音楽隊
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324 未

未

未

演奏など
問合せ／スプリングコンサート実行委員会
☎090-7074-1728

未

料金／全席自由 一般3,500円、70歳以上3,000円、
高校生・中学生1,500円、小学生以下500円、リピート
割引2,500円、音楽のまち・かわさき割3,000円（音楽
のまち・かわさき」を見たと言うと500円割引）
問合せ／チーム歌留多（中野)
☎080-3497-9764

未
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出演／檀れい、石丸幹二、森マリア、
町田啓太、水谷豊 他
問合せ／川崎チネチッタ
☎044-223-3190（24時間音声案内)

第47回川崎大師　薪能
5月24日（火）　16：30開場　17：30開演
会場／大本山川崎大師平間寺 特設舞台
＊雨天時：信徒会館
演目・出演／薪能法楽
仕舞「清経キリ」岡本房雄
　　「杜若キリ」鵜澤久
　　「善知鳥」観世恭秀
狂言「蚊相撲」三宅右近
舞囃子「恋重荷」観世清和
能「千手 郢曲之舞」山階彌右衛門、観世三郎太
※開演前17時より出演者による演目の見どころ解説を予定
※当日は英語版プログラム配布あり。
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）
問合せ／川崎市文化財団（川崎薪能係）
☎044-272-7366（平日9時～17時）

©2022「太陽とボレロ」製作委員会

料金・上映時間等は
こちらから
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※続きは3ページに未…未就学児入場可

おんまち・みぞのくちライブ
6月18日（土）　14：00開演
会場／ノクティ2 マルイ2階 エントランス前
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／「音楽のまち･かわさき」
推進協議会　☎044-544-9641

METライブビューイング2021-22シーズン
ヴェルディ《ドン・カルロス》新演出（フランス語）
＊MET上演日：2022年3月26日
5月13日（金）～19日（木)　開演時間未定
上映時間：4時間53分（休憩2回）
出演／指揮：パトリック・フラー、演出：デイヴィッド・マク
ヴィカー
マシュー・ポレンザーニ、ソニア・ヨンチェヴァ、ジェイ
ミー・バートン、エリック・オーウェンズ、エティエンヌ・
デュピュイ、ジョン・レリエ
プッチーニ《トゥーランドット》（イタリア語）
＊MET上演日：2022年5月7日
6月10日（金）～16日（木)　 開演時間未定
上映時間：3時間15分（休憩2回）
出演／指揮：マルコ・アルミリアート、演出：フランコ・
ゼフィレッリ
アンナ・ネトレプコ、ヨンフン・リー、エルモネラ・ヤホ、
リュドミラ・モナスティルスカ
会場／109シネマズ川崎
料金／全席指定 一般3.700円、学生2,500円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

水曜ナイトライブ in LAZONA
5月11日（水）、25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

DEAD POP FESTiVAL 2022
6月25日（土）・26日（日）　9：00開場　12：00開演
会場／東扇島東公園特設会場
出演／SiM 他
料金／1日券8,900円、2日間通し券17,000円
問合せ／スマッシュ　☎03-3444-6751

プラザ・アフタヌーンジャズVol.6
5月14日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎市民プラザ
曲目／枯葉、A列車で行こう、ムーン・リバー 他
※曲目は予告なく変更する場合あり。
出演／スガダイロートリオ（ピアノ：スガダイロー、
ベース：瀬尾高志、ドラムス：江藤良人）
料金／全席自由 一般前売3,500円、一般当日4,000円、
U25学割前売2,000円、U25学割当日2,500円
※U25学割は25歳以下の学生対象。当日、学生証明書
を提示。
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

ピーナッツ・ブラス・クインテッド第6回演奏会
6月18日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／スクラム21ホール
曲目／加藤大輝：6月の風、モーツァルト：ホルン協奏曲 他
問合せ／事務局　☎090-3505-5372

ランチタイム・ロビーコンサート
第112回　5月12日（木）　12：00開場　12：10開演 
曲目／櫻岡史子：風土記への道、ルーマニア舞曲三部
作、クライスラー：愛の悲しみ
出演／パンフルート：櫻岡史子、ピアノ：佃恵井子
第113回　6月2日(木)　12：00開場　12：10開演 
曲目／さだまさし：北の国から、ディズニーメドレー、
夢破れて（ミュージカル「レ•ミゼラブル」より） 他
出演／歌・ピアノ：Tear Drops 
会場／川崎市生涯学習プラザ
問合せ／（公財）川崎市生涯学習財団　総務室総務課
（ロビーコンサート担当）　☎044-733-5811

軽音楽とジャズを聴くプログラム
5月15日（日）、6月12日（日）　13：00開場　13：15開演
会場／国際交流センター
料金／参加費 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

映像オペラを楽しむ会
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
6月例会　
6月16日（木）　13：10開場　13：25開演
曲目／ヴェルディ：ドン・カルロ
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／一回券1,000円、年会費（全12回) 5,000円
問合せ／映像オペラを楽しむ会 事務局（山本）
☎080-5083-2446

中 原 区

音楽喫茶 in なかはら
5月20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
6月17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
7月15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

Private Note Live カジュアル
～Bohemianist MasahiRo無伴奏ヴァイ
オリンライブ～
5月13日（金）　18：30開場　19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／ヴェニスの謝肉祭、24の奇想曲より
出演／ヴァイオリン：Bohemianist MasahiRo
料金／全席自由 一般2,000円
問合せ／Private Note Artists
☎090-4845-3348

川崎吹奏楽団
Summer WIND Concert 2022
7月9日（土）　13：15開場　14：00開演
会場／幸市民館
曲目／久石譲：ポルコ・ロッソ 映画「紅の豚」より、すぎ
やまこういち：ドラゴンクエストより「序曲」、プッチーニ：
誰も寝てはならぬ 歌劇「トゥーランドット」より、フチーク：
フローレンティナーマーチ、モリコーネ：ニューシネマ・
パラダイス 他
出演／指揮：田中旭
問合せ／総務（鶴田）　☎045-873-6695

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）

夢こんさぁと
6月16日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／5月20日（金）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／唄・三味線：ニ束花ゆり
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

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

スプリングアンサンブルコンサート2022
5月14日（土）　13：00開場　13：30開演
会場／幸市民館
内容／少人数形式のアンサンブルをメインに、フルート
アンサンブル、クラリネットアンサンブル、木管アンサン
ブル、金管アンサンブル、アンサンブル参加者の合同

チーム歌留多かわさきゆめホール公演
5月15日（日）　昼の部　13：00開場　13：30開演
　　　　　　　夜の部　17：00開場　17：30開演 
　　16日（月）　朝の部　11：00開場　11：30開演
　　　　　　　昼の部　14：30開場　15：00開演
　　　　　　　夜の部　17：30開場　18：00開演
　　17日（火）　朝の部　11：00開場　11：30開演
　　　　　　　昼の部　14：30開場　15：00開演
　　　　　　　夜の部　18：00開場　18：30開演
会場／かわさきゆめホール
内容／歌・舞踊・ダンス・歌謡曲・演歌を中心に老若男
女楽しめる豪華和洋エンターテイメントショー
出演／チーム歌留多（中野亜美 久津佳奈 白石れい）、
神代知衣、響彬斗

第15回　童謡・唱歌コンサート
5月24日（火）　13：30開場　14：00開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／朧月夜、みかんの花咲く丘、夏は来ぬ 他
出演／うた：新井ちほ、ピアノ：髙橋晶子
料金／全席自由 1,000円
問合せ／NPO法人さえの会（木村）
☎090-1818-0538 未

第175回中原区役所コンサート
5月30日（月）　11：30開場　12：10 開演
要事前申込／5月16日（月）開始（先着100人）
会場／中原区役所 5階
出演／消防音楽隊
問合せ／中原区役所地域振興課
☎044-744-3324 未

未

未

演奏など
問合せ／スプリングコンサート実行委員会
☎090-7074-1728

未

料金／全席自由 一般3,500円、70歳以上3,000円、
高校生・中学生1,500円、小学生以下500円、リピート
割引2,500円、音楽のまち・かわさき割3,000円（音楽
のまち・かわさき」を見たと言うと500円割引）
問合せ／チーム歌留多（中野)
☎080-3497-9764

未
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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

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
5月24日（火）　17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 8,800円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※お一人様4枚まで
※車椅子席問合せ先：チケットポート☎03-6327-3710
（平日10：00～18：00）
※指定席チケットから車椅子チケットへの振替は不可。
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999
（月・水・金 11：00～13：00 祝日を除く）

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

フジコ・ヘミング　スペシャルコンサート
5月17日（火）　15：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番、リスト：「ラ・
カンパネラ」、モーツァルト：交響曲第41番「ジュピ
ター」 他
出演／ピアノ：フジコ・ヘミング、指揮：マリオ・コシック、
管弦楽：東京21世紀管弦楽団
料金／全席指定 S席11,000円、A席9,000円、B席
7,000円、C席5,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

湘南フィルハーモニー合唱団　第29回演奏会
6月3日（金）　18：00開場　19：00開演
曲目／ブラームス：ドイツ・レクイエム、ラインベル
ガー：スターバト・マーテル
出演／指揮：松村努、ソプラノ：中江早希、バリトン：加耒徹、
管弦楽：グロリア室内オーケストラ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円
問合せ／湘南フィルハーモニー合唱団(青山)
☎090-6519-1246

ミューザ川崎市民合唱祭2022
6月25日（土）、26日（日）　10：30開演
出演／川崎市内で活動する合唱団（約100団体）
問合せ／川崎市合唱連盟　☎070-4211-6457

読売日本交響楽団　第5回川崎マチネーシリーズ
6月9日（木）　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」、
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調、ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」
出演／指揮：セバスティアン・ヴァイグレ、チェロ：宮田
大、管弦楽:読売日本交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390（10時～18時／年中無休）

ザ・シンフォニカ　第72回定期演奏会
6月11日（土）　18：15開場　19：00開演
曲目／ワーグナー：歌劇「タンホイザー」序曲、R.シュト
ラウス：交響詩「死と変容」、ブラームス：交響曲第4番
出演／指揮：三石精一
料金／全席指定 2,500円
問合せ／ザ・シンフォニカ事務局（田中）
☎050-5898-1760

グラールウインドオーケストラ
第41回定期演奏会
6月19日（日）　12：50開場　13：30開演
曲目／スパーク：宇宙の音楽、阿部勇一：交響詩 鯨と海
（今年度委嘱曲）、コンクール課題曲より 他
出演／吹奏楽：グラールウインドオーケストラ
問合せ／演奏会事務局　☎070-2831-6167

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。 ◇昭和音楽大学吹奏楽団

　昭和ウインド・シンフォニー第23回定期演奏会
6月4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／J.デイヴィット：アーバンライト（日本初演） 他
出演／指揮：ユージーン.M.コーポロン、福本信太郎
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,000円

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

◇昭和音楽大学室内合奏団 第12回定期演奏会
6月19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
曲目／モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調K.138、
フックス：弦楽セレナード第1番、メンデルスゾーン：弦楽
のためのシンフォニア第8番
出演／昭和音楽大学室内合奏団
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

岡村靖幸 2022 EARLY SUMMERツアー 
美貌の彼方
7月1日（金）　17：30開場　18：30開演
料金／全席指定 10,000円
※未就学児童入場不可（ご入場されるお客様すべてに
チケット必要）　※1人4枚まで
※カルッツかわさきでのチケット取り扱いは無し。
問合せ／HOT STUFF PROMOTION
☎03-5720-9999（平日12時～18時）

未

English Concert for Kids 2022　
しまじろう英語コンサート 夏公演　
FUN AT THE SUMMER FESTIVAL！
7月10日(日)　 ①11：30開場　12：15開演
　　　　　　　　②14：00開場　14：45開演
　　　　　　　　③16：30開場　17：15開演
出演／しまじろう、Mimi、Beepy、Nancy、Andy
料金／全席指定 通常席（会館価格）3,480円
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま
　1名まで保護者のひざ上での鑑賞が無料(席が必要
　な場合は有料)。
問合せ／英語コンサート事務局
☎0570-00-8600（10時～18時・無休）

NTT東日本東京吹奏楽団
第55回定期演奏会
5月28日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／＜第一部＞スティーヴン・メリロ：ゴッドスピード !、
福島弘和：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～、
2022年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より
＜第二部＞テーマ：Go Forward!
福田洋介編曲：Tribute to GO HIROMI、椎名豪
（今村愛紀編曲）：竈門炭治郎のうた〈TVアニメ「鬼滅
の刃」挿入歌〉、クロード＝ミッシェル・シェーンベルク

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
5月18日（水）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 S席9,900円、A席6,600円、B席  
3,300円
※公演当日3歳以上有料、2歳以下入場不可
※車椅子で観劇希望の方は、劇団四季まで要問合せ
問合せ／劇団四季
☎0570-008-110

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜 
第2夜《デュオ》フランク：ソナタ
6月10日（金）　19：00開演
曲目／シューベルト：アヴェ・マリア、モーツァルト：
ヴァイオリン・ソナタ ト長調、フランク：ヴァイオリン・
ソナタ イ長調、フォーレ：シシリエンヌ、ドビュッシー：
亜麻色の髪の乙女、サン=サーンス：交響詩「死の舞踏」、
グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第3番
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ：外山啓介
第3夜《カルテット》アメリカ
7月4日（月）　19：00開演
曲目／スメタナ：弦楽四重奏曲 第１番「わが生涯より」、
伊福部昭：ゴジラ、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第12番
「アメリカ」、ピアソラ：アディオス・ノニーノ 他
出演／YAMATO String Quartet（1stヴァイオリン：
石田泰尚、2ndヴァイオリン：執行恒弘、ヴィオラ：榎戸
崇宏、チェロ：阪田宏彰）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、P席
（舞台後方席）3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

◇昭和音楽大学吹奏楽団特別演奏会
　“キッズアニメ・ウィンド・シアター”
　“ミュージカル・ウィンズ”
6月26日（日）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　 ②13：15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／①アンパンマンメドレー 他、②ウエスト・サイド・
ストーリー 他
出演／指揮：福本信太郎、昭和音楽大学吹奏楽団
※4歳からご入場いただけます。
※要事前申込。申込方法は大学公式ウェブサイト   
　から。 未

＊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

フィルハーモニック・ソサィエティ・東京  
第9回定期演奏会
5月21日（土）　12：45開場　13：30開演 
曲目／ベルリオーズ：幻想交響曲、ラヴェル：ピアノ協奏
曲 ト長調、バレエ音楽『ダフニスとクロエ』第2組曲
出演／指揮：矢崎彦太郎、ピアノ：津田裕也
料金／全席指定 1,500円
問合せ／フィルハーモニック・ソサィエティ・東京
事務局　☎080-5015-3328（平日18時以降）

★モーツァルト・マチネ　第49回
5月28日（土）　11：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲第10番、交響曲第12番、サン
=ジョルジュ：交響曲第2番、ボッケリーニ：チェロ協奏曲
第9番
出演／指揮：原田慶太楼（東京交響楽団 正指揮者）、
チェロ：上村文乃、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25 1,500円 託

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
神尾真由子＆萩原麻未　デュオ・リサイタル
《ミラクル・デュオ》
6月4日（土）　13：30開演

日本フィル第377回横浜定期演奏会
5月14日（土）　16：00開場　17：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇《後宮からの誘拐》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
出演／指揮：カーチュン・ウォン（首席客演指揮者）、
ヴァイオリン：南紫音、管弦楽：日本フィルハーモニー
交響楽団
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳
以下）1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター
☎03-5378-5911（平日11時～17時）

5・6月号の情報は4月19日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回7月10日発刊号は、7月11日から9月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（5月13日締め切り）※掲載無料

★ミューザの日2022
7月1日（金）
＊詳細は7ページに

第3回菅原淳アレンジ・コレクション　
SUMパーカッション・ギャラリー
6月11日（土）　15：00開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」、ハチャトゥ
リアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より、バーンスタイン：
「ウエスト・サイド・ストーリー」より 5つのシーン
出演／菅原淳、野崎くらら、星出朱音、中野志保、 池谷
遼太郎、武井南、谷本麻実、杉本和、小嶋義貴、荻原未来、
野本捺夏、アミリ健アルヴィン、丹羽花織、坂本圭優
＊全てドラムやティンパニ、
　マリンバなどの打楽器
料金／全席指定 2,000円
問合せ／SUMパーカッション・
ギャラリー事務局
☎090-1450-3940（10時～20時）

申込みは
こちらから

第37回 麻生音楽祭2022
アンサンブルのつどい
7月3日（日）　13：00開場　13：30開演
事前申込／6月3日（金）締切
内容／弦楽器、管楽器、民族楽器等、さまざまな
楽器が大集合
ポピュラーミュージックショー
7月9日（土）　12：30開場　13：00開演
事前申込／6月9日（木）締切
内容／ジャズ、ポップス、カントリー等、さまざま
なジャンルのステージ
ファミリーコンサート
7月10日（日）　13：30開場　14：30開演
事前申込／6月10日（金）締切
内容／世代を超えて楽しむオーケストラコンサート。
音楽で世界一周!
出演／指揮：中島章博、独唱：富澤祥行、演奏：麻生
フィルハーモニー管弦楽団
コーラスのつどい
7月17日（日）　12：30開場　13：00開演
事前申込／6月20日（月）締切
内容／子どもからシニアまで、さまざまなハーモ
ニーが楽しめるコーラスの祭典
＊以下全日程共通事項
会場／麻生市民館
申込方法／各事前申込締切日（消印有効）までに
コンサート名、応募者全員の氏名（1通で4人まで。
0歳から入場券が必要。）、
代表者の住所・氏名・電話番号・
車いす席の希望を記入し、
往復ハガキか麻生区ホームページで。
宛先／〒215-8570
麻生区役所地域振興課内 麻生音楽祭実行委員会
事務局
※応募者多数の場合は抽選。1通で申込めるコン
　サートは一つのみ。一つのコンサートへの重複
　申込みは無効。
問合せ／麻生音楽祭実行委員会事務局（麻生区
役所地域振興課内）　☎ 044-965-5370

BeaTribe Percussion 
Ensemble Concert
6月18日（土）　16：30開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／S.ライヒ：木片のための音楽、E.セジョルネ：マリ
ンバと4人の打楽器奏者の為の組曲 他
出演／昭和音楽大学弦・管・打楽器演奏家コース2年
(井上京、木我斗真、坂本圭優、田中桂一朗、松井千晃)
料金／全席自由 1,000円　＊要予約
問合せ／BeaTribe Percussion Ensemble 広報（井上）
☎080-8105-0328

未

しんゆりジャズスクエア vol.54　
アートセンター開館15周年記念企画
6月24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 
出演／野口久和ビックバンド総勢17名、バンドシンガー：
キャロル山崎
料金／全席指定 一般4,200円、2枚セット券7,000円
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107

大森寿枝　辻端幹彦　ジョイント・リサイタル
5月20日（金）　13：30開場　14：00開演 
会場／麻生市民館 
曲目／忘れな草、ロマンチストの豚、猫の二重唱、ボヘ
ミアン・ラプソディ 他
出演／ソプラノ：大森寿枝、テノール：辻端幹彦、ピアノ：
尾形由美、パーカッション：田中まさよし、合唱：アン
サンブル・アマデウス
料金／全席自由 2,000円
問合せ／辻端　☎044-988-8384

麻 生 区
アルテリッカしんゆり2022　
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

第74回たまアトリウムコンサート
6月15日（水）　12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 １Fアトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3132

オペラシアターこんにゃく座
オペラ『タング～まほうをかけられた舌～』＋うたのステージ
5月21日（土） 　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演 
内容／安房直子原作による「まほうをかけられた舌」
が楽しいオペラになりました!
台本：朝比奈尚行、作曲：萩京子、演出：大石哲史
曲目／岩手県弁鉄道の一月（詩：宮澤賢治、曲：林光）、
せんねんまんねん（詩：まどみちお、曲：萩京子）、歩く
うた（詩：谷川俊太郎、曲：林光） 他
出演／オペラシアターこんにゃく座歌役者：沢井栄次、
金村慎太郎、飯野薫、鈴木あかね、ピアノ：吉村安見子
こんにゃくざのおんがくかい
5月22日（日） 　①10：30開場　11：00開演 
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演 　
曲目／うたものがたり『ふきのとう』（詩：工藤直子、曲：
萩京子）、わたしのすきなこなひきさん（「マザーグース」
より　訳：谷川俊太郎、曲：林光） 他
出演／沢井栄次、金村慎太郎、飯野薫、鈴木あかね、
ピアノ：井口真由子
会場／川崎市アートセンター・アルテリオ小劇場
料金／全席自由 大人3,000円、こども・学生 2,000円
＊当日券は各＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座
☎044-930-1720 未

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259回例会
<歴史的英雄や独裁者に関わる音楽>
5月26日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小澤久生
第260回例会
<歌のないオペラ・アリアetc（イタリア編）>
6月27日（月）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：鈴木孝雄
会場／高津市民館 視聴覚室
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15回さいわいハナミズキコンサート
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606 

動 画 配 信

2022ふれあい祭り　オンライン演奏会
5月29日（日）～6月11日（土）
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
5月12日（木）、19日（木）、26日（木）、6月2日（木）、9日（木）、
16日（木）、23日（木）、30日（木）、7月7日（木）、14日（木）
19：00開演
5月18日（水）、25日（水）、6月1日（水）、8日（水）、
15日（水）、22日（水）、29日（水）、7月6日（水）、13日（水）
17：30開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の砂漠、
朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

★MUZAランチタイムコンサート
いろいろな鍵盤楽器で聴くJ.S.バッハの魅力
5月24日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／J.S.バッハ：プレリュードとフーガ ハ長調（『平均律
クラヴィーア 第1巻』より）、プレリュードとフーガ 変ホ
長調（『クラヴィーア練習曲集 第3部』より） 他
出演／パイプオルガン・チェンバロ・ポジティフオルガン：
大塚直哉
アガる!弦楽四重奏
～オリジナル、ポップス、ジャズ and MORE!
6月14日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／クヮルテット・パラドックス：霖-RIN -、ビル・
エヴァンス：ワルツ・フォー・デビイ 他
出演／Quartet Paradox（ヴァイオリン：西原史織、大槻
桃斗、ヴィオラ：世川すみれ、チェロ：飯島奏人）、ピアノ：
畑野圭慧
若手オルガニストによるリサイタル オルガン
～無限の可能性を秘めた音のパレット～
7月12日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／J．S．バッハ：前奏曲とフーガ ホ短調、フランク：
前奏曲、フーガと変奏曲、サン＝サーンス：死の舞踏、
ヴィドール：オルガン交響曲第5番より トッカータ
出演／パイプオルガン：加藤慶子（ミューザソリスト
オーディション2021合格者）
各料金／全席指定 500円　　　 託

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第26回　早川純　タンゴ・フォルクローレ・コンサート
6月14日（火）　13：00開場　13：30開演

会場／アクトスタジオ
曲目／ビジョルド：エル・チョクロ、ピアソラ：リベル
タンゴ、ラミレス：アルフォンシーナと海 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／バンドネオン：早川純、ギター・ボーカル：智詠
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

多 摩 区
多摩川吹奏楽団 第36回定期演奏会
5月29日（日）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩市民館
曲目／アーセナル、陽はまた昇る、春の猟犬、魔法に
かけられて、オペラ座の怪人 他
出演／指揮：大平博之、佐藤一大
問合せ／多摩川吹奏楽団 広報（羽根田）
☎045-901-5316

『大人の鍵盤ハーモニカ』体験教室＆ミニコン
サート
6月7日（火）　10：00開場　10：00開演
会場／『パスタダイニング、マシュカ』(JR南武線、京王
線、稲田堤駅下車)
6月29日（水）　10：00開場　10：00開演 
会場／Caf'e ゆい～と（小田急線読売ランド駅前）
講師／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール（日比野）
☎044-944-9349

宮前フィルハーモニー交響楽団
第50回定期演奏会
7月3日（日）    13：45開場　14：00開演
会場／宮前市民館
曲目／モーツァルト：「劇支配人」序曲、メンデルスゾーン：
交響曲第5番「宗教改革」、ドボルザーク：交響曲第6番
出演／指揮：田中健　
料金／全席自由 1,000円
問合せ／宮前フィル事務局
☎ 044-870-7187（平日9時～18時）

宮前ウィンドオーケストラ
第35回定期演奏会
5月22日（日）　14：00開演
会場／宮前市民館
曲目／ヴェルディ：歌劇「ナブッコ」序曲、ホルスト：吹奏
楽のための組曲第2番、リード：ハムレットへの音楽、
ディズニー・ファンテリュージョン！、海の上のピアニスト、
クラシック・カンタービレ、スターウォーズ コンサート
セレクション 他
出演／指揮：箕輪響
料金／全席自由 1,000円
問合せ／宮前ウィンドオーケストラ事務局
☎044-853-1451

宮 前 区

川崎市民交響楽団 創立70周年記念
第195回定期演奏会
6月26日(日)　 13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／シベリウス：カレリア組曲、クーセヴィッキー：
コントラバス協奏曲、ブラームス：交響曲第1番
出演／指揮：河上隆介、コントラバス：市川雅典
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）

出演／スターダンサーズ・バレエ団
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、学生席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り扱い
※学生券は25歳までの学生対象、座席指定不可、要    
　学生証
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

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第25回定期演奏会
7月9日（土）　13：15開場　14：00開演

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／モーツァルト：オペラ《フィガロの結婚》序曲、
交響曲第40番、バルトーク：管弦楽のための協奏曲
出演／指揮：現田茂夫
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

託

★ミューザ川崎シンフォニーホール＆
　東京交響楽団 名曲全集
第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）、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
4,000円、C席3,000円
第178回　7月3日（日）　13：15開場　14：00開演

曲目／モーツァルト：交響曲第35番「ハフナー」、メンデ
ルスゾーン（オッテンザマー編）：無言歌集から（クラリ
ネットと弦楽オーケストラ版）、ウェーバー：歌劇「オベロ
ン」序曲、ブラームス（ベリオ編）：クラリネット・ソナタ 第
1番 (管弦楽版）
出演／指揮＆クラリネット：アンドレアス・オッテンザマー
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　           託

曲目／シンディング：組曲「古い様式で」、グリーグ：ヴァ
イオリン・ソナタ 第3番、エルガー：愛の挨拶、クライス
ラー：愛の悲しみ、中国の太鼓、ラフマニノフ：ヴォカ
リーズ、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、マスネ：
タイスの瞑想曲、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
出演／ヴァイオリン：神尾真由子、ピアノ：萩原麻未
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
ホアキン・アチュカロ　ピアノ・リサイタル 
《伝説の巨匠》
7月9日（土）　13：30開演
曲目／ショパン：幻想即興曲、ピアノ・ソナタ第3番、
リスト：忘れられたワルツ 第1番、愛の夢 第3番 、ラフ
マニノフ：前奏曲 嬰ヘ短調、前奏曲 変ト長調、前奏曲 
嬰ハ短調 「鐘」、グラナドス：嘆き、またはマハと夜鳴き
うぐいす（『ゴイェスカス』より）、アルベニス：港（『イベ
リア』より） 他
出演／ピアノ：ホアキン・アチュカロ
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080
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（森田一浩編曲）：ミュージカル「レ・ミゼラブル」
より 他
出演／指揮：山田昌弘
問合せ／定期演奏会実行委員
☎090-8434-3624（平日10時～17時）

★フェスタサマーミューザKAWASAKI2022
7月23日(土)～8月11日(木・祝)

チケット（ホール座席券／オンライン鑑賞券）発売中
＊詳細は次号で

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第86回
5月22日（日）　13：15開場　14：00開演

曲目／R.シュトラウス：ドン・ファン、ショスタコーヴィチ：
ピアノ協奏曲 第1番、ウォルトン：ベルシャザールの饗宴
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：ペーター・ヤブ
ロンスキー、トランペット：澤田真人（東響首席）、バリトン：
ジェームズ・アトキンソン、合唱：東響コーラス（予定）
料金／全席指定 S席10,000円、A席8,000円、B席
5,000円、C席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

参加者募集

令和5年度以降のかわさき区ビオラコンサート「定例コンサート」、
「出張コンサート」の出演者を募集しています。
出演条件などを確認の上、ご応募ください。

問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

出演者
募　集

スケジュール等はこちらから▶

問合せ／川崎市消防音楽隊
　　　　☎044-975-0119

川崎市消防音楽隊のバスにミュートン音楽隊が登場！！
昭和37年に創設され、川崎市民と消防を
結ぶ音の架け橋として活動中の川崎市消防
音楽隊。「音楽のまち・かわさき」のマスコット
キャラクター「かわさきミュートン」たちが
楽器を手に音楽隊として応援に現れました。
川崎市消防音楽隊とともに、市内各所に
登場します。

「音楽のまち・かわさき」から世界に羽ばた
く才能溢れる音楽家の発掘と育成を行う
べく昨年に続き開催。

第2回
かわさきピアノコンクール
予選（録画審査）／①5月1日～15日 
　　　　　　　　②7月15日～31日
本選／11月12日(土)・13日(日) 
会場／カルッツかわさき
　　　（川崎市スポーツ・文化総合センター） 
＊応募方法など詳細はHPから
問合せ／かわさきピアノコンクール
　　　　運営委員会
　　　　☎044-543-8397

おんまちのホームページを活用しよう！

■問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

♬音楽イベントを紹介しています
　川崎市内で開催する音楽イベントをホームページで告知・紹介しています。
　お好きな写真やチラシなども掲載し、開催日、場所、ジャンル、キーワードなど
　で絞込検索可能です。お気軽にイベント投稿をお願いします。

♬後援申請とロゴマーク・ミュートンイラストの使用
　川崎市内で開催する音楽イベントの後援名義申請も随時受け付けております。
　チラシやプログラムにおんまちのロゴやミュートンイラストを使用することが
　出来ます。ホームページから申請いただけます。

♬市内で活動しているアーティストを紹介しています
　川崎市内で活動するアーティスト、音楽団体をプロ・アマ問わず写真入りで
　紹介しています。掲載をご希望の方は、下記メールにお問い合わせください。
　（メール送付先／bank@ongakunomachi.jp）

♬音楽施設
　川崎市内の音楽施設の登録･検索ができます。ご活用ください。
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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

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
5月24日（火）　17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 8,800円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※お一人様4枚まで
※車椅子席問合せ先：チケットポート☎03-6327-3710
（平日10：00～18：00）
※指定席チケットから車椅子チケットへの振替は不可。
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999
（月・水・金 11：00～13：00 祝日を除く）

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

フジコ・ヘミング　スペシャルコンサート
5月17日（火）　15：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番、リスト：「ラ・
カンパネラ」、モーツァルト：交響曲第41番「ジュピ
ター」 他
出演／ピアノ：フジコ・ヘミング、指揮：マリオ・コシック、
管弦楽：東京21世紀管弦楽団
料金／全席指定 S席11,000円、A席9,000円、B席
7,000円、C席5,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

湘南フィルハーモニー合唱団　第29回演奏会
6月3日（金）　18：00開場　19：00開演
曲目／ブラームス：ドイツ・レクイエム、ラインベル
ガー：スターバト・マーテル
出演／指揮：松村努、ソプラノ：中江早希、バリトン：加耒徹、
管弦楽：グロリア室内オーケストラ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円
問合せ／湘南フィルハーモニー合唱団(青山)
☎090-6519-1246

ミューザ川崎市民合唱祭2022
6月25日（土）、26日（日）　10：30開演
出演／川崎市内で活動する合唱団（約100団体）
問合せ／川崎市合唱連盟　☎070-4211-6457

読売日本交響楽団　第5回川崎マチネーシリーズ
6月9日（木）　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」、
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調、ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」
出演／指揮：セバスティアン・ヴァイグレ、チェロ：宮田
大、管弦楽:読売日本交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390（10時～18時／年中無休）

ザ・シンフォニカ　第72回定期演奏会
6月11日（土）　18：15開場　19：00開演
曲目／ワーグナー：歌劇「タンホイザー」序曲、R.シュト
ラウス：交響詩「死と変容」、ブラームス：交響曲第4番
出演／指揮：三石精一
料金／全席指定 2,500円
問合せ／ザ・シンフォニカ事務局（田中）
☎050-5898-1760

グラールウインドオーケストラ
第41回定期演奏会
6月19日（日）　12：50開場　13：30開演
曲目／スパーク：宇宙の音楽、阿部勇一：交響詩 鯨と海
（今年度委嘱曲）、コンクール課題曲より 他
出演／吹奏楽：グラールウインドオーケストラ
問合せ／演奏会事務局　☎070-2831-6167

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。 ◇昭和音楽大学吹奏楽団

　昭和ウインド・シンフォニー第23回定期演奏会
6月4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／J.デイヴィット：アーバンライト（日本初演） 他
出演／指揮：ユージーン.M.コーポロン、福本信太郎
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,000円

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

◇昭和音楽大学室内合奏団 第12回定期演奏会
6月19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
曲目／モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調K.138、
フックス：弦楽セレナード第1番、メンデルスゾーン：弦楽
のためのシンフォニア第8番
出演／昭和音楽大学室内合奏団
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

岡村靖幸 2022 EARLY SUMMERツアー 
美貌の彼方
7月1日（金）　17：30開場　18：30開演
料金／全席指定 10,000円
※未就学児童入場不可（ご入場されるお客様すべてに
チケット必要）　※1人4枚まで
※カルッツかわさきでのチケット取り扱いは無し。
問合せ／HOT STUFF PROMOTION
☎03-5720-9999（平日12時～18時）

未

English Concert for Kids 2022　
しまじろう英語コンサート 夏公演　
FUN AT THE SUMMER FESTIVAL！
7月10日(日)　 ①11：30開場　12：15開演
　　　　　　　　②14：00開場　14：45開演
　　　　　　　　③16：30開場　17：15開演
出演／しまじろう、Mimi、Beepy、Nancy、Andy
料金／全席指定 通常席（会館価格）3,480円
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま
　1名まで保護者のひざ上での鑑賞が無料(席が必要
　な場合は有料)。
問合せ／英語コンサート事務局
☎0570-00-8600（10時～18時・無休）

NTT東日本東京吹奏楽団
第55回定期演奏会
5月28日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／＜第一部＞スティーヴン・メリロ：ゴッドスピード !、
福島弘和：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～、
2022年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より
＜第二部＞テーマ：Go Forward!
福田洋介編曲：Tribute to GO HIROMI、椎名豪
（今村愛紀編曲）：竈門炭治郎のうた〈TVアニメ「鬼滅
の刃」挿入歌〉、クロード＝ミッシェル・シェーンベルク

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
5月18日（水）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 S席9,900円、A席6,600円、B席  
3,300円
※公演当日3歳以上有料、2歳以下入場不可
※車椅子で観劇希望の方は、劇団四季まで要問合せ
問合せ／劇団四季
☎0570-008-110

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜 
第2夜《デュオ》フランク：ソナタ
6月10日（金）　19：00開演
曲目／シューベルト：アヴェ・マリア、モーツァルト：
ヴァイオリン・ソナタ ト長調、フランク：ヴァイオリン・
ソナタ イ長調、フォーレ：シシリエンヌ、ドビュッシー：
亜麻色の髪の乙女、サン=サーンス：交響詩「死の舞踏」、
グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第3番
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ：外山啓介
第3夜《カルテット》アメリカ
7月4日（月）　19：00開演
曲目／スメタナ：弦楽四重奏曲 第１番「わが生涯より」、
伊福部昭：ゴジラ、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第12番
「アメリカ」、ピアソラ：アディオス・ノニーノ 他
出演／YAMATO String Quartet（1stヴァイオリン：
石田泰尚、2ndヴァイオリン：執行恒弘、ヴィオラ：榎戸
崇宏、チェロ：阪田宏彰）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、P席
（舞台後方席）3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

◇昭和音楽大学吹奏楽団特別演奏会
　“キッズアニメ・ウィンド・シアター”
　“ミュージカル・ウィンズ”
6月26日（日）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　 ②13：15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／①アンパンマンメドレー 他、②ウエスト・サイド・
ストーリー 他
出演／指揮：福本信太郎、昭和音楽大学吹奏楽団
※4歳からご入場いただけます。
※要事前申込。申込方法は大学公式ウェブサイト   
　から。 未

＊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

フィルハーモニック・ソサィエティ・東京  
第9回定期演奏会
5月21日（土）　12：45開場　13：30開演 
曲目／ベルリオーズ：幻想交響曲、ラヴェル：ピアノ協奏
曲 ト長調、バレエ音楽『ダフニスとクロエ』第2組曲
出演／指揮：矢崎彦太郎、ピアノ：津田裕也
料金／全席指定 1,500円
問合せ／フィルハーモニック・ソサィエティ・東京
事務局　☎080-5015-3328（平日18時以降）

★モーツァルト・マチネ　第49回
5月28日（土）　11：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲第10番、交響曲第12番、サン
=ジョルジュ：交響曲第2番、ボッケリーニ：チェロ協奏曲
第9番
出演／指揮：原田慶太楼（東京交響楽団 正指揮者）、
チェロ：上村文乃、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25 1,500円 託

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
神尾真由子＆萩原麻未　デュオ・リサイタル
《ミラクル・デュオ》
6月4日（土）　13：30開演

日本フィル第377回横浜定期演奏会
5月14日（土）　16：00開場　17：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇《後宮からの誘拐》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
出演／指揮：カーチュン・ウォン（首席客演指揮者）、
ヴァイオリン：南紫音、管弦楽：日本フィルハーモニー
交響楽団
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳
以下）1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター
☎03-5378-5911（平日11時～17時）

5・6月号の情報は4月19日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回7月10日発刊号は、7月11日から9月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（5月13日締め切り）※掲載無料

★ミューザの日2022
7月1日（金）
＊詳細は7ページに

第3回菅原淳アレンジ・コレクション　
SUMパーカッション・ギャラリー
6月11日（土）　15：00開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」、ハチャトゥ
リアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より、バーンスタイン：
「ウエスト・サイド・ストーリー」より 5つのシーン
出演／菅原淳、野崎くらら、星出朱音、中野志保、 池谷
遼太郎、武井南、谷本麻実、杉本和、小嶋義貴、荻原未来、
野本捺夏、アミリ健アルヴィン、丹羽花織、坂本圭優
＊全てドラムやティンパニ、
　マリンバなどの打楽器
料金／全席指定 2,000円
問合せ／SUMパーカッション・
ギャラリー事務局
☎090-1450-3940（10時～20時）

申込みは
こちらから

第37回 麻生音楽祭2022
アンサンブルのつどい
7月3日（日）　13：00開場　13：30開演
事前申込／6月3日（金）締切
内容／弦楽器、管楽器、民族楽器等、さまざまな
楽器が大集合
ポピュラーミュージックショー
7月9日（土）　12：30開場　13：00開演
事前申込／6月9日（木）締切
内容／ジャズ、ポップス、カントリー等、さまざま
なジャンルのステージ
ファミリーコンサート
7月10日（日）　13：30開場　14：30開演
事前申込／6月10日（金）締切
内容／世代を超えて楽しむオーケストラコンサート。
音楽で世界一周!
出演／指揮：中島章博、独唱：富澤祥行、演奏：麻生
フィルハーモニー管弦楽団
コーラスのつどい
7月17日（日）　12：30開場　13：00開演
事前申込／6月20日（月）締切
内容／子どもからシニアまで、さまざまなハーモ
ニーが楽しめるコーラスの祭典
＊以下全日程共通事項
会場／麻生市民館
申込方法／各事前申込締切日（消印有効）までに
コンサート名、応募者全員の氏名（1通で4人まで。
0歳から入場券が必要。）、
代表者の住所・氏名・電話番号・
車いす席の希望を記入し、
往復ハガキか麻生区ホームページで。
宛先／〒215-8570
麻生区役所地域振興課内 麻生音楽祭実行委員会
事務局
※応募者多数の場合は抽選。1通で申込めるコン
　サートは一つのみ。一つのコンサートへの重複
　申込みは無効。
問合せ／麻生音楽祭実行委員会事務局（麻生区
役所地域振興課内）　☎ 044-965-5370

BeaTribe Percussion 
Ensemble Concert
6月18日（土）　16：30開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／S.ライヒ：木片のための音楽、E.セジョルネ：マリ
ンバと4人の打楽器奏者の為の組曲 他
出演／昭和音楽大学弦・管・打楽器演奏家コース2年
(井上京、木我斗真、坂本圭優、田中桂一朗、松井千晃)
料金／全席自由 1,000円　＊要予約
問合せ／BeaTribe Percussion Ensemble 広報（井上）
☎080-8105-0328

未

しんゆりジャズスクエア vol.54　
アートセンター開館15周年記念企画
6月24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 
出演／野口久和ビックバンド総勢17名、バンドシンガー：
キャロル山崎
料金／全席指定 一般4,200円、2枚セット券7,000円
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107

大森寿枝　辻端幹彦　ジョイント・リサイタル
5月20日（金）　13：30開場　14：00開演 
会場／麻生市民館 
曲目／忘れな草、ロマンチストの豚、猫の二重唱、ボヘ
ミアン・ラプソディ 他
出演／ソプラノ：大森寿枝、テノール：辻端幹彦、ピアノ：
尾形由美、パーカッション：田中まさよし、合唱：アン
サンブル・アマデウス
料金／全席自由 2,000円
問合せ／辻端　☎044-988-8384

麻 生 区
アルテリッカしんゆり2022　
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

第74回たまアトリウムコンサート
6月15日（水）　12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 １Fアトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3132

オペラシアターこんにゃく座
オペラ『タング～まほうをかけられた舌～』＋うたのステージ
5月21日（土） 　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演 
内容／安房直子原作による「まほうをかけられた舌」
が楽しいオペラになりました!
台本：朝比奈尚行、作曲：萩京子、演出：大石哲史
曲目／岩手県弁鉄道の一月（詩：宮澤賢治、曲：林光）、
せんねんまんねん（詩：まどみちお、曲：萩京子）、歩く
うた（詩：谷川俊太郎、曲：林光） 他
出演／オペラシアターこんにゃく座歌役者：沢井栄次、
金村慎太郎、飯野薫、鈴木あかね、ピアノ：吉村安見子
こんにゃくざのおんがくかい
5月22日（日） 　①10：30開場　11：00開演 
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演 　
曲目／うたものがたり『ふきのとう』（詩：工藤直子、曲：
萩京子）、わたしのすきなこなひきさん（「マザーグース」
より　訳：谷川俊太郎、曲：林光） 他
出演／沢井栄次、金村慎太郎、飯野薫、鈴木あかね、
ピアノ：井口真由子
会場／川崎市アートセンター・アルテリオ小劇場
料金／全席自由 大人3,000円、こども・学生 2,000円
＊当日券は各＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座
☎044-930-1720 未

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259回例会
<歴史的英雄や独裁者に関わる音楽>
5月26日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小澤久生
第260回例会
<歌のないオペラ・アリアetc（イタリア編）>
6月27日（月）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：鈴木孝雄
会場／高津市民館 視聴覚室
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15回さいわいハナミズキコンサート
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606 

動 画 配 信

2022ふれあい祭り　オンライン演奏会
5月29日（日）～6月11日（土）
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
5月12日（木）、19日（木）、26日（木）、6月2日（木）、9日（木）、
16日（木）、23日（木）、30日（木）、7月7日（木）、14日（木）
19：00開演
5月18日（水）、25日（水）、6月1日（水）、8日（水）、
15日（水）、22日（水）、29日（水）、7月6日（水）、13日（水）
17：30開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の砂漠、
朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

★MUZAランチタイムコンサート
いろいろな鍵盤楽器で聴くJ.S.バッハの魅力
5月24日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／J.S.バッハ：プレリュードとフーガ ハ長調（『平均律
クラヴィーア 第1巻』より）、プレリュードとフーガ 変ホ
長調（『クラヴィーア練習曲集 第3部』より） 他
出演／パイプオルガン・チェンバロ・ポジティフオルガン：
大塚直哉
アガる!弦楽四重奏
～オリジナル、ポップス、ジャズ and MORE!
6月14日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／クヮルテット・パラドックス：霖-RIN -、ビル・
エヴァンス：ワルツ・フォー・デビイ 他
出演／Quartet Paradox（ヴァイオリン：西原史織、大槻
桃斗、ヴィオラ：世川すみれ、チェロ：飯島奏人）、ピアノ：
畑野圭慧
若手オルガニストによるリサイタル オルガン
～無限の可能性を秘めた音のパレット～
7月12日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／J．S．バッハ：前奏曲とフーガ ホ短調、フランク：
前奏曲、フーガと変奏曲、サン＝サーンス：死の舞踏、
ヴィドール：オルガン交響曲第5番より トッカータ
出演／パイプオルガン：加藤慶子（ミューザソリスト
オーディション2021合格者）
各料金／全席指定 500円　　　 託

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第26回　早川純　タンゴ・フォルクローレ・コンサート
6月14日（火）　13：00開場　13：30開演

会場／アクトスタジオ
曲目／ビジョルド：エル・チョクロ、ピアソラ：リベル
タンゴ、ラミレス：アルフォンシーナと海 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／バンドネオン：早川純、ギター・ボーカル：智詠
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

多 摩 区
多摩川吹奏楽団 第36回定期演奏会
5月29日（日）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩市民館
曲目／アーセナル、陽はまた昇る、春の猟犬、魔法に
かけられて、オペラ座の怪人 他
出演／指揮：大平博之、佐藤一大
問合せ／多摩川吹奏楽団 広報（羽根田）
☎045-901-5316

『大人の鍵盤ハーモニカ』体験教室＆ミニコン
サート
6月7日（火）　10：00開場　10：00開演
会場／『パスタダイニング、マシュカ』(JR南武線、京王
線、稲田堤駅下車)
6月29日（水）　10：00開場　10：00開演 
会場／Caf'e ゆい～と（小田急線読売ランド駅前）
講師／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール（日比野）
☎044-944-9349

宮前フィルハーモニー交響楽団
第50回定期演奏会
7月3日（日）    13：45開場　14：00開演
会場／宮前市民館
曲目／モーツァルト：「劇支配人」序曲、メンデルスゾーン：
交響曲第5番「宗教改革」、ドボルザーク：交響曲第6番
出演／指揮：田中健　
料金／全席自由 1,000円
問合せ／宮前フィル事務局
☎ 044-870-7187（平日9時～18時）

宮前ウィンドオーケストラ
第35回定期演奏会
5月22日（日）　14：00開演
会場／宮前市民館
曲目／ヴェルディ：歌劇「ナブッコ」序曲、ホルスト：吹奏
楽のための組曲第2番、リード：ハムレットへの音楽、
ディズニー・ファンテリュージョン！、海の上のピアニスト、
クラシック・カンタービレ、スターウォーズ コンサート
セレクション 他
出演／指揮：箕輪響
料金／全席自由 1,000円
問合せ／宮前ウィンドオーケストラ事務局
☎044-853-1451

宮 前 区

川崎市民交響楽団 創立70周年記念
第195回定期演奏会
6月26日(日)　 13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／シベリウス：カレリア組曲、クーセヴィッキー：
コントラバス協奏曲、ブラームス：交響曲第1番
出演／指揮：河上隆介、コントラバス：市川雅典
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）

出演／スターダンサーズ・バレエ団
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、学生席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り扱い
※学生券は25歳までの学生対象、座席指定不可、要    
　学生証
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

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第25回定期演奏会
7月9日（土）　13：15開場　14：00開演

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／モーツァルト：オペラ《フィガロの結婚》序曲、
交響曲第40番、バルトーク：管弦楽のための協奏曲
出演／指揮：現田茂夫
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

託

★ミューザ川崎シンフォニーホール＆
　東京交響楽団 名曲全集
第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）、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
4,000円、C席3,000円
第178回　7月3日（日）　13：15開場　14：00開演

曲目／モーツァルト：交響曲第35番「ハフナー」、メンデ
ルスゾーン（オッテンザマー編）：無言歌集から（クラリ
ネットと弦楽オーケストラ版）、ウェーバー：歌劇「オベロ
ン」序曲、ブラームス（ベリオ編）：クラリネット・ソナタ 第
1番 (管弦楽版）
出演／指揮＆クラリネット：アンドレアス・オッテンザマー
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　           託

曲目／シンディング：組曲「古い様式で」、グリーグ：ヴァ
イオリン・ソナタ 第3番、エルガー：愛の挨拶、クライス
ラー：愛の悲しみ、中国の太鼓、ラフマニノフ：ヴォカ
リーズ、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、マスネ：
タイスの瞑想曲、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
出演／ヴァイオリン：神尾真由子、ピアノ：萩原麻未
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
ホアキン・アチュカロ　ピアノ・リサイタル 
《伝説の巨匠》
7月9日（土）　13：30開演
曲目／ショパン：幻想即興曲、ピアノ・ソナタ第3番、
リスト：忘れられたワルツ 第1番、愛の夢 第3番 、ラフ
マニノフ：前奏曲 嬰ヘ短調、前奏曲 変ト長調、前奏曲 
嬰ハ短調 「鐘」、グラナドス：嘆き、またはマハと夜鳴き
うぐいす（『ゴイェスカス』より）、アルベニス：港（『イベ
リア』より） 他
出演／ピアノ：ホアキン・アチュカロ
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080
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（森田一浩編曲）：ミュージカル「レ・ミゼラブル」
より 他
出演／指揮：山田昌弘
問合せ／定期演奏会実行委員
☎090-8434-3624（平日10時～17時）

★フェスタサマーミューザKAWASAKI2022
7月23日(土)～8月11日(木・祝)

チケット（ホール座席券／オンライン鑑賞券）発売中
＊詳細は次号で

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第86回
5月22日（日）　13：15開場　14：00開演

曲目／R.シュトラウス：ドン・ファン、ショスタコーヴィチ：
ピアノ協奏曲 第1番、ウォルトン：ベルシャザールの饗宴
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：ペーター・ヤブ
ロンスキー、トランペット：澤田真人（東響首席）、バリトン：
ジェームズ・アトキンソン、合唱：東響コーラス（予定）
料金／全席指定 S席10,000円、A席8,000円、B席
5,000円、C席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

参加者募集

令和5年度以降のかわさき区ビオラコンサート「定例コンサート」、
「出張コンサート」の出演者を募集しています。
出演条件などを確認の上、ご応募ください。

問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

出演者
募　集

スケジュール等はこちらから▶

問合せ／川崎市消防音楽隊
　　　　☎044-975-0119

川崎市消防音楽隊のバスにミュートン音楽隊が登場！！
昭和37年に創設され、川崎市民と消防を
結ぶ音の架け橋として活動中の川崎市消防
音楽隊。「音楽のまち・かわさき」のマスコット
キャラクター「かわさきミュートン」たちが
楽器を手に音楽隊として応援に現れました。
川崎市消防音楽隊とともに、市内各所に
登場します。

「音楽のまち・かわさき」から世界に羽ばた
く才能溢れる音楽家の発掘と育成を行う
べく昨年に続き開催。

第2回
かわさきピアノコンクール
予選（録画審査）／①5月1日～15日 
　　　　　　　　②7月15日～31日
本選／11月12日(土)・13日(日) 
会場／カルッツかわさき
　　　（川崎市スポーツ・文化総合センター） 
＊応募方法など詳細はHPから
問合せ／かわさきピアノコンクール
　　　　運営委員会
　　　　☎044-543-8397

おんまちのホームページを活用しよう！

■問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

♬音楽イベントを紹介しています
　川崎市内で開催する音楽イベントをホームページで告知・紹介しています。
　お好きな写真やチラシなども掲載し、開催日、場所、ジャンル、キーワードなど
　で絞込検索可能です。お気軽にイベント投稿をお願いします。

♬後援申請とロゴマーク・ミュートンイラストの使用
　川崎市内で開催する音楽イベントの後援名義申請も随時受け付けております。
　チラシやプログラムにおんまちのロゴやミュートンイラストを使用することが
　出来ます。ホームページから申請いただけます。

♬市内で活動しているアーティストを紹介しています
　川崎市内で活動するアーティスト、音楽団体をプロ・アマ問わず写真入りで
　紹介しています。掲載をご希望の方は、下記メールにお問い合わせください。
　（メール送付先／bank@ongakunomachi.jp）

♬音楽施設
　川崎市内の音楽施設の登録･検索ができます。ご活用ください。
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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

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
5月24日（火）　17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 8,800円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※お一人様4枚まで
※車椅子席問合せ先：チケットポート☎03-6327-3710
（平日10：00～18：00）
※指定席チケットから車椅子チケットへの振替は不可。
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999
（月・水・金 11：00～13：00 祝日を除く）

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

フジコ・ヘミング　スペシャルコンサート
5月17日（火）　15：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番、リスト：「ラ・
カンパネラ」、モーツァルト：交響曲第41番「ジュピ
ター」 他
出演／ピアノ：フジコ・ヘミング、指揮：マリオ・コシック、
管弦楽：東京21世紀管弦楽団
料金／全席指定 S席11,000円、A席9,000円、B席
7,000円、C席5,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

湘南フィルハーモニー合唱団　第29回演奏会
6月3日（金）　18：00開場　19：00開演
曲目／ブラームス：ドイツ・レクイエム、ラインベル
ガー：スターバト・マーテル
出演／指揮：松村努、ソプラノ：中江早希、バリトン：加耒徹、
管弦楽：グロリア室内オーケストラ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円
問合せ／湘南フィルハーモニー合唱団(青山)
☎090-6519-1246

ミューザ川崎市民合唱祭2022
6月25日（土）、26日（日）　10：30開演
出演／川崎市内で活動する合唱団（約100団体）
問合せ／川崎市合唱連盟　☎070-4211-6457

読売日本交響楽団　第5回川崎マチネーシリーズ
6月9日（木）　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」、
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調、ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」
出演／指揮：セバスティアン・ヴァイグレ、チェロ：宮田
大、管弦楽:読売日本交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390（10時～18時／年中無休）

ザ・シンフォニカ　第72回定期演奏会
6月11日（土）　18：15開場　19：00開演
曲目／ワーグナー：歌劇「タンホイザー」序曲、R.シュト
ラウス：交響詩「死と変容」、ブラームス：交響曲第4番
出演／指揮：三石精一
料金／全席指定 2,500円
問合せ／ザ・シンフォニカ事務局（田中）
☎050-5898-1760

グラールウインドオーケストラ
第41回定期演奏会
6月19日（日）　12：50開場　13：30開演
曲目／スパーク：宇宙の音楽、阿部勇一：交響詩 鯨と海
（今年度委嘱曲）、コンクール課題曲より 他
出演／吹奏楽：グラールウインドオーケストラ
問合せ／演奏会事務局　☎070-2831-6167

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。 ◇昭和音楽大学吹奏楽団

　昭和ウインド・シンフォニー第23回定期演奏会
6月4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／J.デイヴィット：アーバンライト（日本初演） 他
出演／指揮：ユージーン.M.コーポロン、福本信太郎
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,000円

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

◇昭和音楽大学室内合奏団 第12回定期演奏会
6月19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
曲目／モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調K.138、
フックス：弦楽セレナード第1番、メンデルスゾーン：弦楽
のためのシンフォニア第8番
出演／昭和音楽大学室内合奏団
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

岡村靖幸 2022 EARLY SUMMERツアー 
美貌の彼方
7月1日（金）　17：30開場　18：30開演
料金／全席指定 10,000円
※未就学児童入場不可（ご入場されるお客様すべてに
チケット必要）　※1人4枚まで
※カルッツかわさきでのチケット取り扱いは無し。
問合せ／HOT STUFF PROMOTION
☎03-5720-9999（平日12時～18時）

未

English Concert for Kids 2022　
しまじろう英語コンサート 夏公演　
FUN AT THE SUMMER FESTIVAL！
7月10日(日)　 ①11：30開場　12：15開演
　　　　　　　　②14：00開場　14：45開演
　　　　　　　　③16：30開場　17：15開演
出演／しまじろう、Mimi、Beepy、Nancy、Andy
料金／全席指定 通常席（会館価格）3,480円
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま
　1名まで保護者のひざ上での鑑賞が無料(席が必要
　な場合は有料)。
問合せ／英語コンサート事務局
☎0570-00-8600（10時～18時・無休）

NTT東日本東京吹奏楽団
第55回定期演奏会
5月28日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／＜第一部＞スティーヴン・メリロ：ゴッドスピード !、
福島弘和：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～、
2022年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より
＜第二部＞テーマ：Go Forward!
福田洋介編曲：Tribute to GO HIROMI、椎名豪
（今村愛紀編曲）：竈門炭治郎のうた〈TVアニメ「鬼滅
の刃」挿入歌〉、クロード＝ミッシェル・シェーンベルク

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
5月18日（水）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 S席9,900円、A席6,600円、B席  
3,300円
※公演当日3歳以上有料、2歳以下入場不可
※車椅子で観劇希望の方は、劇団四季まで要問合せ
問合せ／劇団四季
☎0570-008-110

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜 
第2夜《デュオ》フランク：ソナタ
6月10日（金）　19：00開演
曲目／シューベルト：アヴェ・マリア、モーツァルト：
ヴァイオリン・ソナタ ト長調、フランク：ヴァイオリン・
ソナタ イ長調、フォーレ：シシリエンヌ、ドビュッシー：
亜麻色の髪の乙女、サン=サーンス：交響詩「死の舞踏」、
グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第3番
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ：外山啓介
第3夜《カルテット》アメリカ
7月4日（月）　19：00開演
曲目／スメタナ：弦楽四重奏曲 第１番「わが生涯より」、
伊福部昭：ゴジラ、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第12番
「アメリカ」、ピアソラ：アディオス・ノニーノ 他
出演／YAMATO String Quartet（1stヴァイオリン：
石田泰尚、2ndヴァイオリン：執行恒弘、ヴィオラ：榎戸
崇宏、チェロ：阪田宏彰）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、P席
（舞台後方席）3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

◇昭和音楽大学吹奏楽団特別演奏会
　“キッズアニメ・ウィンド・シアター”
　“ミュージカル・ウィンズ”
6月26日（日）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　 ②13：15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／①アンパンマンメドレー 他、②ウエスト・サイド・
ストーリー 他
出演／指揮：福本信太郎、昭和音楽大学吹奏楽団
※4歳からご入場いただけます。
※要事前申込。申込方法は大学公式ウェブサイト   
　から。 未

＊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

フィルハーモニック・ソサィエティ・東京  
第9回定期演奏会
5月21日（土）　12：45開場　13：30開演 
曲目／ベルリオーズ：幻想交響曲、ラヴェル：ピアノ協奏
曲 ト長調、バレエ音楽『ダフニスとクロエ』第2組曲
出演／指揮：矢崎彦太郎、ピアノ：津田裕也
料金／全席指定 1,500円
問合せ／フィルハーモニック・ソサィエティ・東京
事務局　☎080-5015-3328（平日18時以降）

★モーツァルト・マチネ　第49回
5月28日（土）　11：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲第10番、交響曲第12番、サン
=ジョルジュ：交響曲第2番、ボッケリーニ：チェロ協奏曲
第9番
出演／指揮：原田慶太楼（東京交響楽団 正指揮者）、
チェロ：上村文乃、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25 1,500円 託

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
神尾真由子＆萩原麻未　デュオ・リサイタル
《ミラクル・デュオ》
6月4日（土）　13：30開演

日本フィル第377回横浜定期演奏会
5月14日（土）　16：00開場　17：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇《後宮からの誘拐》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
出演／指揮：カーチュン・ウォン（首席客演指揮者）、
ヴァイオリン：南紫音、管弦楽：日本フィルハーモニー
交響楽団
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳
以下）1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター
☎03-5378-5911（平日11時～17時）

5・6月号の情報は4月19日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回7月10日発刊号は、7月11日から9月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（5月13日締め切り）※掲載無料

★ミューザの日2022
7月1日（金）
＊詳細は7ページに

第3回菅原淳アレンジ・コレクション　
SUMパーカッション・ギャラリー
6月11日（土）　15：00開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」、ハチャトゥ
リアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より、バーンスタイン：
「ウエスト・サイド・ストーリー」より 5つのシーン
出演／菅原淳、野崎くらら、星出朱音、中野志保、 池谷
遼太郎、武井南、谷本麻実、杉本和、小嶋義貴、荻原未来、
野本捺夏、アミリ健アルヴィン、丹羽花織、坂本圭優
＊全てドラムやティンパニ、
　マリンバなどの打楽器
料金／全席指定 2,000円
問合せ／SUMパーカッション・
ギャラリー事務局
☎090-1450-3940（10時～20時）

申込みは
こちらから

第37回 麻生音楽祭2022
アンサンブルのつどい
7月3日（日）　13：00開場　13：30開演
事前申込／6月3日（金）締切
内容／弦楽器、管楽器、民族楽器等、さまざまな
楽器が大集合
ポピュラーミュージックショー
7月9日（土）　12：30開場　13：00開演
事前申込／6月9日（木）締切
内容／ジャズ、ポップス、カントリー等、さまざま
なジャンルのステージ
ファミリーコンサート
7月10日（日）　13：30開場　14：30開演
事前申込／6月10日（金）締切
内容／世代を超えて楽しむオーケストラコンサート。
音楽で世界一周!
出演／指揮：中島章博、独唱：富澤祥行、演奏：麻生
フィルハーモニー管弦楽団
コーラスのつどい
7月17日（日）　12：30開場　13：00開演
事前申込／6月20日（月）締切
内容／子どもからシニアまで、さまざまなハーモ
ニーが楽しめるコーラスの祭典
＊以下全日程共通事項
会場／麻生市民館
申込方法／各事前申込締切日（消印有効）までに
コンサート名、応募者全員の氏名（1通で4人まで。
0歳から入場券が必要。）、
代表者の住所・氏名・電話番号・
車いす席の希望を記入し、
往復ハガキか麻生区ホームページで。
宛先／〒215-8570
麻生区役所地域振興課内 麻生音楽祭実行委員会
事務局
※応募者多数の場合は抽選。1通で申込めるコン
　サートは一つのみ。一つのコンサートへの重複
　申込みは無効。
問合せ／麻生音楽祭実行委員会事務局（麻生区
役所地域振興課内）　☎ 044-965-5370

BeaTribe Percussion 
Ensemble Concert
6月18日（土）　16：30開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／S.ライヒ：木片のための音楽、E.セジョルネ：マリ
ンバと4人の打楽器奏者の為の組曲 他
出演／昭和音楽大学弦・管・打楽器演奏家コース2年
(井上京、木我斗真、坂本圭優、田中桂一朗、松井千晃)
料金／全席自由 1,000円　＊要予約
問合せ／BeaTribe Percussion Ensemble 広報（井上）
☎080-8105-0328

未

しんゆりジャズスクエア vol.54　
アートセンター開館15周年記念企画
6月24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 
出演／野口久和ビックバンド総勢17名、バンドシンガー：
キャロル山崎
料金／全席指定 一般4,200円、2枚セット券7,000円
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107

大森寿枝　辻端幹彦　ジョイント・リサイタル
5月20日（金）　13：30開場　14：00開演 
会場／麻生市民館 
曲目／忘れな草、ロマンチストの豚、猫の二重唱、ボヘ
ミアン・ラプソディ 他
出演／ソプラノ：大森寿枝、テノール：辻端幹彦、ピアノ：
尾形由美、パーカッション：田中まさよし、合唱：アン
サンブル・アマデウス
料金／全席自由 2,000円
問合せ／辻端　☎044-988-8384

麻 生 区
アルテリッカしんゆり2022　
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

第74回たまアトリウムコンサート
6月15日（水）　12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 １Fアトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3132

オペラシアターこんにゃく座
オペラ『タング～まほうをかけられた舌～』＋うたのステージ
5月21日（土） 　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演 
内容／安房直子原作による「まほうをかけられた舌」
が楽しいオペラになりました!
台本：朝比奈尚行、作曲：萩京子、演出：大石哲史
曲目／岩手県弁鉄道の一月（詩：宮澤賢治、曲：林光）、
せんねんまんねん（詩：まどみちお、曲：萩京子）、歩く
うた（詩：谷川俊太郎、曲：林光） 他
出演／オペラシアターこんにゃく座歌役者：沢井栄次、
金村慎太郎、飯野薫、鈴木あかね、ピアノ：吉村安見子
こんにゃくざのおんがくかい
5月22日（日） 　①10：30開場　11：00開演 
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演 　
曲目／うたものがたり『ふきのとう』（詩：工藤直子、曲：
萩京子）、わたしのすきなこなひきさん（「マザーグース」
より　訳：谷川俊太郎、曲：林光） 他
出演／沢井栄次、金村慎太郎、飯野薫、鈴木あかね、
ピアノ：井口真由子
会場／川崎市アートセンター・アルテリオ小劇場
料金／全席自由 大人3,000円、こども・学生 2,000円
＊当日券は各＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座
☎044-930-1720 未

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259回例会
<歴史的英雄や独裁者に関わる音楽>
5月26日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小澤久生
第260回例会
<歌のないオペラ・アリアetc（イタリア編）>
6月27日（月）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：鈴木孝雄
会場／高津市民館 視聴覚室
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15回さいわいハナミズキコンサート
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606 

動 画 配 信

2022ふれあい祭り　オンライン演奏会
5月29日（日）～6月11日（土）
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
5月12日（木）、19日（木）、26日（木）、6月2日（木）、9日（木）、
16日（木）、23日（木）、30日（木）、7月7日（木）、14日（木）
19：00開演
5月18日（水）、25日（水）、6月1日（水）、8日（水）、
15日（水）、22日（水）、29日（水）、7月6日（水）、13日（水）
17：30開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の砂漠、
朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

★MUZAランチタイムコンサート
いろいろな鍵盤楽器で聴くJ.S.バッハの魅力
5月24日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／J.S.バッハ：プレリュードとフーガ ハ長調（『平均律
クラヴィーア 第1巻』より）、プレリュードとフーガ 変ホ
長調（『クラヴィーア練習曲集 第3部』より） 他
出演／パイプオルガン・チェンバロ・ポジティフオルガン：
大塚直哉
アガる!弦楽四重奏
～オリジナル、ポップス、ジャズ and MORE!
6月14日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／クヮルテット・パラドックス：霖-RIN -、ビル・
エヴァンス：ワルツ・フォー・デビイ 他
出演／Quartet Paradox（ヴァイオリン：西原史織、大槻
桃斗、ヴィオラ：世川すみれ、チェロ：飯島奏人）、ピアノ：
畑野圭慧
若手オルガニストによるリサイタル オルガン
～無限の可能性を秘めた音のパレット～
7月12日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／J．S．バッハ：前奏曲とフーガ ホ短調、フランク：
前奏曲、フーガと変奏曲、サン＝サーンス：死の舞踏、
ヴィドール：オルガン交響曲第5番より トッカータ
出演／パイプオルガン：加藤慶子（ミューザソリスト
オーディション2021合格者）
各料金／全席指定 500円　　　 託

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第26回　早川純　タンゴ・フォルクローレ・コンサート
6月14日（火）　13：00開場　13：30開演

会場／アクトスタジオ
曲目／ビジョルド：エル・チョクロ、ピアソラ：リベル
タンゴ、ラミレス：アルフォンシーナと海 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／バンドネオン：早川純、ギター・ボーカル：智詠
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

多 摩 区
多摩川吹奏楽団 第36回定期演奏会
5月29日（日）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩市民館
曲目／アーセナル、陽はまた昇る、春の猟犬、魔法に
かけられて、オペラ座の怪人 他
出演／指揮：大平博之、佐藤一大
問合せ／多摩川吹奏楽団 広報（羽根田）
☎045-901-5316

『大人の鍵盤ハーモニカ』体験教室＆ミニコン
サート
6月7日（火）　10：00開場　10：00開演
会場／『パスタダイニング、マシュカ』(JR南武線、京王
線、稲田堤駅下車)
6月29日（水）　10：00開場　10：00開演 
会場／Caf'e ゆい～と（小田急線読売ランド駅前）
講師／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール（日比野）
☎044-944-9349

宮前フィルハーモニー交響楽団
第50回定期演奏会
7月3日（日）    13：45開場　14：00開演
会場／宮前市民館
曲目／モーツァルト：「劇支配人」序曲、メンデルスゾーン：
交響曲第5番「宗教改革」、ドボルザーク：交響曲第6番
出演／指揮：田中健　
料金／全席自由 1,000円
問合せ／宮前フィル事務局
☎ 044-870-7187（平日9時～18時）

宮前ウィンドオーケストラ
第35回定期演奏会
5月22日（日）　14：00開演
会場／宮前市民館
曲目／ヴェルディ：歌劇「ナブッコ」序曲、ホルスト：吹奏
楽のための組曲第2番、リード：ハムレットへの音楽、
ディズニー・ファンテリュージョン！、海の上のピアニスト、
クラシック・カンタービレ、スターウォーズ コンサート
セレクション 他
出演／指揮：箕輪響
料金／全席自由 1,000円
問合せ／宮前ウィンドオーケストラ事務局
☎044-853-1451

宮 前 区

川崎市民交響楽団 創立70周年記念
第195回定期演奏会
6月26日(日)　 13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／シベリウス：カレリア組曲、クーセヴィッキー：
コントラバス協奏曲、ブラームス：交響曲第1番
出演／指揮：河上隆介、コントラバス：市川雅典
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）

出演／スターダンサーズ・バレエ団
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、学生席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り扱い
※学生券は25歳までの学生対象、座席指定不可、要    
　学生証
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

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第25回定期演奏会
7月9日（土）　13：15開場　14：00開演

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／モーツァルト：オペラ《フィガロの結婚》序曲、
交響曲第40番、バルトーク：管弦楽のための協奏曲
出演／指揮：現田茂夫
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

託

★ミューザ川崎シンフォニーホール＆
　東京交響楽団 名曲全集
第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）、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
4,000円、C席3,000円
第178回　7月3日（日）　13：15開場　14：00開演

曲目／モーツァルト：交響曲第35番「ハフナー」、メンデ
ルスゾーン（オッテンザマー編）：無言歌集から（クラリ
ネットと弦楽オーケストラ版）、ウェーバー：歌劇「オベロ
ン」序曲、ブラームス（ベリオ編）：クラリネット・ソナタ 第
1番 (管弦楽版）
出演／指揮＆クラリネット：アンドレアス・オッテンザマー
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　           託

曲目／シンディング：組曲「古い様式で」、グリーグ：ヴァ
イオリン・ソナタ 第3番、エルガー：愛の挨拶、クライス
ラー：愛の悲しみ、中国の太鼓、ラフマニノフ：ヴォカ
リーズ、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、マスネ：
タイスの瞑想曲、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
出演／ヴァイオリン：神尾真由子、ピアノ：萩原麻未
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
ホアキン・アチュカロ　ピアノ・リサイタル 
《伝説の巨匠》
7月9日（土）　13：30開演
曲目／ショパン：幻想即興曲、ピアノ・ソナタ第3番、
リスト：忘れられたワルツ 第1番、愛の夢 第3番 、ラフ
マニノフ：前奏曲 嬰ヘ短調、前奏曲 変ト長調、前奏曲 
嬰ハ短調 「鐘」、グラナドス：嘆き、またはマハと夜鳴き
うぐいす（『ゴイェスカス』より）、アルベニス：港（『イベ
リア』より） 他
出演／ピアノ：ホアキン・アチュカロ
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080
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（森田一浩編曲）：ミュージカル「レ・ミゼラブル」
より 他
出演／指揮：山田昌弘
問合せ／定期演奏会実行委員
☎090-8434-3624（平日10時～17時）

★フェスタサマーミューザKAWASAKI2022
7月23日(土)～8月11日(木・祝)

チケット（ホール座席券／オンライン鑑賞券）発売中
＊詳細は次号で

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第86回
5月22日（日）　13：15開場　14：00開演

曲目／R.シュトラウス：ドン・ファン、ショスタコーヴィチ：
ピアノ協奏曲 第1番、ウォルトン：ベルシャザールの饗宴
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：ペーター・ヤブ
ロンスキー、トランペット：澤田真人（東響首席）、バリトン：
ジェームズ・アトキンソン、合唱：東響コーラス（予定）
料金／全席指定 S席10,000円、A席8,000円、B席
5,000円、C席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

参加者募集

令和5年度以降のかわさき区ビオラコンサート「定例コンサート」、
「出張コンサート」の出演者を募集しています。
出演条件などを確認の上、ご応募ください。

問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

出演者
募　集

スケジュール等はこちらから▶

問合せ／川崎市消防音楽隊
　　　　☎044-975-0119

川崎市消防音楽隊のバスにミュートン音楽隊が登場！！
昭和37年に創設され、川崎市民と消防を
結ぶ音の架け橋として活動中の川崎市消防
音楽隊。「音楽のまち・かわさき」のマスコット
キャラクター「かわさきミュートン」たちが
楽器を手に音楽隊として応援に現れました。
川崎市消防音楽隊とともに、市内各所に
登場します。

「音楽のまち・かわさき」から世界に羽ばた
く才能溢れる音楽家の発掘と育成を行う
べく昨年に続き開催。

第2回
かわさきピアノコンクール
予選（録画審査）／①5月1日～15日 
　　　　　　　　②7月15日～31日
本選／11月12日(土)・13日(日) 
会場／カルッツかわさき
　　　（川崎市スポーツ・文化総合センター） 
＊応募方法など詳細はHPから
問合せ／かわさきピアノコンクール
　　　　運営委員会
　　　　☎044-543-8397

おんまちのホームページを活用しよう！

■問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

♬音楽イベントを紹介しています
　川崎市内で開催する音楽イベントをホームページで告知・紹介しています。
　お好きな写真やチラシなども掲載し、開催日、場所、ジャンル、キーワードなど
　で絞込検索可能です。お気軽にイベント投稿をお願いします。

♬後援申請とロゴマーク・ミュートンイラストの使用
　川崎市内で開催する音楽イベントの後援名義申請も随時受け付けております。
　チラシやプログラムにおんまちのロゴやミュートンイラストを使用することが
　出来ます。ホームページから申請いただけます。

♬市内で活動しているアーティストを紹介しています
　川崎市内で活動するアーティスト、音楽団体をプロ・アマ問わず写真入りで
　紹介しています。掲載をご希望の方は、下記メールにお問い合わせください。
　（メール送付先／bank@ongakunomachi.jp）

♬音楽施設
　川崎市内の音楽施設の登録･検索ができます。ご活用ください。
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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

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
5月24日（火）　17：00開場　18：00開演
料金／全席指定 8,800円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※お一人様4枚まで
※車椅子席問合せ先：チケットポート☎03-6327-3710
（平日10：00～18：00）
※指定席チケットから車椅子チケットへの振替は不可。
問合せ／KMミュージック
☎045-201-9999
（月・水・金 11：00～13：00 祝日を除く）

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

フジコ・ヘミング　スペシャルコンサート
5月17日（火）　15：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番、リスト：「ラ・
カンパネラ」、モーツァルト：交響曲第41番「ジュピ
ター」 他
出演／ピアノ：フジコ・ヘミング、指揮：マリオ・コシック、
管弦楽：東京21世紀管弦楽団
料金／全席指定 S席11,000円、A席9,000円、B席
7,000円、C席5,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

湘南フィルハーモニー合唱団　第29回演奏会
6月3日（金）　18：00開場　19：00開演
曲目／ブラームス：ドイツ・レクイエム、ラインベル
ガー：スターバト・マーテル
出演／指揮：松村努、ソプラノ：中江早希、バリトン：加耒徹、
管弦楽：グロリア室内オーケストラ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円
問合せ／湘南フィルハーモニー合唱団(青山)
☎090-6519-1246

ミューザ川崎市民合唱祭2022
6月25日（土）、26日（日）　10：30開演
出演／川崎市内で活動する合唱団（約100団体）
問合せ／川崎市合唱連盟　☎070-4211-6457

読売日本交響楽団　第5回川崎マチネーシリーズ
6月9日（木）　14：00開演
曲目／チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」、
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調、ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」
出演／指揮：セバスティアン・ヴァイグレ、チェロ：宮田
大、管弦楽:読売日本交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390（10時～18時／年中無休）

ザ・シンフォニカ　第72回定期演奏会
6月11日（土）　18：15開場　19：00開演
曲目／ワーグナー：歌劇「タンホイザー」序曲、R.シュト
ラウス：交響詩「死と変容」、ブラームス：交響曲第4番
出演／指揮：三石精一
料金／全席指定 2,500円
問合せ／ザ・シンフォニカ事務局（田中）
☎050-5898-1760

グラールウインドオーケストラ
第41回定期演奏会
6月19日（日）　12：50開場　13：30開演
曲目／スパーク：宇宙の音楽、阿部勇一：交響詩 鯨と海
（今年度委嘱曲）、コンクール課題曲より 他
出演／吹奏楽：グラールウインドオーケストラ
問合せ／演奏会事務局　☎070-2831-6167

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。 ◇昭和音楽大学吹奏楽団

　昭和ウインド・シンフォニー第23回定期演奏会
6月4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／J.デイヴィット：アーバンライト（日本初演） 他
出演／指揮：ユージーン.M.コーポロン、福本信太郎
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,000円

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

◇昭和音楽大学室内合奏団 第12回定期演奏会
6月19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
曲目／モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調K.138、
フックス：弦楽セレナード第1番、メンデルスゾーン：弦楽
のためのシンフォニア第8番
出演／昭和音楽大学室内合奏団
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円

岡村靖幸 2022 EARLY SUMMERツアー 
美貌の彼方
7月1日（金）　17：30開場　18：30開演
料金／全席指定 10,000円
※未就学児童入場不可（ご入場されるお客様すべてに
チケット必要）　※1人4枚まで
※カルッツかわさきでのチケット取り扱いは無し。
問合せ／HOT STUFF PROMOTION
☎03-5720-9999（平日12時～18時）

未

English Concert for Kids 2022　
しまじろう英語コンサート 夏公演　
FUN AT THE SUMMER FESTIVAL！
7月10日(日)　 ①11：30開場　12：15開演
　　　　　　　　②14：00開場　14：45開演
　　　　　　　　③16：30開場　17：15開演
出演／しまじろう、Mimi、Beepy、Nancy、Andy
料金／全席指定 通常席（会館価格）3,480円
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま
　1名まで保護者のひざ上での鑑賞が無料(席が必要
　な場合は有料)。
問合せ／英語コンサート事務局
☎0570-00-8600（10時～18時・無休）

NTT東日本東京吹奏楽団
第55回定期演奏会
5月28日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／＜第一部＞スティーヴン・メリロ：ゴッドスピード !、
福島弘和：ラッキードラゴン～第五福竜丸の記憶～、
2022年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より
＜第二部＞テーマ：Go Forward!
福田洋介編曲：Tribute to GO HIROMI、椎名豪
（今村愛紀編曲）：竈門炭治郎のうた〈TVアニメ「鬼滅
の刃」挿入歌〉、クロード＝ミッシェル・シェーンベルク

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
5月18日（水）　17：45開場　18：30開演
料金／全席指定 S席9,900円、A席6,600円、B席  
3,300円
※公演当日3歳以上有料、2歳以下入場不可
※車椅子で観劇希望の方は、劇団四季まで要問合せ
問合せ／劇団四季
☎0570-008-110

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜 
第2夜《デュオ》フランク：ソナタ
6月10日（金）　19：00開演
曲目／シューベルト：アヴェ・マリア、モーツァルト：
ヴァイオリン・ソナタ ト長調、フランク：ヴァイオリン・
ソナタ イ長調、フォーレ：シシリエンヌ、ドビュッシー：
亜麻色の髪の乙女、サン=サーンス：交響詩「死の舞踏」、
グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第3番
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、ピアノ：外山啓介
第3夜《カルテット》アメリカ
7月4日（月）　19：00開演
曲目／スメタナ：弦楽四重奏曲 第１番「わが生涯より」、
伊福部昭：ゴジラ、ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第12番
「アメリカ」、ピアソラ：アディオス・ノニーノ 他
出演／YAMATO String Quartet（1stヴァイオリン：
石田泰尚、2ndヴァイオリン：執行恒弘、ヴィオラ：榎戸
崇宏、チェロ：阪田宏彰）
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、P席
（舞台後方席）3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

◇昭和音楽大学吹奏楽団特別演奏会
　“キッズアニメ・ウィンド・シアター”
　“ミュージカル・ウィンズ”
6月26日（日）　①10：15開場　11：00開演
　　　　　　　 ②13：15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／①アンパンマンメドレー 他、②ウエスト・サイド・
ストーリー 他
出演／指揮：福本信太郎、昭和音楽大学吹奏楽団
※4歳からご入場いただけます。
※要事前申込。申込方法は大学公式ウェブサイト   
　から。 未

＊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

フィルハーモニック・ソサィエティ・東京  
第9回定期演奏会
5月21日（土）　12：45開場　13：30開演 
曲目／ベルリオーズ：幻想交響曲、ラヴェル：ピアノ協奏
曲 ト長調、バレエ音楽『ダフニスとクロエ』第2組曲
出演／指揮：矢崎彦太郎、ピアノ：津田裕也
料金／全席指定 1,500円
問合せ／フィルハーモニック・ソサィエティ・東京
事務局　☎080-5015-3328（平日18時以降）

★モーツァルト・マチネ　第49回
5月28日（土）　11：00開演
曲目／モーツァルト：交響曲第10番、交響曲第12番、サン
=ジョルジュ：交響曲第2番、ボッケリーニ：チェロ協奏曲
第9番
出演／指揮：原田慶太楼（東京交響楽団 正指揮者）、
チェロ：上村文乃、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25 1,500円 託

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
神尾真由子＆萩原麻未　デュオ・リサイタル
《ミラクル・デュオ》
6月4日（土）　13：30開演

日本フィル第377回横浜定期演奏会
5月14日（土）　16：00開場　17：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇《後宮からの誘拐》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
出演／指揮：カーチュン・ウォン（首席客演指揮者）、
ヴァイオリン：南紫音、管弦楽：日本フィルハーモニー
交響楽団
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,500円、B席
6,000円、C席5,000円、P席4,000円、Ys（25歳
以下）1,500円
問合せ／日本フィル・サービスセンター
☎03-5378-5911（平日11時～17時）

5・6月号の情報は4月19日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回7月10日発刊号は、7月11日から9月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！（5月13日締め切り）※掲載無料

★ミューザの日2022
7月1日（金）
＊詳細は7ページに

第3回菅原淳アレンジ・コレクション　
SUMパーカッション・ギャラリー
6月11日（土）　15：00開場　16：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」、ハチャトゥ
リアン：バレエ音楽「ガイーヌ」より、バーンスタイン：
「ウエスト・サイド・ストーリー」より 5つのシーン
出演／菅原淳、野崎くらら、星出朱音、中野志保、 池谷
遼太郎、武井南、谷本麻実、杉本和、小嶋義貴、荻原未来、
野本捺夏、アミリ健アルヴィン、丹羽花織、坂本圭優
＊全てドラムやティンパニ、
　マリンバなどの打楽器
料金／全席指定 2,000円
問合せ／SUMパーカッション・
ギャラリー事務局
☎090-1450-3940（10時～20時）

申込みは
こちらから

第37回 麻生音楽祭2022
アンサンブルのつどい
7月3日（日）　13：00開場　13：30開演
事前申込／6月3日（金）締切
内容／弦楽器、管楽器、民族楽器等、さまざまな
楽器が大集合
ポピュラーミュージックショー
7月9日（土）　12：30開場　13：00開演
事前申込／6月9日（木）締切
内容／ジャズ、ポップス、カントリー等、さまざま
なジャンルのステージ
ファミリーコンサート
7月10日（日）　13：30開場　14：30開演
事前申込／6月10日（金）締切
内容／世代を超えて楽しむオーケストラコンサート。
音楽で世界一周!
出演／指揮：中島章博、独唱：富澤祥行、演奏：麻生
フィルハーモニー管弦楽団
コーラスのつどい
7月17日（日）　12：30開場　13：00開演
事前申込／6月20日（月）締切
内容／子どもからシニアまで、さまざまなハーモ
ニーが楽しめるコーラスの祭典
＊以下全日程共通事項
会場／麻生市民館
申込方法／各事前申込締切日（消印有効）までに
コンサート名、応募者全員の氏名（1通で4人まで。
0歳から入場券が必要。）、
代表者の住所・氏名・電話番号・
車いす席の希望を記入し、
往復ハガキか麻生区ホームページで。
宛先／〒215-8570
麻生区役所地域振興課内 麻生音楽祭実行委員会
事務局
※応募者多数の場合は抽選。1通で申込めるコン
　サートは一つのみ。一つのコンサートへの重複
　申込みは無効。
問合せ／麻生音楽祭実行委員会事務局（麻生区
役所地域振興課内）　☎ 044-965-5370

BeaTribe Percussion 
Ensemble Concert
6月18日（土）　16：30開場　17：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
曲目／S.ライヒ：木片のための音楽、E.セジョルネ：マリ
ンバと4人の打楽器奏者の為の組曲 他
出演／昭和音楽大学弦・管・打楽器演奏家コース2年
(井上京、木我斗真、坂本圭優、田中桂一朗、松井千晃)
料金／全席自由 1,000円　＊要予約
問合せ／BeaTribe Percussion Ensemble 広報（井上）
☎080-8105-0328

未

しんゆりジャズスクエア vol.54　
アートセンター開館15周年記念企画
6月24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 
出演／野口久和ビックバンド総勢17名、バンドシンガー：
キャロル山崎
料金／全席指定 一般4,200円、2枚セット券7,000円
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107

大森寿枝　辻端幹彦　ジョイント・リサイタル
5月20日（金）　13：30開場　14：00開演 
会場／麻生市民館 
曲目／忘れな草、ロマンチストの豚、猫の二重唱、ボヘ
ミアン・ラプソディ 他
出演／ソプラノ：大森寿枝、テノール：辻端幹彦、ピアノ：
尾形由美、パーカッション：田中まさよし、合唱：アン
サンブル・アマデウス
料金／全席自由 2,000円
問合せ／辻端　☎044-988-8384

麻 生 区
アルテリッカしんゆり2022　
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

第74回たまアトリウムコンサート
6月15日（水）　12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 １Fアトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3132

オペラシアターこんにゃく座
オペラ『タング～まほうをかけられた舌～』＋うたのステージ
5月21日（土） 　①10：30開場　11：00開演
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演 
内容／安房直子原作による「まほうをかけられた舌」
が楽しいオペラになりました!
台本：朝比奈尚行、作曲：萩京子、演出：大石哲史
曲目／岩手県弁鉄道の一月（詩：宮澤賢治、曲：林光）、
せんねんまんねん（詩：まどみちお、曲：萩京子）、歩く
うた（詩：谷川俊太郎、曲：林光） 他
出演／オペラシアターこんにゃく座歌役者：沢井栄次、
金村慎太郎、飯野薫、鈴木あかね、ピアノ：吉村安見子
こんにゃくざのおんがくかい
5月22日（日） 　①10：30開場　11：00開演 
　　　　　　　　②13：30開場　14：00開演 　
曲目／うたものがたり『ふきのとう』（詩：工藤直子、曲：
萩京子）、わたしのすきなこなひきさん（「マザーグース」
より　訳：谷川俊太郎、曲：林光） 他
出演／沢井栄次、金村慎太郎、飯野薫、鈴木あかね、
ピアノ：井口真由子
会場／川崎市アートセンター・アルテリオ小劇場
料金／全席自由 大人3,000円、こども・学生 2,000円
＊当日券は各＋500円
問合せ／オペラシアターこんにゃく座
☎044-930-1720 未

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259回例会
<歴史的英雄や独裁者に関わる音楽>
5月26日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小澤久生
第260回例会
<歌のないオペラ・アリアetc（イタリア編）>
6月27日（月）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：鈴木孝雄
会場／高津市民館 視聴覚室
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15回さいわいハナミズキコンサート
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606 

動 画 配 信

2022ふれあい祭り　オンライン演奏会
5月29日（日）～6月11日（土）
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

公 開 講 座
世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
5月12日（木）、19日（木）、26日（木）、6月2日（木）、9日（木）、
16日（木）、23日（木）、30日（木）、7月7日（木）、14日（木）
19：00開演
5月18日（水）、25日（水）、6月1日（水）、8日（水）、
15日（水）、22日（水）、29日（水）、7月6日（水）、13日（水）
17：30開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の砂漠、
朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

★MUZAランチタイムコンサート
いろいろな鍵盤楽器で聴くJ.S.バッハの魅力
5月24日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／J.S.バッハ：プレリュードとフーガ ハ長調（『平均律
クラヴィーア 第1巻』より）、プレリュードとフーガ 変ホ
長調（『クラヴィーア練習曲集 第3部』より） 他
出演／パイプオルガン・チェンバロ・ポジティフオルガン：
大塚直哉
アガる!弦楽四重奏
～オリジナル、ポップス、ジャズ and MORE!
6月14日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／クヮルテット・パラドックス：霖-RIN -、ビル・
エヴァンス：ワルツ・フォー・デビイ 他
出演／Quartet Paradox（ヴァイオリン：西原史織、大槻
桃斗、ヴィオラ：世川すみれ、チェロ：飯島奏人）、ピアノ：
畑野圭慧
若手オルガニストによるリサイタル オルガン
～無限の可能性を秘めた音のパレット～
7月12日（火）　11：30開場　12：10開演
曲目／J．S．バッハ：前奏曲とフーガ ホ短調、フランク：
前奏曲、フーガと変奏曲、サン＝サーンス：死の舞踏、
ヴィドール：オルガン交響曲第5番より トッカータ
出演／パイプオルガン：加藤慶子（ミューザソリスト
オーディション2021合格者）
各料金／全席指定 500円　　　 託

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第26回　早川純　タンゴ・フォルクローレ・コンサート
6月14日（火）　13：00開場　13：30開演

会場／アクトスタジオ
曲目／ビジョルド：エル・チョクロ、ピアソラ：リベル
タンゴ、ラミレス：アルフォンシーナと海 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／バンドネオン：早川純、ギター・ボーカル：智詠
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

多 摩 区
多摩川吹奏楽団 第36回定期演奏会
5月29日（日）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩市民館
曲目／アーセナル、陽はまた昇る、春の猟犬、魔法に
かけられて、オペラ座の怪人 他
出演／指揮：大平博之、佐藤一大
問合せ／多摩川吹奏楽団 広報（羽根田）
☎045-901-5316

『大人の鍵盤ハーモニカ』体験教室＆ミニコン
サート
6月7日（火）　10：00開場　10：00開演
会場／『パスタダイニング、マシュカ』(JR南武線、京王
線、稲田堤駅下車)
6月29日（水）　10：00開場　10：00開演 
会場／Caf'e ゆい～と（小田急線読売ランド駅前）
講師／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール（日比野）
☎044-944-9349

宮前フィルハーモニー交響楽団
第50回定期演奏会
7月3日（日）    13：45開場　14：00開演
会場／宮前市民館
曲目／モーツァルト：「劇支配人」序曲、メンデルスゾーン：
交響曲第5番「宗教改革」、ドボルザーク：交響曲第6番
出演／指揮：田中健　
料金／全席自由 1,000円
問合せ／宮前フィル事務局
☎ 044-870-7187（平日9時～18時）

宮前ウィンドオーケストラ
第35回定期演奏会
5月22日（日）　14：00開演
会場／宮前市民館
曲目／ヴェルディ：歌劇「ナブッコ」序曲、ホルスト：吹奏
楽のための組曲第2番、リード：ハムレットへの音楽、
ディズニー・ファンテリュージョン！、海の上のピアニスト、
クラシック・カンタービレ、スターウォーズ コンサート
セレクション 他
出演／指揮：箕輪響
料金／全席自由 1,000円
問合せ／宮前ウィンドオーケストラ事務局
☎044-853-1451

宮 前 区

川崎市民交響楽団 創立70周年記念
第195回定期演奏会
6月26日(日)　 13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／シベリウス：カレリア組曲、クーセヴィッキー：
コントラバス協奏曲、ブラームス：交響曲第1番
出演／指揮：河上隆介、コントラバス：市川雅典
問合せ／事務局（川響お客様専用ダイヤル）
☎080-1275-1056（18時～21時）

出演／スターダンサーズ・バレエ団
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、学生席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り扱い
※学生券は25歳までの学生対象、座席指定不可、要    
　学生証
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

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第25回定期演奏会
7月9日（土）　13：15開場　14：00開演

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／モーツァルト：オペラ《フィガロの結婚》序曲、
交響曲第40番、バルトーク：管弦楽のための協奏曲
出演／指揮：現田茂夫
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

託

★ミューザ川崎シンフォニーホール＆
　東京交響楽団 名曲全集
第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）、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
4,000円、C席3,000円
第178回　7月3日（日）　13：15開場　14：00開演

曲目／モーツァルト：交響曲第35番「ハフナー」、メンデ
ルスゾーン（オッテンザマー編）：無言歌集から（クラリ
ネットと弦楽オーケストラ版）、ウェーバー：歌劇「オベロ
ン」序曲、ブラームス（ベリオ編）：クラリネット・ソナタ 第
1番 (管弦楽版）
出演／指揮＆クラリネット：アンドレアス・オッテンザマー
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　           託

曲目／シンディング：組曲「古い様式で」、グリーグ：ヴァ
イオリン・ソナタ 第3番、エルガー：愛の挨拶、クライス
ラー：愛の悲しみ、中国の太鼓、ラフマニノフ：ヴォカ
リーズ、リムスキー＝コルサコフ：熊蜂の飛行、マスネ：
タイスの瞑想曲、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
出演／ヴァイオリン：神尾真由子、ピアノ：萩原麻未
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
ホアキン・アチュカロ　ピアノ・リサイタル 
《伝説の巨匠》
7月9日（土）　13：30開演
曲目／ショパン：幻想即興曲、ピアノ・ソナタ第3番、
リスト：忘れられたワルツ 第1番、愛の夢 第3番 、ラフ
マニノフ：前奏曲 嬰ヘ短調、前奏曲 変ト長調、前奏曲 
嬰ハ短調 「鐘」、グラナドス：嘆き、またはマハと夜鳴き
うぐいす（『ゴイェスカス』より）、アルベニス：港（『イベ
リア』より） 他
出演／ピアノ：ホアキン・アチュカロ
料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

©K.Miura ©Takashi Fujimoto

© N.Ikegami／TSO

（森田一浩編曲）：ミュージカル「レ・ミゼラブル」
より 他
出演／指揮：山田昌弘
問合せ／定期演奏会実行委員
☎090-8434-3624（平日10時～17時）

★フェスタサマーミューザKAWASAKI2022
7月23日(土)～8月11日(木・祝)

チケット（ホール座席券／オンライン鑑賞券）発売中
＊詳細は次号で

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第86回
5月22日（日）　13：15開場　14：00開演

曲目／R.シュトラウス：ドン・ファン、ショスタコーヴィチ：
ピアノ協奏曲 第1番、ウォルトン：ベルシャザールの饗宴
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：ペーター・ヤブ
ロンスキー、トランペット：澤田真人（東響首席）、バリトン：
ジェームズ・アトキンソン、合唱：東響コーラス（予定）
料金／全席指定 S席10,000円、A席8,000円、B席
5,000円、C席4,000円
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511

参加者募集

令和5年度以降のかわさき区ビオラコンサート「定例コンサート」、
「出張コンサート」の出演者を募集しています。
出演条件などを確認の上、ご応募ください。

問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

出演者
募　集

スケジュール等はこちらから▶

問合せ／川崎市消防音楽隊
　　　　☎044-975-0119

川崎市消防音楽隊のバスにミュートン音楽隊が登場！！
昭和37年に創設され、川崎市民と消防を
結ぶ音の架け橋として活動中の川崎市消防
音楽隊。「音楽のまち・かわさき」のマスコット
キャラクター「かわさきミュートン」たちが
楽器を手に音楽隊として応援に現れました。
川崎市消防音楽隊とともに、市内各所に
登場します。

「音楽のまち・かわさき」から世界に羽ばた
く才能溢れる音楽家の発掘と育成を行う
べく昨年に続き開催。

第2回
かわさきピアノコンクール
予選（録画審査）／①5月1日～15日 
　　　　　　　　②7月15日～31日
本選／11月12日(土)・13日(日) 
会場／カルッツかわさき
　　　（川崎市スポーツ・文化総合センター） 
＊応募方法など詳細はHPから
問合せ／かわさきピアノコンクール
　　　　運営委員会
　　　　☎044-543-8397

おんまちのホームページを活用しよう！

■問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎044-544-9641

♬音楽イベントを紹介しています
　川崎市内で開催する音楽イベントをホームページで告知・紹介しています。
　お好きな写真やチラシなども掲載し、開催日、場所、ジャンル、キーワードなど
　で絞込検索可能です。お気軽にイベント投稿をお願いします。

♬後援申請とロゴマーク・ミュートンイラストの使用
　川崎市内で開催する音楽イベントの後援名義申請も随時受け付けております。
　チラシやプログラムにおんまちのロゴやミュートンイラストを使用することが
　出来ます。ホームページから申請いただけます。

♬市内で活動しているアーティストを紹介しています
　川崎市内で活動するアーティスト、音楽団体をプロ・アマ問わず写真入りで
　紹介しています。掲載をご希望の方は、下記メールにお問い合わせください。
　（メール送付先／bank@ongakunomachi.jp）

♬音楽施設
　川崎市内の音楽施設の登録･検索ができます。ご活用ください。



CMはこちらから

障がいの有無に関わらず、一つ一つの作品の魅力をダイレクトに感じてもらう展覧会。展示作品は
インターネット
上でもご覧いた
だけます。

かわさききたテラス、「音楽のまち・かわさき」推進協議会事務所　

横17.5×縦26cm（500mlペットボトルが収まるサイズ）各500円(税込)•価格 •サイズ

•販売場所

「音楽のまち・かわさき」推進協議会では年間を
通し、ボランティアの方々に支えられているイベ
ントがあります。音楽を聴きながら、気軽に参加
できるボランティアの様子がCMになりました。
ご興味のある方はお問合せください。

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

おんまちグッズに巾着が新登場！

「音楽のまち・かわさき」デザイン

おんまちCMが
tvkで放送中！！

Colorsかわさき展コラボデザイン

数量
限定

Colorsかわさき2021展で展示された
Chisatoさんの「無題。」をデザインに使用

ピンバッチをつけても
かわいい♪
※ピンバッチは別売り(200円)

楽器用品、ティッシュ、
消毒液etc

こまごました物の
持ち運びにぴったり！

ミューザの日2022
ウェルカム・コンサート
ミューザが大きい音楽室に！！

7月1日（金）14：00開演（13:15開場/約70分 途中休憩なし）

指揮：秋山和慶
ありさ先生：飯田有抄、あゆみちゃん：島田あゆみ、
ひろむくん：釣舟大夢
管弦楽：東京交響楽団

出演

ドビュッシー：
交響詩「海」解説付き 
他

全席指定
おとな2,000円
シニア（65歳以上）
1,500円
こども（4歳～中学
3年生）500円

曲目

料金

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

その他グッズも
販売中

〈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 ̶
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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 いけだスタジオY’S

かわさきゆめホール

コロナ禍でも川崎市内の音楽施設は開いています。
こんな場所で、安全で楽しい時間をいかがでしょうか？

●対象
広く川崎市民等に文化・芸術の鑑賞機会を提供する個人または団体
市内にあるホール、劇場、ライブハウス、ギャラリー等の一般貸出文化
施設（民間施設は登録制）で実施

●期間
令和5年3月31日（金）までに実施されるもの。

●助成額
施設使用料及び付帯設備使用料の合計（実費）の2分の1の額（上限あり）

●申請受付期間
令和5年2月28日（火）まで  ※先着順。予算の上限に達した時点で終了。

募集要項および応募方法等は川崎市文化財団ホームページをご覧ください。

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

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

90名（申込多数の場合は抽選）定員川崎能楽堂（JR川崎駅東口より徒歩5分）会場 7/7（木）申込
締切

（鑑　賞　料・教材費を含む）3,500円受講料

大人も子どもも楽しめる、3日間のコース大人も子どもも楽しめる、3日間のコース

◉お申込み・お問い合わせ 公益財団法人 川崎市文化財団 夏休み能楽体験係 〒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：044-272-7366　FAX：044-544-9647

年齢制限なし（どなたでもご参加いただけます）対象

能楽体験・鑑賞教室第32回
2022年度夏休み

申込
方法

6月上旬頃、市内各施設（区
役所、図書館）に配架されて
いる申込用紙、または川崎
市文化財団のホームページ
をご確認ください。

7/23（土）
13：00～15：00（お話）

お話お話
14：00開演  能「天鼓 弄鼓之舞」
7/29（金）鑑賞鑑賞

9：30～12：00（午前の部）／13：00～15：30（午後の部）
7/28（木）体験体験

夏休みの自由研究にも最適

「つながる募集情報」が
リニューアル

お ん ま ち ホ ー ム ペ ー ジ 内

ライブ配信やオープンマイク
など、グループレッスンなどに
も使用中。
現在、2時間分の料金で4時
間まで利用可。

合唱、バンド、朗読
などの稽古に好評。
発表会、映画会、音
楽ライブなども、平
台利用、照明など
多彩な演出に対
応。コロナ禍終息まで室料半額！

住所：川崎市幸区戸手3-5-16
TEL：080-5197-8335

住所：川崎市中原区下沼部1880
TEL：044-433-3003

様々な人や団体と「つながる」
ための募集情報を掲載。どなた
でも募集情報を登録すること
ができます。
「何か始めてみたい」
と思う方、ぜひご活
用ください！
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音楽イベント開催仲間の募集

サークル仲間募集

演奏したい

出演者募集




