
●公募フリーライブ会場

●応募資格

●申込期間●申込方法

•かわさきジャズ2022に関すること •かわジャズLIVE! Rainbowに関すること

速報
７月21日（木）10時よりチケット発売
会場・問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200（10時～18時）　

この他市内ホールやさまざまな会場で
イベント開催予定。お楽しみに！　

出演決定！
大西順子カルテットほか

11月13日（日） 17：00開演　

かわジャズLIVE！ Rainbow 出演者募集

（9月～11月）

おんまちの動画を配信中の
「ミュートンチャンネル」から2つの
動画の紹介です。

川崎をテーマとした曲を中心に、多くの市
民に親しまれている「川崎市民の歌　好
きですかわさき愛の街」、「川崎おどり」を
はじめ、東京交響楽団による川崎フロン
ターレの応援曲「Victory!FRONTALE」な
どを収録。

ベストコレクション第２弾として、「カワサキ
ストリートミュージックバトル」で活躍した
若いアーティストの曲や、「いーじゃんだん
す」で歌われている曲、幻の楽曲として音
楽素材がほとんど見つからなかった「川崎
音頭」、「かわさきミュートン」をテーマにし
た曲や「かわさきの空へ」などを収録。

かわさきジャズ実行委員会　かわジャズLIVE!Rainbow運営担当
カワサキミュージックキャスト（10時～18時、木曜定休）
☎044-272-6636　
〒211-0062 川崎市中原区小杉陣屋町2-13-20
Info@k-m-c.org

かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623
info@kawasakijazz.jp

川 崎 の ご 当 地 ソ ン グ 集

販売場所／かわさき きたテラス、川崎市民プラザ、北野書店、
協議会事務所、Amazon　他

各1,500円（税込）

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

『好きです♡かわさき♪』

『カラフル♡かわさき♪』

おんまち
ベストコレクションCD

詳細はHPまで▶

開催します

ストリートや街中のライブで
「かわさきジャズ」を一緒に盛り上げよう！！

川崎の特徴である「多様性」と「コラボレーション」を活かし、川崎らしさを追求
する音楽フェスティバルとして２０１５年に始まり、今年で８回目となります。ホー
ルでの音楽公演や、市民が活躍するフリーライブなどの地域イベントを広域に
わたって開催します。

商業施設内、街中ステージなど市内8ヶ所

年齢・プロ／アマ不問。各ステージに適した形態での演奏が可能
で、ＳＮＳの投稿・拡散や、かわさきジャズオリジナルグッズの購入、
ＰＲなどかわさきジャズの広報に協力してくださる方。

８月１日（月）～８月２6日（金） 必着
※抽選結果は９月上旬までにお知らせします

ＨＰ（ＱＲコード）からフォームで申込。
エントリーシート、写真、５分程度の映
像（または音源）。
＊いただいた映像は、かわさ
きジャズＨＰへ掲載する可
能性があります。
＊応募多数の場合は抽選

動画を楽しもう！！

アジア交流
音楽祭2022

おんまち・みぞのくちライブ
ドレミファ♪ミュートン～リズムであそぼう～

2年ぶりに生演奏で開催された
「アジア交流音楽祭2022」。
アジア各国の音楽と踊りや、
川崎で活躍中のミュージシャ
ンによるパフォーマンスをダイ
ジェストで公開中。

溝の口のノクティ2マルイで、
月に一回開催するライブ。
手作り楽器（紙皿タンバリ
ン）を作って、「福本純也ファ
ミリーJAZZグループ“観
る・聴く・体験する”」と一緒
に歌って踊る楽しいライブ
です。

＊今後の新型コロナウイルス感染
拡大状況により、中止や変更とな
る場合がありますので、最新情
報はHPでご確認ください。

〈8〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

MUSIC
BRIDGE

PEOPLE
BRIDGE

FUTURE
BRIDGE

音楽でつながる 人とまちがつながる ミライにつなげる

「かわさきジャズ」がつなぐ三つの橋-BRIDGE-
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※料金について表記のないものは無料です

かわさきジャズ
×TSUTAYA SHARE LOUNGE　
スペシャルイベント
7月14日（木）　①18：00開演　②19：00 開演
出演／ヴォーカル：浜田亜東実、ギター：志賀由美子
7月23日（土）　①11：00開演　②12：30開演
出演／トランペット：坂井奈々香、ギター：杉山慧
会場／TSUTAYA SHARE LOUNGE 川崎駅前店
料金／全席自由 ラウンジ利用料（通常1時間プラン 
1,100円～）
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

かわさきハワイアンフェスティバル
×川崎駅前フェス
7月16日（土）　10：00開場　11：00開演 
　　17日（日）　　9：00開場　10：00開演 
会場／川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）
出演／カナロア、マカラプア、牧乃ミカ、しるこもるげん、
gabu 他
問合せ／事務局　☎090-5574-8400 未

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、掲載イベントが中止・
延期等の場合がありますので、必ず
主催者等にご確認ください。
　各公演にご来場の際は、ソー
シャルディスタンスを保ち、マスク
等の着用をお願いいたします。

お知らせ

銀座街バスカーライブ
毎週土曜・日曜・祝日 13：00開演
裏の裏は表か⁉️勝手に浴衣まつり2022　
9月3日(土)　
出演／近藤佑香、moca、珠希美いな、島田優、海老沢茜
裏浴衣まつり2022
9月10日(土)　13：00開演
出演／一原ちひろ、冨田エリィ、橋本聖子、清野あやね、
SENA、花桐はづき
会場／川崎駅東口銀座街
問合せ／銀座街愛知ふとん店（小林）
☎044-221-2251

川 崎 区

第126回川崎市定期能～喜多流～
8月6日（土）
会場／川崎市能楽堂
＊詳細は7ページに

ぴあにしも
＊ライブ情報はHPよりご確認ください。
会場・問合せ／Public House ぴあにしも
☎044-201-1668

かわさき区ビオラコンサート
～坂本九さん追悼コンサート～
8月12日（金）　14：00開演
会場／川崎ルフロン １階イベントスペース
出演／川崎市立川崎小学校児童、川崎市消防音楽隊
9月14日（水）　11：30開場　12：10開演 

川崎駅前フェス
8月17日（水）～21日（日）　12：00開演（予定）

未

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

事前申込／8月15日から先着順（50名）
会場／川崎アゼリア サンライト広場
出演／ハープ：ハープ王子
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127

未…未就学児入場可
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プラザ・おへやライブ Vol.1 
～エマーソン北村 トーク＆ライブ～
7月31日（日）　16：30開場　17：00開演 
会場／川崎市民プラザ
出演／エマーソン北村
料金／全席自由 2,500円
※未就学児の入場不可。
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

おんまち・みぞのくちライブ
7月16日（土）、8月20日（土）　
①13：00開演　②14：00開演 
会場／ノクティ2　マルイ2階エントランス前（予定） 
＊天候により中止となる場合あり。 
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

田園コンサートVol.47
「サマー・ジャズ・コンサート」
7月30日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／糀ホール
曲目／My Funny Valentine、Night and Day 他
出演／山田拓児カルテット（サックス：山田拓児、ピアノ：
田窪寛之、コントラバス：本川悠平、ドラム：二本松義史）
料金／前売2,000円、当日2,500円
問合せ／田園クラシック音楽の会（奥脇）
☎044-812-6090(糀ホール)

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 
ブレット・ディーン《ハムレット》（英語）
＊MET上演日：2022年6月4日
7月15日（金）～21日（木)　開演時間未定
上映時間：3時間15分（休憩1回）
会場／109シネマズ川崎
出演／指揮：ニコラス・カーター、演出：ニール・アーム
フィールド
アラン・クレイトン、ブレンダ・レイ、サラ・コノリー、ジョン・
レリエ
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

0歳からの・はじめてのオーケストラ
9月3日（土）　① 9：10開場　 9：30開演
　　　　　　　②10：25開場　10：45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／ワルツで踊ろう、ポルカ雷鳴と稲妻、ラデツキー
行進曲、ハンガリア舞曲　他
出演／サロンオーケストラジャパン
料金／全席自由 未就学児1,000円、小学生～一般
2,000円
＊後方イス席+前方シート席（座布団・クッションを持参）
問合せ／アンフィニ（小林）　☎03-6379-9770

奥平哲也 マリンバコンサート
～祈りの響き　優しい調べ～
7月13日（水）、14日（木）　13：30開場　14：00開演
　　15日（金）　①14：00開演　②18：30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／グノー：アヴェ・マリア、タレルガ：アルハンブラの
思い出、カタロニア民謡：鳥の歌、H.マンシーニ：映画「ひま
わり」のテーマ、古関裕而：長崎の鐘、奥平哲也：春暁 他
出演／マリンバ：奥平哲也、ピアノ：木村裕平（7/13,14）、
川上史子(7/15①)、渡部優美(7/15②)
料金／全席自由 一般4,000円、25歳以下2,000円
問合せ／マリンバ奏楽の森　☎044-533-5389

さりゅ! Vol.2「みんなで奏でよう!屋根の上の牛」
7月30日（土）
①（ベビー向け） 11：00開場　11：30開演 　　　
②（キッズ向け） 14：00開場　14：30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／ミヨー：屋根の上の牛、ラヴェル：ボレロ　他
出演／ピアノ：倉田莉奈、桶絢湖、打楽器：古屋千尋
料金／全席自由 こども500円、おとな（中学生以上）  
1,500円　＊お席が必要なお子様は要チケット。おと
な当日＋500円　
問合せ／Belle Epoqeuオフィス
☎080-7849-6675 未

フィギュアスケート名曲コンサート　Vol.2
7月30日（土）　18：15開場　18：30開演 

音楽喫茶 in なかはら
7月15日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：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）
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

映像オペラを楽しむ会
7月例会　7月28日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／トーマ：ミニヨン
8月例会　8月25日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／ビゼー：カルメン
9月例会　9月15日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／チレア：アドリアーナ・ルクヴルール
会場／国際交流センター
料金／全席自由 年会費5,000円、1回券1,000円
問合せ／映像オペラを楽しむ会事務局(山本)
☎080-5083-2446

未

児童合唱団なかよしくらぶ　
第12回発表会コドモウタ～創立15年記念回～
7月18日（月・祝）　12：30開場　13：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／指揮：桜井純恵、ピアノ：上田早智子、ヴァイオリン：
前田みねり
問合せ／ミュージック・マーケット
☎044-813-3409

ヴィオリラアンサンブルまじょりかコンサート
Another sky～そして今日ここに居ります～
8月7日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／かわさきゆめホール
曲目／美女と野獣、リベルタンゴ、輝く未来、天城越え、
麦の唄、くるみ割り人形、残酷な天使のテーゼ、銀河鉄道
999、シング・シング・シング、精霊流し 他
出演／ヴィオリラアンサンブルまじょりか（関谷美佐代・
富田美晴・千葉千恵子）、太鼓・パーカッション：シン岡部
料金／全席自由 2,000円、学生以下無料
問合せ／ヴィオリラアンサンブルまじょりか（千葉）
☎090-2161-8559

ひらまぎんざ1dayサマーフェスタ2022
サンバパレード!
8月6日（土）　16：00～18：00
会場／ひらまぎんざ商店街
問合せ／ひらまぎんざ　花重(石井）
☎090-3229-5906

中 原 区
ランチタイム・ロビーコンサート
第114回　7月14日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／大島ミチル：風笛、チャイコフスキー：「懐かしい
土地の思い出」より『メロディ』、モンティ：チャルダッシュ、
アルビノーニ：アダージョ、葉加瀬太郎：情熱大陸、エト
ピリカ
出演／Mami Mari（ヴァイオリン：菱山麻美子、ピアノ：
田子まり恵）
第115回　8月4日（木）　12：00開場　12:10開演
曲目／日本の歌メドレー、赤いスイートピー、All Of Me 他
出演／ウクレレ・クラッシックギター：La Mer（ラ・
メール）
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　ロビー
コンサート担当  ☎044-733-5811

未

秋の夜の音楽会　A Night Of The Opera
9月4日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
出演／ソプラノ：吉田真澄、メゾソプラノ：髙橋未来子、
テノール：塩塚隆則、テノール：秋山泰一、バリトン：品田
広希、バス：河村洋平、オーボエ：山下久幸、ピアノ：曽我部
巨樹
料金／全席自由 一般3,000円、学生1,000円 
問合せ／声楽家団体アンフィニ事務局
☎045-433-5510

未

夢こんさぁと
8月18日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／7月20日（水）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／クラリネット四重奏:ケニチロカルテット
9月15日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／8月20日（土）締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／シャンソン・アコーディオン：ドラマチックシャン
ソン
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

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）

かわさき区ビオラコンサート
～坂本九さん追悼コンサート～
8月12日（金）　14：00開演
会場／川崎ルフロン １階イベントスペース
出演／川崎市立川崎小学校児童、川崎市消防音楽隊
9月14日（水）　11：30開場　12：10開演 

水曜ナイトライブ in LAZONA
7月20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

未

会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／ハチャトゥリアン：『仮面舞踏会』より「ワルツ」、
『オペラ座の怪人』より「The music of the night」、
『回転木馬』より「You’ll Never Walk Alone」 他
出演／ソプラノ：堀口加奈子、メゾ・ソプラノ：髙橋未来子、
バリトン：大石洋史、テノール：秋山泰一、作・編曲・オー
ボエ：山下久幸、ピアノ：曽我部巨樹
料金／全席自由 一般3,000円、学生1,000円
＊未就学児無料
問合せ／声楽家団体アンフィニ事務局
☎090-9368-2386

未

事前申込／8月15日から先着順（50名）
会場／川崎アゼリア サンライト広場
出演／ハープ：ハープ王子
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127

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

かわさきジャズ
×TSUTAYA SHARE LOUNGE　
スペシャルイベント
7月14日（木）　①18：00開演　②19：00 開演
出演／ヴォーカル：浜田亜東実、ギター：志賀由美子
7月23日（土）　①11：00開演　②12：30開演
出演／トランペット：坂井奈々香、ギター：杉山慧
会場／TSUTAYA SHARE LOUNGE 川崎駅前店
料金／全席自由 ラウンジ利用料（通常1時間プラン 
1,100円～）
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

かわさきハワイアンフェスティバル
×川崎駅前フェス
7月16日（土）　10：00開場　11：00開演 
　　17日（日）　　9：00開場　10：00開演 
会場／川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）
出演／カナロア、マカラプア、牧乃ミカ、しるこもるげん、
gabu 他
問合せ／事務局　☎090-5574-8400 未

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、掲載イベントが中止・
延期等の場合がありますので、必ず
主催者等にご確認ください。
　各公演にご来場の際は、ソー
シャルディスタンスを保ち、マスク
等の着用をお願いいたします。

お知らせ

銀座街バスカーライブ
毎週土曜・日曜・祝日 13：00開演
裏の裏は表か⁉️勝手に浴衣まつり2022　
9月3日(土)　
出演／近藤佑香、moca、珠希美いな、島田優、海老沢茜
裏浴衣まつり2022
9月10日(土)　13：00開演
出演／一原ちひろ、冨田エリィ、橋本聖子、清野あやね、
SENA、花桐はづき
会場／川崎駅東口銀座街
問合せ／銀座街愛知ふとん店（小林）
☎044-221-2251

川 崎 区

第126回川崎市定期能～喜多流～
8月6日（土）
会場／川崎市能楽堂
＊詳細は7ページに

ぴあにしも
＊ライブ情報はHPよりご確認ください。
会場・問合せ／Public House ぴあにしも
☎044-201-1668

かわさき区ビオラコンサート
～坂本九さん追悼コンサート～
8月12日（金）　14：00開演
会場／川崎ルフロン １階イベントスペース
出演／川崎市立川崎小学校児童、川崎市消防音楽隊
9月14日（水）　11：30開場　12：10開演 

川崎駅前フェス
8月17日（水）～21日（日）　12：00開演（予定）

未

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

事前申込／8月15日から先着順（50名）
会場／川崎アゼリア サンライト広場
出演／ハープ：ハープ王子
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127

未…未就学児入場可

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶ 〈2〉

プラザ・おへやライブ Vol.1 
～エマーソン北村 トーク＆ライブ～
7月31日（日）　16：30開場　17：00開演 
会場／川崎市民プラザ
出演／エマーソン北村
料金／全席自由 2,500円
※未就学児の入場不可。
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

おんまち・みぞのくちライブ
7月16日（土）、8月20日（土）　
①13：00開演　②14：00開演 
会場／ノクティ2　マルイ2階エントランス前（予定） 
＊天候により中止となる場合あり。 
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

田園コンサートVol.47
「サマー・ジャズ・コンサート」
7月30日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／糀ホール
曲目／My Funny Valentine、Night and Day 他
出演／山田拓児カルテット（サックス：山田拓児、ピアノ：
田窪寛之、コントラバス：本川悠平、ドラム：二本松義史）
料金／前売2,000円、当日2,500円
問合せ／田園クラシック音楽の会（奥脇）
☎044-812-6090(糀ホール)

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 
ブレット・ディーン《ハムレット》（英語）
＊MET上演日：2022年6月4日
7月15日（金）～21日（木)　開演時間未定
上映時間：3時間15分（休憩1回）
会場／109シネマズ川崎
出演／指揮：ニコラス・カーター、演出：ニール・アーム
フィールド
アラン・クレイトン、ブレンダ・レイ、サラ・コノリー、ジョン・
レリエ
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

0歳からの・はじめてのオーケストラ
9月3日（土）　① 9：10開場　 9：30開演
　　　　　　　②10：25開場　10：45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／ワルツで踊ろう、ポルカ雷鳴と稲妻、ラデツキー
行進曲、ハンガリア舞曲　他
出演／サロンオーケストラジャパン
料金／全席自由 未就学児1,000円、小学生～一般
2,000円
＊後方イス席+前方シート席（座布団・クッションを持参）
問合せ／アンフィニ（小林）　☎03-6379-9770

奥平哲也 マリンバコンサート
～祈りの響き　優しい調べ～
7月13日（水）、14日（木）　13：30開場　14：00開演
　　15日（金）　①14：00開演　②18：30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／グノー：アヴェ・マリア、タレルガ：アルハンブラの
思い出、カタロニア民謡：鳥の歌、H.マンシーニ：映画「ひま
わり」のテーマ、古関裕而：長崎の鐘、奥平哲也：春暁 他
出演／マリンバ：奥平哲也、ピアノ：木村裕平（7/13,14）、
川上史子(7/15①)、渡部優美(7/15②)
料金／全席自由 一般4,000円、25歳以下2,000円
問合せ／マリンバ奏楽の森　☎044-533-5389

さりゅ! Vol.2「みんなで奏でよう!屋根の上の牛」
7月30日（土）
①（ベビー向け） 11：00開場　11：30開演 　　　
②（キッズ向け） 14：00開場　14：30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／ミヨー：屋根の上の牛、ラヴェル：ボレロ　他
出演／ピアノ：倉田莉奈、桶絢湖、打楽器：古屋千尋
料金／全席自由 こども500円、おとな（中学生以上）  
1,500円　＊お席が必要なお子様は要チケット。おと
な当日＋500円　
問合せ／Belle Epoqeuオフィス
☎080-7849-6675 未

フィギュアスケート名曲コンサート　Vol.2
7月30日（土）　18：15開場　18：30開演 

音楽喫茶 in なかはら
7月15日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：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）
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

映像オペラを楽しむ会
7月例会　7月28日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／トーマ：ミニヨン
8月例会　8月25日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／ビゼー：カルメン
9月例会　9月15日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／チレア：アドリアーナ・ルクヴルール
会場／国際交流センター
料金／全席自由 年会費5,000円、1回券1,000円
問合せ／映像オペラを楽しむ会事務局(山本)
☎080-5083-2446

未

児童合唱団なかよしくらぶ　
第12回発表会コドモウタ～創立15年記念回～
7月18日（月・祝）　12：30開場　13：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／指揮：桜井純恵、ピアノ：上田早智子、ヴァイオリン：
前田みねり
問合せ／ミュージック・マーケット
☎044-813-3409

ヴィオリラアンサンブルまじょりかコンサート
Another sky～そして今日ここに居ります～
8月7日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／かわさきゆめホール
曲目／美女と野獣、リベルタンゴ、輝く未来、天城越え、
麦の唄、くるみ割り人形、残酷な天使のテーゼ、銀河鉄道
999、シング・シング・シング、精霊流し 他
出演／ヴィオリラアンサンブルまじょりか（関谷美佐代・
富田美晴・千葉千恵子）、太鼓・パーカッション：シン岡部
料金／全席自由 2,000円、学生以下無料
問合せ／ヴィオリラアンサンブルまじょりか（千葉）
☎090-2161-8559

ひらまぎんざ1dayサマーフェスタ2022
サンバパレード!
8月6日（土）　16：00～18：00
会場／ひらまぎんざ商店街
問合せ／ひらまぎんざ　花重(石井）
☎090-3229-5906

中 原 区
ランチタイム・ロビーコンサート
第114回　7月14日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／大島ミチル：風笛、チャイコフスキー：「懐かしい
土地の思い出」より『メロディ』、モンティ：チャルダッシュ、
アルビノーニ：アダージョ、葉加瀬太郎：情熱大陸、エト
ピリカ
出演／Mami Mari（ヴァイオリン：菱山麻美子、ピアノ：
田子まり恵）
第115回　8月4日（木）　12：00開場　12:10開演
曲目／日本の歌メドレー、赤いスイートピー、All Of Me 他
出演／ウクレレ・クラッシックギター：La Mer（ラ・
メール）
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　ロビー
コンサート担当  ☎044-733-5811

未

秋の夜の音楽会　A Night Of The Opera
9月4日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
出演／ソプラノ：吉田真澄、メゾソプラノ：髙橋未来子、
テノール：塩塚隆則、テノール：秋山泰一、バリトン：品田
広希、バス：河村洋平、オーボエ：山下久幸、ピアノ：曽我部
巨樹
料金／全席自由 一般3,000円、学生1,000円 
問合せ／声楽家団体アンフィニ事務局
☎045-433-5510

未

夢こんさぁと
8月18日（木）　11：30開場　12：05開演
事前申込／7月20日（水）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／クラリネット四重奏:ケニチロカルテット
9月15日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／8月20日（土）締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／シャンソン・アコーディオン：ドラマチックシャン
ソン
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

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）

かわさき区ビオラコンサート
～坂本九さん追悼コンサート～
8月12日（金）　14：00開演
会場／川崎ルフロン １階イベントスペース
出演／川崎市立川崎小学校児童、川崎市消防音楽隊
9月14日（水）　11：30開場　12：10開演 

水曜ナイトライブ in LAZONA
7月20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

未

会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／ハチャトゥリアン：『仮面舞踏会』より「ワルツ」、
『オペラ座の怪人』より「The music of the night」、
『回転木馬』より「You’ll Never Walk Alone」 他
出演／ソプラノ：堀口加奈子、メゾ・ソプラノ：髙橋未来子、
バリトン：大石洋史、テノール：秋山泰一、作・編曲・オー
ボエ：山下久幸、ピアノ：曽我部巨樹
料金／全席自由 一般3,000円、学生1,000円
＊未就学児無料
問合せ／声楽家団体アンフィニ事務局
☎090-9368-2386

未

事前申込／8月15日から先着順（50名）
会場／川崎アゼリア サンライト広場
出演／ハープ：ハープ王子
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127

※続きは3ページに未…未就学児入場可
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今まで開催されたコンサートや音楽イベントの映像がご覧になれます ミュートンチャンネル 検索 ※料金について表記のないものは無料です ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応による掲載公演の中止・変更等にご注意ください。未…未就学児入場可託…託児あり 未…未就学児入場可託…託児あり

★NHK交響楽団 
　エキサイティング!渋谷から熱風が襲来!
7月30日（土）　　14：30開場　16：00開演
曲目／J.S.バッハ（レーガー編）：「おお人よ、汝の
大いなる罪を嘆け」、ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲
第1番*、ベートーヴェン：交響曲第7番
出演／指揮：下野竜也、ヴァイオリン：三浦文彰*、
管弦楽：NHK交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

コ

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 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261回例会
〈シューベルトの「美しい音」を聴く（part Ⅱ）
～交響曲からリートまで～〉
7月28日（木）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：小野高弘
第262回例会

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
7月14日（木）、21日（木）、28日（木）、8月4日（木）、18日（木）、
25日（木）、9月8日（木）、15日（木）
19：00開演
7月13日（水）、20日（水）、27日（水）、8月3日（水）、10日（水）、
17日（水）、24日(水)、9月7日（水）
17：30開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の砂
漠、朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜
第5夜《コンチェルト》グラス＆マルサリス
9月6日（火）　19：00開演
曲目／フィリップ・グラス：ヴァイオリン協奏曲 第1番、
ウィントン・マルサリス：ヴァイオリン協奏曲
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、指揮：川瀬賢太郎、管弦楽：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席7,500円、A席5,000円、P席
（舞台後方席）4,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

R・Sオーケストラ　特別演奏会
8月13日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／エルガー：エニグマ変奏曲、R.シュトラウス：アル
プス交響曲
出演／指揮：和田一樹、演奏：R・Sオーケストラ
＊申込み制（全席指定席無料で受付）
問合せ／R・Sオーケストラ演奏会担当
☎ 080-4257-1897

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
ジャン・チャクムル　ピアノ・リサイタル 《詩情》
9月4日（日）　13：30開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第10番、シューベ
ルト：ピアノ・ソナタ 第16番、ショパン：即興曲第1番、
4つのマズルカ、即興曲第3番、スケルツォ第3番、エネ
スコ：ピアノ・ソナタ第3番
出演／ピアノ：ジャン・チャクムル
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

オーケストラ・ダヴァーイ第15回演奏会
8月20日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／ストラヴィンスキー：火の鳥（1910年版）、ラフ
マニノフ：交響曲第3番
出演／指揮：森口真司、演奏：オーケストラ・ダヴァーイ
料金／全席指定 1,500円
問合せ／オーケストラ・ダヴァーイ チケット係
☎080-5331-7943

ミューザ川崎市民交響楽祭2022
8月28日（日）　14：00開演
曲目／ディーリアス（ビーチャム編）：夏の夕べ、メンデル
スゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：石﨑真弥奈、ヴァイオリン：小西健太郎、
管弦楽：かわさき市民オーケストラ2022
料金／全席指定 A席1,500円、B席1,000円
問合せ／高津オケ専用電話 　☎080-4408-3919

高津市民合唱団 第29回 定期演奏会
9月10日（土）　12：45開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付」、若林
千春 （編曲）：NEW 東京混声合唱団 愛唱曲集「ローレ
ライ」（ローレライ、庭の千草、月の沙漠、峠の我が家、
アニー・ローリー、別れ、埴生の宿、ともしび）
出演／指揮：岩本達明、合唱指導：松平敬、ソプラノ：
今井実希、アルト：布施奈緒子、テノール：谷口洋介、
バリトン：加藤宏隆、管弦楽：おーけすとら・ぴとれ座、
ピアノ：岩本晃子、合唱：高津市民合唱・第九特別合唱団
料金／全席指定 前売2,000円、当日2,500円
問合せ／高津市民合唱団(日比野)
☎080-2376-3111

◇昭和音楽大学オペラ公演2022プレ講座 
　第1回《フィガロの結婚》原作からオペラへ
7月17日（日）　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／森田学
料金／全2回受講 1,500円、1回のみ受講 1,000円、
小～高校生無料
※第2回は9月18日（日）《フィガロの結婚》の楽しみ方
　講師：小畑恒夫

◇音楽療法導入講座
　「音楽を通じたストレス対処法　～心の健康と
　マインドフルネス～」
9月10日（土）　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／二俣泉
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

◇音楽療法講座
　第1回「調整的音楽療法ー“悩み”に悩まされ
　なくなるためにー」
7月24日（日）　14：00開講 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／森平直子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第27回　藤井貴宏　オーボエ・コンサート
8月24日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／サン＝サーンス：白鳥、フォーレ：シシリエン
ヌ、モリコーネ：ガブリエルのオーボエ 他
※プログラムは変更になる場合あり。
出演／オーボエ：藤井貴宏、ピアノ：原田愛
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

第48回日本フィル夏休みコンサート2022
7月30日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／【第1部】ベートーヴェン：交響曲第5番《運命》
より第1楽章、J.S.バッハ：G線上のアリア、ロッシーニ：
《ウィリアム・テル》序曲より「スイス軍の行進 【第2部】

ジャミン・ゼブコンサート2022 in 新百合ヶ丘
9月3日（土）　13：30開場　14：00開演予定
会場／川崎市アートセンター　アルテリオ小劇場 
料金／全席指定 一般6,000円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

第154回あさお芸術のまちコンサート 
～For You～ 秋空のハーモニー
9月4日（日）　14：30開演
会場／麻生市民館 
曲目／主よ、人の望みの喜びよ、トゥーランドット・ファン
タジー、琉球幻想曲、やさしさに包まれたなら、トリッチ・
トラッチ・ポルカ 他
出演／マリンバ・パーカッション：natural BEAT、井上
昭史・真美フルート＆ピアノデュオ、サックス四重奏：
Generale Saxophone Quartet、あさお芸術のまち
合唱団2022、あさお芸術のまち合奏団
＊当日先着順（700名予定）
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116 未

ときめく夏
～東京交響楽団 with 中国のライジング
スターズ～
7月19日（火）　17：30開場　18：30開演 

曲目／サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番、ショパン：
ピアノ協奏曲第2番、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 
ロ短調
出演／指揮:飯森範親、管弦楽:東京交響楽団、ピアノ：
饒灝（ラオ・ハオ）、チェロ:李拉（リ・ラ）、ピアノ:
孫楡桐（ソン・ユトン）
料金／全席指定 S席7,000円(5,000円)、A席
6,000円（4,000円）、B席4,000円（3,000円）、C席
3,000円（2,000円）　＊（）内は学生（25歳以下）
料金、当日要学生証。
問合せ／（株）揚帆起航　☎044-701-5760

7・8月号の情報は6月17日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回9月10日発刊号は、9月11日から11月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（7月15日締め切り）※掲載無料

★真夏のバッハⅦ
　パイプオルガンで聴く「ゴルトベルク
　変奏曲」
7月24日（日）　　16：00開場　17：00開演
曲目／～オール・J.S.バッハ・プログラム～
トッカータ、アダージョとフーガハ長調、「シュメッリ
歌曲集」から来たれ甘き死よ、来たれ この日、喜び

プ

託

に輝ける黄金の日の光は、心の痛みはわがイエス
を襲う、「アンナ・マクダレーナ・バッハのための
練習帖」から、ヴァイオリンとチェンバロのための
ソナタ第3番、「道を備え、大路を備えよ」から第5曲、
ゴルトベルク変奏曲 （メルカールト編）
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メル
カールト、ヴァイオリン：玉井菜採、カウンターテナー：
中嶋俊晴 
料金／全席指定 3,000円、U25席1,000円

未

ウィメンズ・ジャズ・フェスティバル＠すくらむ21
8月15日（月）　13：30開場　14：00開演
出演／Les Komatis（レ・コマティ）、
Mix Vox、Kawasaki 源山's
会場・問合せ／男女共同参画センター
（すくらむ21）
☎044-813-0808

申込方法等は
こちらから

チャイコフスキー：バレエ《白鳥の湖》（日本フィル夏休み
コンサート2022版） 【第3部】『鬼滅の刃』より《紅蓮華》～
《炎》、たなばたさま、勇気100％
出演／指揮：永峰大輔、お話とうた：江原陽子、バレエ：
スターダンサーズ・バレエ団、バレエ演出・振付：鈴木稔
料金／全席指定 S席5,200（3,200）円、A席4,200
（2,500）円、B席3,200（1,800）円
※（　）内は子ども料金（4歳～高校生まで）。4歳未満
　は入場不可。
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）

〈オペラの楽しみ　その6～フランスオペラを楽しむ～〉
8月26日（金）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：松原徹
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 

プ

★東京都交響楽団 
　ゴージャス！腕利き集団が奏でる名曲集 
8月2日（火）　　18：00開場　19：00開演
曲目／プロコフィエフ：交響曲第1番「古典交響曲」、
ビゼー：「アルルの女」からパストラール（第2組曲）、
メヌエット（第1組曲）、カリヨン（第1組曲）、アダー
ジェット（第1組曲）、ファランドール（第2組曲）、ラフ
マニノフ：交響的舞曲
出演／指揮：アラン・ギルバート、管弦楽：東京都交響
楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★読売日本交響楽団 
　告別と絶筆。一期一会のシンフォニー
7月29日（金）　　18：00開場　19：00開演
曲目／ハイドン：交響曲第45番「告別」、ブルック
ナー：交響曲第9番（ノヴァーク版）
出演／指揮：井上道義、管弦楽：読売日本交響楽団 
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

プ

託

★超絶技巧のロシアン・ピアニズム 
　オーケストラのあの人気曲を2台ピアノで！
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
曲目／ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から だったん
人の踊り、ストラヴィンスキー：バレエ音楽「春の祭
典」、ラフマニノフ：交響的舞曲
出演／ピアノ：イリヤ・ラシュコフスキー、小川典子
料金／全席指定 一般3,000円、
U25席1,000円 託

★モーツァルト・マチネ　第50回
9月3日（土）　10：30開場　11：00開演 
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第13番、メンデルス
ゾーン：ピアノと弦楽のための協奏曲 イ短調
出演／ピアノ弾き振り：小菅優、管弦楽：東京交響楽団

★昭和音楽大学 
　恋と妄想のフランス音楽名曲集
8月9日（火）　17：45開場　18：30開演
曲目／フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」から 
前奏曲、シシリエンヌ、メリザンドの死、シャブリエ：
楽しい行進曲、ハバネラ、スラヴ舞曲、ベルリオーズ：
幻想交響曲
出演／指揮：田中祐子、管弦楽：昭和音楽大学管弦
楽団、テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 1,000円 託

★サマーナイト・ジャズ 
　チック・コリア　トリビュートVol.2　
　名プレイヤーが集結!チック・コリアに捧ぐ
8月6日（土）　　16：00開場　17：00開演コ

プ

★神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
　恩師バーンスタインの傑作とともに
7月28日（木）　　14：00開場　15：00開演
曲目／バーンスタイン：組曲「キャンディード」（C. 
ハーモン編）、ディヴェルティメント、「ウエスト・
サイド・ストーリー」から シンフォニック・ダンス、
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「火の鳥」組曲
（1919年版）
出演／指揮：大植英次、管弦楽：神奈川フィルハー
モニー管弦楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★東京フィルハーモニー交響楽団 
　名コンビとともにアラビアンナイトの
　世界へ!
8月7日（日）　　14：00開場　15：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲、
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲、リムスキー
＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」
出演／指揮：ダン・エッティンガー、ヴァイオリン：
服部百音、管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

プ

★日本フィルハーモニー交響楽団 
　入門者も本格派も歓迎のドイツ音楽プロ
8月10日（水） プ 14：00開場　15：00開演
曲目／J.S.バッハ：G線上のアリア、R.シュトラウス：
4つの最後の歌、ブラームス：交響曲第1番
出演／指揮：現田茂夫、ソプラノ：森谷真理、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4,000円、A席3,000円、B席
2,000円、U25各席種半額 託

プ

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

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

昭 和 音 楽 大 学

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

ミューザ川崎シンフォニーホール
★は：問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200  ※未就学児入場不可

※公演内容・出演者につきましては変更が生じる場合が
　ございます。最新の開催情報は公式サイトでご確認くだ
　さい。

牛田智大ピアノ・リサイタル
9月10日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
料金／全席指定 一般4,000円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

かわさきブラス・ファミリア　
ファミリーコンサート2022
9月11日（日）　13：15開場　14：00開演 
会場／麻生市民館 
曲目／「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲、森の
くまさんスーザに出会った、ラピュタ～キャッスル・イン・
ザ・スカイ 他
出演／指揮：神田将吾
問合せ／かわさきブラス・ファミリア演奏会担当
☎050-5327-9511
（平日18時～22時、土日祝日8時～22時）

★MUZAランチタイムコンサート 
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）
ミュージカルソー ～のこぎり音楽の世界～
＜夏休みスペシャル!4歳から入場可＞
8月23日（火）　11：30開場　12:10開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／連続テレビ小説「おちょやん」より はすの花、Life 
is Comedy、混沌。そして思いがけない未来へ、
VIOLA、光のさす方へ 他
出演／ミュージカルソー：サキタハヂメ、ピアノ：林正樹
弦楽五重奏で送る、東響楽員が選ぶ日本の名曲・歌謡曲
9月13日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／秋桜 他
出演／東京交響楽団 弦楽五重奏（ヴァイオリン：田尻
順、清水泰明、ヴィオラ：青木篤子、チェロ：伊藤文嗣、
コントラバス：北村一平）
各料金／全席指定 500円

▲沖仁フラメンコギターコンサート
　with 小柳ゆき
8月13日（土）　16：00開場　17：00開演

曲目／ホアキン・ロドリーゴ(沖仁 編曲)：アランフェス
協奏曲よりアダージョ、トラディショナル(沖仁 編曲)：
禁じられた遊び、チック・コリア：スペイン、あなたのキス
を数えましょう、be alive 他
出演／フラメンコギター：沖仁、ピアノ：須藤信一郎、
ベース：藤谷一郎、パーカッション：大儀見元、踊り・
パルマ・カホン：伊集院史朗、踊り・パルマ：清水順子、
ゲスト：小柳ゆき
料金／全席指定 一般5,000円、U18席3,000円

コ ……プレコンサートプ ……プレトーク
＊U25席（小学生以上25歳以下・会場にて
　身分証呈示）

オンライン鑑賞
（ライブ＋アーカイブ配信）
料金／おまとめ券（全19公演）
　　　12,000円 各料金と

購入方法は
こちらから

ゆりがおか児童合唱団 第45回定期演奏会
8月14日（日）　14：30開演
会場／麻生市民館
曲目／だいじなさがしもの、モーツァルトの百面相、さ
んぽ、となりのトトロ、ほたるこい、ハレルヤ、花の街、
野ばら、花、リフレイン
＊事前申込制
問合せ／ゆりがおか児童合唱団
☎080-1404-5816（9時～17時）

多 摩 区
第75回たまアトリウムコンサート
8月17日（水）　12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 1階アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3132

多摩ミュージックビレッジ
8月20日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩区ソーシャルデザインセンター（多摩区役所１階）
問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター（水島）
☎044-281-4422

東京交響楽団
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
8月6日（土）　　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
＊詳細は5ページに

麻 生 区

★イッツ・ア・ピアノワールド 
　ピアノは楽しい！こどもたちといっしょに
7月31日（日）　10：15開場　11：00開演 
＊途中休憩なし、1時間プログラム

曲目／ハイドン：ピアノ・ソナタ第62番から 第3楽章、

★新日本フィルハーモニー交響楽団 
　山本直純生誕90年と新日本フィル創立
　50年を祝う!
8月3日（水）　　14：00開場　15：00開演プ

託

曲目／＜本当はマジメな天才、直純さん＞
交響譚詩「シンフォニック・バラード」～新日本フィル
委嘱、和楽器と管弦楽のためのカプリチオ～日本
フィル委嘱（筝：田村法子、三味線：野澤徹也、尺八：
石垣征山、邦楽打楽器：望月太喜之丞、富田慎平、
長田伸一郎 他）
＜歌が大好きだった直純さん＞ 
児童合唱とオーケストラのための組曲「えんそく」
（抜粋）、田園、わが愛～ふるさと 他（抜粋）、童謡
メドレー 1年生になったら～こぶたぬきつねこ～
おーい海～歌えバンバン （編曲・指揮：山本祐ノ介）
合唱：東京音楽大学合唱団有志
＜才能のデパート、直純ファミリーの音楽をご紹介＞
曲目／山本正美：Spring has come 
＜テレビや色々なところで大活躍した直純さん＞
白銀の栄光～札幌五輪入場曲、NHK大河ドラマ
「武田信玄」テーマ曲、（編曲山本祐ノ介）：CMソング、
TV/ラジオ番組メドレー、8時だよ!全員集合、男は
つらいよ 他
出演／指揮：広上淳一、管弦楽：新日本フィルハー
モニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

プ

★東京交響楽団オープニングコンサート 
　ジャズとダンス──虹色の20世紀
7月23日（土）　　14：00開場　15：00開演

曲目／クルターク：シュテファンの墓◆、シェーン
フィールド：4つのパラブル◇、ドビュッシー：第1狂詩
曲★、ストラヴィンスキー：タンゴ、エボニー協奏曲☆、
花火、ラヴェル：ラ・ヴァルス 他
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ギター：鈴木大介◆、
ピアノ：中野翔太◇、クラリネット：𠮷野亜希菜★、
谷口英治☆、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

みぞのくちジェントル・サウンズ吹奏楽団　
第14回定期演奏会
9月3日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／さくらのうた、樹霊幻想、The Seventh Night of 
July(たなばた)、サウンド・オブ・ミュージック・メドレー 他
問合せ／みぞのくちジェントル・サウンズ吹奏楽団（山下）
☎090-8811-9808

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
7月20日(水)、8月17日(水)　
①17：00開演　②18：00開演（予定）
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

花コンサート
第238回　8月23日（火）　18：00開場　18：30開演
事前申込／7月29日（金）締切
出演／ピアノ：橋本知佳
会場／高津区役所 1階市民ホール（ロビー）
大きな花コンサート2022
9月27日（火）　13：30開場　14：00開演
事前申込／8月12日（金）締切 
会場／川崎市民プラザ
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

★洗足学園音楽大学
　目と耳で楽しむ！ ラヴェルのバレエ傑作選
7月26日（火）　17：30開場　18：30開演
曲目／ラヴェル：マ・メール・ロワ、ラ・ヴァルス、
ボレロ、「ダフニスとクロエ」第2組曲
出演／指揮：秋山和慶、バレエ：洗足学園音楽大学
バレエコース、谷桃子バレエ団、東京シティ・バレエ
団、牧阿佐美バレヱ団、管弦楽：洗足学園ニューフィル
ハーモニック管弦楽団
料金／全席指定 S席1,200円、A席800円 託

yucat PARALLEL 10th
 Anniversary LIVE
～Welcome to Steam Circus～
7月17日（日）　17：00開場　18：00開演
出演／ボーカル：yucat、Steam Circus 団長ヴェリテ役：
立花慎之介、Mr.Perfect Pain役：星波、Eightrings 
Artist：PESTRiCA-ペストリカ-、Dr.Code役(声のみ出演)
檜山修之、水の妖精アポロン役：伊東雅乃、火の妖精メテ
ウス役：植田理沙、黒猫CP役：富城まどか、魔女レッド・パプ
リカ役：真野季節、ローレライ役（ゴスペルボーカル）：Maya、
パイプオルガン：大木麻理、ギター：YASHIRO、弦楽四重
奏：洗足学園音楽大学 Quartet Lilas、オープニングアクト：
川崎フロンターレ公認キャラクターカワサキまるこ
料金／全席指定 8,000円
※3歳以上から要チケット。
　開催日1週間前頃にQRコードと
　座席番号をメールにて
問合せ／（株）パラレルキングダム
☎03-6823-5066 未

託

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタ
イン」から 第1楽章、ドビュッシー：「版画」から 
雨の庭、「前奏曲集第2集」から 交代する三度、
カノープ、花火、グリーグ：「抒情小品集第5集」から 
小人の行進、「抒情小品集第8集」から トロルド
ハウゲンの結婚式
出演／ピアノ：小川典子
料金／全席指定 大人1,500円、こども(4歳～中
学生)500円

託

ⓒRichard Cannon

ⓒMasaaki Tomitoriⓒ篠原栄治

託

曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、エル
ガー：交響曲第1番
出演／指揮：尾高忠明、ピアノ：イリヤ・ラシュコフ
スキー、管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

★大阪フィルハーモニー交響楽団 
　西に大フィルあり! マエストロの十八番
8月5日（金）　　18：00開場 19：00開演プ

ⓒMartin Richardson

曲目／コルンゴルト：組曲「から騒ぎ」から、ヴァイ
オリン協奏曲ニ長調*、武満徹：3つの映画音楽(映
画「ホゼー・トレス」から 訓練と休息の音楽、映画
「黒い雨」から 葬送の音楽、映画「他人の顔」から ワ
ルツ)、プロコフィエフ：バレエ音楽「ロメオとジュリ
エット」組曲から 情景、少女ジュリエット、モンタ
ギュー家とキャピュレット家、仮面、ロメオとジュリ
エット、タイボルトの死、ジュリエットの死
出演／指揮：原田慶太楼（東京交響楽団 正指揮者）、
ヴァイオリン：岡本誠司*、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★東京交響楽団フィナーレコンサート 
　故郷はシェイクスピア、そして映画
8月11日（木・祝）　　 14：00開場　15：00開演プ

ⓒShin Yamagishi

★東京交響楽団 集まれ!ブラームス偶数派
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第4番、交響曲第2番
出演／指揮：秋山和慶、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額
★神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
　ぜんぶ協奏曲！3人のピアニストが競演
8月6日（土）　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

曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番♥、
サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番★、ベートー
ヴェン：ピアノ協奏曲第4番＊
出演／指揮：太田弦、ピアノ：横山幸雄＊、古海行子★、
進藤実優♥、管弦楽：神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円、U25各席種半額

ⓒTakafumi Ueno

ⓒZIGEN

★東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 
　チック・コリア　トリビュートVol.1　
　ジャズとスペインを巡る音の饗宴
8月4日（木）　　18：00開場　19：00開演プ

託

曲目／コープランド：クラリネット協奏曲、チック・
コリア：スペイン～六重奏とオーケストラのため
の、リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲、
レスピーギ：交響詩「ローマの松」
出演／指揮：藤岡幸夫、クラリネット：リチャード・
ストルツマン、マリンバ：ミカ・ストルツマン、ジャズ
六重奏（ピアノ：宮本貴奈、ベース：井上陽介、ドラムス：
高橋信之介、トロンボーン：中川英二郎、サックス：
本田雅人、小池修）、管弦楽：東京シティ・フィルハー
モニック管弦楽団 
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

ⓒShinYamagishi

ⓒYoshihiro HagiwaraⓒTaira Tairadate

ⓒKaori Nishida

ⓒK.Nakamura

劇団東少ミュージカル「眠れる森の美女」
8月20日（土）　13：45開場　14：30開演
会場／川崎市民プラザ
出演／空乃みゆ（王女）、河村唯（料理番の娘）、龍人
（料理番の若い男） 他
料金／全席指定 2,800円（税込）　＊4歳以上
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131 未

託

曲目／チック・コリア：クリスタル・サイレンス、アル
マンドのルンバ、スペイン、500マイルズ・ハイ、
キャプテン・セニョール・マウス、ウィグワム 他
出演／クラリネット：リチャード・ストルツマン、マリ
ンバ：ミカ・ストルツマン、ジャズ六重奏（ピアノ：宮本
貴奈、ベース：井上陽介、ドラムス：高橋信之介、トロン
ボーン：中川英二郎、サックス：本田雅人、小池修）、
ヴォーカル：ウィリアムス浩子、宮本美季
料金／全席指定 一般4,000円、U25席1,500円

第22回響け！みやまえ太鼓ミーティング
8月27日（土）　13：20開場　13：50開演

未

会場／宮前市民館
出演／宮前区内を中心に活躍する11の太鼓団体、
ゲスト：MUSA、北之台雅楽アンサンブル、こどもの
いえもも保育園、宮崎中学校 他
問合せ／宮前区役所地域振興課
☎044-856-3125

託
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円　

★MUZAスペシャル・ナイトコンサート　 
スライド・モンスターズ
9月9日（金）　19：00開演

託

出演／トロンボーン：中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、
マーシャル・ジルクス、ブラント・アテマ
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生～25歳)
1,500円

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
♬後援申請とロゴマーク・ミュートンイラスト
　の使用
♬市内で活動している
　アーティストを紹介しています
♬音楽施設
♬つながる募集情報
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今まで開催されたコンサートや音楽イベントの映像がご覧になれます ミュートンチャンネル 検索 ※料金について表記のないものは無料です ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応による掲載公演の中止・変更等にご注意ください。未…未就学児入場可託…託児あり 未…未就学児入場可託…託児あり

★NHK交響楽団 
　エキサイティング!渋谷から熱風が襲来!
7月30日（土）　　14：30開場　16：00開演
曲目／J.S.バッハ（レーガー編）：「おお人よ、汝の
大いなる罪を嘆け」、ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲
第1番*、ベートーヴェン：交響曲第7番
出演／指揮：下野竜也、ヴァイオリン：三浦文彰*、
管弦楽：NHK交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

コ

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 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261回例会
〈シューベルトの「美しい音」を聴く（part Ⅱ）
～交響曲からリートまで～〉
7月28日（木）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：小野高弘
第262回例会

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
7月14日（木）、21日（木）、28日（木）、8月4日（木）、18日（木）、
25日（木）、9月8日（木）、15日（木）
19：00開演
7月13日（水）、20日（水）、27日（水）、8月3日（水）、10日（水）、
17日（水）、24日(水)、9月7日（水）
17：30開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の砂
漠、朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜
第5夜《コンチェルト》グラス＆マルサリス
9月6日（火）　19：00開演
曲目／フィリップ・グラス：ヴァイオリン協奏曲 第1番、
ウィントン・マルサリス：ヴァイオリン協奏曲
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、指揮：川瀬賢太郎、管弦楽：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席7,500円、A席5,000円、P席
（舞台後方席）4,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

R・Sオーケストラ　特別演奏会
8月13日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／エルガー：エニグマ変奏曲、R.シュトラウス：アル
プス交響曲
出演／指揮：和田一樹、演奏：R・Sオーケストラ
＊申込み制（全席指定席無料で受付）
問合せ／R・Sオーケストラ演奏会担当
☎ 080-4257-1897

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
ジャン・チャクムル　ピアノ・リサイタル 《詩情》
9月4日（日）　13：30開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第10番、シューベ
ルト：ピアノ・ソナタ 第16番、ショパン：即興曲第1番、
4つのマズルカ、即興曲第3番、スケルツォ第3番、エネ
スコ：ピアノ・ソナタ第3番
出演／ピアノ：ジャン・チャクムル
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

オーケストラ・ダヴァーイ第15回演奏会
8月20日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／ストラヴィンスキー：火の鳥（1910年版）、ラフ
マニノフ：交響曲第3番
出演／指揮：森口真司、演奏：オーケストラ・ダヴァーイ
料金／全席指定 1,500円
問合せ／オーケストラ・ダヴァーイ チケット係
☎080-5331-7943

ミューザ川崎市民交響楽祭2022
8月28日（日）　14：00開演
曲目／ディーリアス（ビーチャム編）：夏の夕べ、メンデル
スゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：石﨑真弥奈、ヴァイオリン：小西健太郎、
管弦楽：かわさき市民オーケストラ2022
料金／全席指定 A席1,500円、B席1,000円
問合せ／高津オケ専用電話 　☎080-4408-3919

高津市民合唱団 第29回 定期演奏会
9月10日（土）　12：45開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付」、若林
千春 （編曲）：NEW 東京混声合唱団 愛唱曲集「ローレ
ライ」（ローレライ、庭の千草、月の沙漠、峠の我が家、
アニー・ローリー、別れ、埴生の宿、ともしび）
出演／指揮：岩本達明、合唱指導：松平敬、ソプラノ：
今井実希、アルト：布施奈緒子、テノール：谷口洋介、
バリトン：加藤宏隆、管弦楽：おーけすとら・ぴとれ座、
ピアノ：岩本晃子、合唱：高津市民合唱・第九特別合唱団
料金／全席指定 前売2,000円、当日2,500円
問合せ／高津市民合唱団(日比野)
☎080-2376-3111

◇昭和音楽大学オペラ公演2022プレ講座 
　第1回《フィガロの結婚》原作からオペラへ
7月17日（日）　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／森田学
料金／全2回受講 1,500円、1回のみ受講 1,000円、
小～高校生無料
※第2回は9月18日（日）《フィガロの結婚》の楽しみ方
　講師：小畑恒夫

◇音楽療法導入講座
　「音楽を通じたストレス対処法　～心の健康と
　マインドフルネス～」
9月10日（土）　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／二俣泉
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

◇音楽療法講座
　第1回「調整的音楽療法ー“悩み”に悩まされ
　なくなるためにー」
7月24日（日）　14：00開講 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／森平直子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第27回　藤井貴宏　オーボエ・コンサート
8月24日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／サン＝サーンス：白鳥、フォーレ：シシリエン
ヌ、モリコーネ：ガブリエルのオーボエ 他
※プログラムは変更になる場合あり。
出演／オーボエ：藤井貴宏、ピアノ：原田愛
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

第48回日本フィル夏休みコンサート2022
7月30日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／【第1部】ベートーヴェン：交響曲第5番《運命》
より第1楽章、J.S.バッハ：G線上のアリア、ロッシーニ：
《ウィリアム・テル》序曲より「スイス軍の行進 【第2部】

ジャミン・ゼブコンサート2022 in 新百合ヶ丘
9月3日（土）　13：30開場　14：00開演予定
会場／川崎市アートセンター　アルテリオ小劇場 
料金／全席指定 一般6,000円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

第154回あさお芸術のまちコンサート 
～For You～ 秋空のハーモニー
9月4日（日）　14：30開演
会場／麻生市民館 
曲目／主よ、人の望みの喜びよ、トゥーランドット・ファン
タジー、琉球幻想曲、やさしさに包まれたなら、トリッチ・
トラッチ・ポルカ 他
出演／マリンバ・パーカッション：natural BEAT、井上
昭史・真美フルート＆ピアノデュオ、サックス四重奏：
Generale Saxophone Quartet、あさお芸術のまち
合唱団2022、あさお芸術のまち合奏団
＊当日先着順（700名予定）
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116 未

ときめく夏
～東京交響楽団 with 中国のライジング
スターズ～
7月19日（火）　17：30開場　18：30開演 

曲目／サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番、ショパン：
ピアノ協奏曲第2番、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 
ロ短調
出演／指揮:飯森範親、管弦楽:東京交響楽団、ピアノ：
饒灝（ラオ・ハオ）、チェロ:李拉（リ・ラ）、ピアノ:
孫楡桐（ソン・ユトン）
料金／全席指定 S席7,000円(5,000円)、A席
6,000円（4,000円）、B席4,000円（3,000円）、C席
3,000円（2,000円）　＊（）内は学生（25歳以下）
料金、当日要学生証。
問合せ／（株）揚帆起航　☎044-701-5760

7・8月号の情報は6月17日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回9月10日発刊号は、9月11日から11月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（7月15日締め切り）※掲載無料

★真夏のバッハⅦ
　パイプオルガンで聴く「ゴルトベルク
　変奏曲」
7月24日（日）　　16：00開場　17：00開演
曲目／～オール・J.S.バッハ・プログラム～
トッカータ、アダージョとフーガハ長調、「シュメッリ
歌曲集」から来たれ甘き死よ、来たれ この日、喜び

プ

託

に輝ける黄金の日の光は、心の痛みはわがイエス
を襲う、「アンナ・マクダレーナ・バッハのための
練習帖」から、ヴァイオリンとチェンバロのための
ソナタ第3番、「道を備え、大路を備えよ」から第5曲、
ゴルトベルク変奏曲 （メルカールト編）
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メル
カールト、ヴァイオリン：玉井菜採、カウンターテナー：
中嶋俊晴 
料金／全席指定 3,000円、U25席1,000円

未

ウィメンズ・ジャズ・フェスティバル＠すくらむ21
8月15日（月）　13：30開場　14：00開演
出演／Les Komatis（レ・コマティ）、
Mix Vox、Kawasaki 源山's
会場・問合せ／男女共同参画センター
（すくらむ21）
☎044-813-0808

申込方法等は
こちらから

チャイコフスキー：バレエ《白鳥の湖》（日本フィル夏休み
コンサート2022版） 【第3部】『鬼滅の刃』より《紅蓮華》～
《炎》、たなばたさま、勇気100％
出演／指揮：永峰大輔、お話とうた：江原陽子、バレエ：
スターダンサーズ・バレエ団、バレエ演出・振付：鈴木稔
料金／全席指定 S席5,200（3,200）円、A席4,200
（2,500）円、B席3,200（1,800）円
※（　）内は子ども料金（4歳～高校生まで）。4歳未満
　は入場不可。
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）

〈オペラの楽しみ　その6～フランスオペラを楽しむ～〉
8月26日（金）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：松原徹
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 

プ

★東京都交響楽団 
　ゴージャス！腕利き集団が奏でる名曲集 
8月2日（火）　　18：00開場　19：00開演
曲目／プロコフィエフ：交響曲第1番「古典交響曲」、
ビゼー：「アルルの女」からパストラール（第2組曲）、
メヌエット（第1組曲）、カリヨン（第1組曲）、アダー
ジェット（第1組曲）、ファランドール（第2組曲）、ラフ
マニノフ：交響的舞曲
出演／指揮：アラン・ギルバート、管弦楽：東京都交響
楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★読売日本交響楽団 
　告別と絶筆。一期一会のシンフォニー
7月29日（金）　　18：00開場　19：00開演
曲目／ハイドン：交響曲第45番「告別」、ブルック
ナー：交響曲第9番（ノヴァーク版）
出演／指揮：井上道義、管弦楽：読売日本交響楽団 
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

プ

託

★超絶技巧のロシアン・ピアニズム 
　オーケストラのあの人気曲を2台ピアノで！
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
曲目／ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から だったん
人の踊り、ストラヴィンスキー：バレエ音楽「春の祭
典」、ラフマニノフ：交響的舞曲
出演／ピアノ：イリヤ・ラシュコフスキー、小川典子
料金／全席指定 一般3,000円、
U25席1,000円 託

★モーツァルト・マチネ　第50回
9月3日（土）　10：30開場　11：00開演 
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第13番、メンデルス
ゾーン：ピアノと弦楽のための協奏曲 イ短調
出演／ピアノ弾き振り：小菅優、管弦楽：東京交響楽団

★昭和音楽大学 
　恋と妄想のフランス音楽名曲集
8月9日（火）　17：45開場　18：30開演
曲目／フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」から 
前奏曲、シシリエンヌ、メリザンドの死、シャブリエ：
楽しい行進曲、ハバネラ、スラヴ舞曲、ベルリオーズ：
幻想交響曲
出演／指揮：田中祐子、管弦楽：昭和音楽大学管弦
楽団、テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 1,000円 託

★サマーナイト・ジャズ 
　チック・コリア　トリビュートVol.2　
　名プレイヤーが集結!チック・コリアに捧ぐ
8月6日（土）　　16：00開場　17：00開演コ

プ

★神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
　恩師バーンスタインの傑作とともに
7月28日（木）　　14：00開場　15：00開演
曲目／バーンスタイン：組曲「キャンディード」（C. 
ハーモン編）、ディヴェルティメント、「ウエスト・
サイド・ストーリー」から シンフォニック・ダンス、
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「火の鳥」組曲
（1919年版）
出演／指揮：大植英次、管弦楽：神奈川フィルハー
モニー管弦楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★東京フィルハーモニー交響楽団 
　名コンビとともにアラビアンナイトの
　世界へ!
8月7日（日）　　14：00開場　15：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲、
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲、リムスキー
＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」
出演／指揮：ダン・エッティンガー、ヴァイオリン：
服部百音、管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

プ

★日本フィルハーモニー交響楽団 
　入門者も本格派も歓迎のドイツ音楽プロ
8月10日（水） プ 14：00開場　15：00開演
曲目／J.S.バッハ：G線上のアリア、R.シュトラウス：
4つの最後の歌、ブラームス：交響曲第1番
出演／指揮：現田茂夫、ソプラノ：森谷真理、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4,000円、A席3,000円、B席
2,000円、U25各席種半額 託

プ

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

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

昭 和 音 楽 大 学

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

ミューザ川崎シンフォニーホール
★は：問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200  ※未就学児入場不可

※公演内容・出演者につきましては変更が生じる場合が
　ございます。最新の開催情報は公式サイトでご確認くだ
　さい。

牛田智大ピアノ・リサイタル
9月10日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
料金／全席指定 一般4,000円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

かわさきブラス・ファミリア　
ファミリーコンサート2022
9月11日（日）　13：15開場　14：00開演 
会場／麻生市民館 
曲目／「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲、森の
くまさんスーザに出会った、ラピュタ～キャッスル・イン・
ザ・スカイ 他
出演／指揮：神田将吾
問合せ／かわさきブラス・ファミリア演奏会担当
☎050-5327-9511
（平日18時～22時、土日祝日8時～22時）

★MUZAランチタイムコンサート 
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）
ミュージカルソー ～のこぎり音楽の世界～
＜夏休みスペシャル!4歳から入場可＞
8月23日（火）　11：30開場　12:10開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／連続テレビ小説「おちょやん」より はすの花、Life 
is Comedy、混沌。そして思いがけない未来へ、
VIOLA、光のさす方へ 他
出演／ミュージカルソー：サキタハヂメ、ピアノ：林正樹
弦楽五重奏で送る、東響楽員が選ぶ日本の名曲・歌謡曲
9月13日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／秋桜 他
出演／東京交響楽団 弦楽五重奏（ヴァイオリン：田尻
順、清水泰明、ヴィオラ：青木篤子、チェロ：伊藤文嗣、
コントラバス：北村一平）
各料金／全席指定 500円

▲沖仁フラメンコギターコンサート
　with 小柳ゆき
8月13日（土）　16：00開場　17：00開演

曲目／ホアキン・ロドリーゴ(沖仁 編曲)：アランフェス
協奏曲よりアダージョ、トラディショナル(沖仁 編曲)：
禁じられた遊び、チック・コリア：スペイン、あなたのキス
を数えましょう、be alive 他
出演／フラメンコギター：沖仁、ピアノ：須藤信一郎、
ベース：藤谷一郎、パーカッション：大儀見元、踊り・
パルマ・カホン：伊集院史朗、踊り・パルマ：清水順子、
ゲスト：小柳ゆき
料金／全席指定 一般5,000円、U18席3,000円

コ ……プレコンサートプ ……プレトーク
＊U25席（小学生以上25歳以下・会場にて
　身分証呈示）

オンライン鑑賞
（ライブ＋アーカイブ配信）
料金／おまとめ券（全19公演）
　　　12,000円 各料金と

購入方法は
こちらから

ゆりがおか児童合唱団 第45回定期演奏会
8月14日（日）　14：30開演
会場／麻生市民館
曲目／だいじなさがしもの、モーツァルトの百面相、さ
んぽ、となりのトトロ、ほたるこい、ハレルヤ、花の街、
野ばら、花、リフレイン
＊事前申込制
問合せ／ゆりがおか児童合唱団
☎080-1404-5816（9時～17時）

多 摩 区
第75回たまアトリウムコンサート
8月17日（水）　12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 1階アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3132

多摩ミュージックビレッジ
8月20日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩区ソーシャルデザインセンター（多摩区役所１階）
問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター（水島）
☎044-281-4422

東京交響楽団
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
8月6日（土）　　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
＊詳細は5ページに

麻 生 区

★イッツ・ア・ピアノワールド 
　ピアノは楽しい！こどもたちといっしょに
7月31日（日）　10：15開場　11：00開演 
＊途中休憩なし、1時間プログラム

曲目／ハイドン：ピアノ・ソナタ第62番から 第3楽章、

★新日本フィルハーモニー交響楽団 
　山本直純生誕90年と新日本フィル創立
　50年を祝う!
8月3日（水）　　14：00開場　15：00開演プ

託

曲目／＜本当はマジメな天才、直純さん＞
交響譚詩「シンフォニック・バラード」～新日本フィル
委嘱、和楽器と管弦楽のためのカプリチオ～日本
フィル委嘱（筝：田村法子、三味線：野澤徹也、尺八：
石垣征山、邦楽打楽器：望月太喜之丞、富田慎平、
長田伸一郎 他）
＜歌が大好きだった直純さん＞ 
児童合唱とオーケストラのための組曲「えんそく」
（抜粋）、田園、わが愛～ふるさと 他（抜粋）、童謡
メドレー 1年生になったら～こぶたぬきつねこ～
おーい海～歌えバンバン （編曲・指揮：山本祐ノ介）
合唱：東京音楽大学合唱団有志
＜才能のデパート、直純ファミリーの音楽をご紹介＞
曲目／山本正美：Spring has come 
＜テレビや色々なところで大活躍した直純さん＞
白銀の栄光～札幌五輪入場曲、NHK大河ドラマ
「武田信玄」テーマ曲、（編曲山本祐ノ介）：CMソング、
TV/ラジオ番組メドレー、8時だよ!全員集合、男は
つらいよ 他
出演／指揮：広上淳一、管弦楽：新日本フィルハー
モニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

プ

★東京交響楽団オープニングコンサート 
　ジャズとダンス──虹色の20世紀
7月23日（土）　　14：00開場　15：00開演

曲目／クルターク：シュテファンの墓◆、シェーン
フィールド：4つのパラブル◇、ドビュッシー：第1狂詩
曲★、ストラヴィンスキー：タンゴ、エボニー協奏曲☆、
花火、ラヴェル：ラ・ヴァルス 他
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ギター：鈴木大介◆、
ピアノ：中野翔太◇、クラリネット：𠮷野亜希菜★、
谷口英治☆、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

みぞのくちジェントル・サウンズ吹奏楽団　
第14回定期演奏会
9月3日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／さくらのうた、樹霊幻想、The Seventh Night of 
July(たなばた)、サウンド・オブ・ミュージック・メドレー 他
問合せ／みぞのくちジェントル・サウンズ吹奏楽団（山下）
☎090-8811-9808

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
7月20日(水)、8月17日(水)　
①17：00開演　②18：00開演（予定）
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

花コンサート
第238回　8月23日（火）　18：00開場　18：30開演
事前申込／7月29日（金）締切
出演／ピアノ：橋本知佳
会場／高津区役所 1階市民ホール（ロビー）
大きな花コンサート2022
9月27日（火）　13：30開場　14：00開演
事前申込／8月12日（金）締切 
会場／川崎市民プラザ
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

★洗足学園音楽大学
　目と耳で楽しむ！ ラヴェルのバレエ傑作選
7月26日（火）　17：30開場　18：30開演
曲目／ラヴェル：マ・メール・ロワ、ラ・ヴァルス、
ボレロ、「ダフニスとクロエ」第2組曲
出演／指揮：秋山和慶、バレエ：洗足学園音楽大学
バレエコース、谷桃子バレエ団、東京シティ・バレエ
団、牧阿佐美バレヱ団、管弦楽：洗足学園ニューフィル
ハーモニック管弦楽団
料金／全席指定 S席1,200円、A席800円 託

yucat PARALLEL 10th
 Anniversary LIVE
～Welcome to Steam Circus～
7月17日（日）　17：00開場　18：00開演
出演／ボーカル：yucat、Steam Circus 団長ヴェリテ役：
立花慎之介、Mr.Perfect Pain役：星波、Eightrings 
Artist：PESTRiCA-ペストリカ-、Dr.Code役(声のみ出演)
檜山修之、水の妖精アポロン役：伊東雅乃、火の妖精メテ
ウス役：植田理沙、黒猫CP役：富城まどか、魔女レッド・パプ
リカ役：真野季節、ローレライ役（ゴスペルボーカル）：Maya、
パイプオルガン：大木麻理、ギター：YASHIRO、弦楽四重
奏：洗足学園音楽大学 Quartet Lilas、オープニングアクト：
川崎フロンターレ公認キャラクターカワサキまるこ
料金／全席指定 8,000円
※3歳以上から要チケット。
　開催日1週間前頃にQRコードと
　座席番号をメールにて
問合せ／（株）パラレルキングダム
☎03-6823-5066 未

託

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタ
イン」から 第1楽章、ドビュッシー：「版画」から 
雨の庭、「前奏曲集第2集」から 交代する三度、
カノープ、花火、グリーグ：「抒情小品集第5集」から 
小人の行進、「抒情小品集第8集」から トロルド
ハウゲンの結婚式
出演／ピアノ：小川典子
料金／全席指定 大人1,500円、こども(4歳～中
学生)500円

託

ⓒRichard Cannon

ⓒMasaaki Tomitoriⓒ篠原栄治

託

曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、エル
ガー：交響曲第1番
出演／指揮：尾高忠明、ピアノ：イリヤ・ラシュコフ
スキー、管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

★大阪フィルハーモニー交響楽団 
　西に大フィルあり! マエストロの十八番
8月5日（金）　　18：00開場 19：00開演プ

ⓒMartin Richardson

曲目／コルンゴルト：組曲「から騒ぎ」から、ヴァイ
オリン協奏曲ニ長調*、武満徹：3つの映画音楽(映
画「ホゼー・トレス」から 訓練と休息の音楽、映画
「黒い雨」から 葬送の音楽、映画「他人の顔」から ワ
ルツ)、プロコフィエフ：バレエ音楽「ロメオとジュリ
エット」組曲から 情景、少女ジュリエット、モンタ
ギュー家とキャピュレット家、仮面、ロメオとジュリ
エット、タイボルトの死、ジュリエットの死
出演／指揮：原田慶太楼（東京交響楽団 正指揮者）、
ヴァイオリン：岡本誠司*、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★東京交響楽団フィナーレコンサート 
　故郷はシェイクスピア、そして映画
8月11日（木・祝）　　 14：00開場　15：00開演プ

ⓒShin Yamagishi

★東京交響楽団 集まれ!ブラームス偶数派
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第4番、交響曲第2番
出演／指揮：秋山和慶、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額
★神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
　ぜんぶ協奏曲！3人のピアニストが競演
8月6日（土）　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

曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番♥、
サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番★、ベートー
ヴェン：ピアノ協奏曲第4番＊
出演／指揮：太田弦、ピアノ：横山幸雄＊、古海行子★、
進藤実優♥、管弦楽：神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円、U25各席種半額

ⓒTakafumi Ueno

ⓒZIGEN

★東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 
　チック・コリア　トリビュートVol.1　
　ジャズとスペインを巡る音の饗宴
8月4日（木）　　18：00開場　19：00開演プ

託

曲目／コープランド：クラリネット協奏曲、チック・
コリア：スペイン～六重奏とオーケストラのため
の、リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲、
レスピーギ：交響詩「ローマの松」
出演／指揮：藤岡幸夫、クラリネット：リチャード・
ストルツマン、マリンバ：ミカ・ストルツマン、ジャズ
六重奏（ピアノ：宮本貴奈、ベース：井上陽介、ドラムス：
高橋信之介、トロンボーン：中川英二郎、サックス：
本田雅人、小池修）、管弦楽：東京シティ・フィルハー
モニック管弦楽団 
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

ⓒShinYamagishi

ⓒYoshihiro HagiwaraⓒTaira Tairadate

ⓒKaori Nishida

ⓒK.Nakamura

劇団東少ミュージカル「眠れる森の美女」
8月20日（土）　13：45開場　14：30開演
会場／川崎市民プラザ
出演／空乃みゆ（王女）、河村唯（料理番の娘）、龍人
（料理番の若い男） 他
料金／全席指定 2,800円（税込）　＊4歳以上
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131 未

託

曲目／チック・コリア：クリスタル・サイレンス、アル
マンドのルンバ、スペイン、500マイルズ・ハイ、
キャプテン・セニョール・マウス、ウィグワム 他
出演／クラリネット：リチャード・ストルツマン、マリ
ンバ：ミカ・ストルツマン、ジャズ六重奏（ピアノ：宮本
貴奈、ベース：井上陽介、ドラムス：高橋信之介、トロン
ボーン：中川英二郎、サックス：本田雅人、小池修）、
ヴォーカル：ウィリアムス浩子、宮本美季
料金／全席指定 一般4,000円、U25席1,500円

第22回響け！みやまえ太鼓ミーティング
8月27日（土）　13：20開場　13：50開演

未

会場／宮前市民館
出演／宮前区内を中心に活躍する11の太鼓団体、
ゲスト：MUSA、北之台雅楽アンサンブル、こどもの
いえもも保育園、宮崎中学校 他
問合せ／宮前区役所地域振興課
☎044-856-3125

託
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円　

★MUZAスペシャル・ナイトコンサート　 
スライド・モンスターズ
9月9日（金）　19：00開演

託

出演／トロンボーン：中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、
マーシャル・ジルクス、ブラント・アテマ
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生～25歳)
1,500円

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
♬後援申請とロゴマーク・ミュートンイラスト
　の使用
♬市内で活動している
　アーティストを紹介しています
♬音楽施設
♬つながる募集情報
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今まで開催されたコンサートや音楽イベントの映像がご覧になれます ミュートンチャンネル 検索 ※料金について表記のないものは無料です ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応による掲載公演の中止・変更等にご注意ください。未…未就学児入場可託…託児あり 未…未就学児入場可託…託児あり

★NHK交響楽団 
　エキサイティング!渋谷から熱風が襲来!
7月30日（土）　　14：30開場　16：00開演
曲目／J.S.バッハ（レーガー編）：「おお人よ、汝の
大いなる罪を嘆け」、ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲
第1番*、ベートーヴェン：交響曲第7番
出演／指揮：下野竜也、ヴァイオリン：三浦文彰*、
管弦楽：NHK交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

コ

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 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261回例会
〈シューベルトの「美しい音」を聴く（part Ⅱ）
～交響曲からリートまで～〉
7月28日（木）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：小野高弘
第262回例会

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
7月14日（木）、21日（木）、28日（木）、8月4日（木）、18日（木）、
25日（木）、9月8日（木）、15日（木）
19：00開演
7月13日（水）、20日（水）、27日（水）、8月3日（水）、10日（水）、
17日（水）、24日(水)、9月7日（水）
17：30開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の砂
漠、朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜
第5夜《コンチェルト》グラス＆マルサリス
9月6日（火）　19：00開演
曲目／フィリップ・グラス：ヴァイオリン協奏曲 第1番、
ウィントン・マルサリス：ヴァイオリン協奏曲
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、指揮：川瀬賢太郎、管弦楽：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席7,500円、A席5,000円、P席
（舞台後方席）4,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

R・Sオーケストラ　特別演奏会
8月13日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／エルガー：エニグマ変奏曲、R.シュトラウス：アル
プス交響曲
出演／指揮：和田一樹、演奏：R・Sオーケストラ
＊申込み制（全席指定席無料で受付）
問合せ／R・Sオーケストラ演奏会担当
☎ 080-4257-1897

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
ジャン・チャクムル　ピアノ・リサイタル 《詩情》
9月4日（日）　13：30開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第10番、シューベ
ルト：ピアノ・ソナタ 第16番、ショパン：即興曲第1番、
4つのマズルカ、即興曲第3番、スケルツォ第3番、エネ
スコ：ピアノ・ソナタ第3番
出演／ピアノ：ジャン・チャクムル
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

オーケストラ・ダヴァーイ第15回演奏会
8月20日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／ストラヴィンスキー：火の鳥（1910年版）、ラフ
マニノフ：交響曲第3番
出演／指揮：森口真司、演奏：オーケストラ・ダヴァーイ
料金／全席指定 1,500円
問合せ／オーケストラ・ダヴァーイ チケット係
☎080-5331-7943

ミューザ川崎市民交響楽祭2022
8月28日（日）　14：00開演
曲目／ディーリアス（ビーチャム編）：夏の夕べ、メンデル
スゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：石﨑真弥奈、ヴァイオリン：小西健太郎、
管弦楽：かわさき市民オーケストラ2022
料金／全席指定 A席1,500円、B席1,000円
問合せ／高津オケ専用電話 　☎080-4408-3919

高津市民合唱団 第29回 定期演奏会
9月10日（土）　12：45開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付」、若林
千春 （編曲）：NEW 東京混声合唱団 愛唱曲集「ローレ
ライ」（ローレライ、庭の千草、月の沙漠、峠の我が家、
アニー・ローリー、別れ、埴生の宿、ともしび）
出演／指揮：岩本達明、合唱指導：松平敬、ソプラノ：
今井実希、アルト：布施奈緒子、テノール：谷口洋介、
バリトン：加藤宏隆、管弦楽：おーけすとら・ぴとれ座、
ピアノ：岩本晃子、合唱：高津市民合唱・第九特別合唱団
料金／全席指定 前売2,000円、当日2,500円
問合せ／高津市民合唱団(日比野)
☎080-2376-3111

◇昭和音楽大学オペラ公演2022プレ講座 
　第1回《フィガロの結婚》原作からオペラへ
7月17日（日）　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／森田学
料金／全2回受講 1,500円、1回のみ受講 1,000円、
小～高校生無料
※第2回は9月18日（日）《フィガロの結婚》の楽しみ方
　講師：小畑恒夫

◇音楽療法導入講座
　「音楽を通じたストレス対処法　～心の健康と
　マインドフルネス～」
9月10日（土）　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／二俣泉
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

◇音楽療法講座
　第1回「調整的音楽療法ー“悩み”に悩まされ
　なくなるためにー」
7月24日（日）　14：00開講 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／森平直子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第27回　藤井貴宏　オーボエ・コンサート
8月24日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／サン＝サーンス：白鳥、フォーレ：シシリエン
ヌ、モリコーネ：ガブリエルのオーボエ 他
※プログラムは変更になる場合あり。
出演／オーボエ：藤井貴宏、ピアノ：原田愛
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

第48回日本フィル夏休みコンサート2022
7月30日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／【第1部】ベートーヴェン：交響曲第5番《運命》
より第1楽章、J.S.バッハ：G線上のアリア、ロッシーニ：
《ウィリアム・テル》序曲より「スイス軍の行進 【第2部】

ジャミン・ゼブコンサート2022 in 新百合ヶ丘
9月3日（土）　13：30開場　14：00開演予定
会場／川崎市アートセンター　アルテリオ小劇場 
料金／全席指定 一般6,000円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

第154回あさお芸術のまちコンサート 
～For You～ 秋空のハーモニー
9月4日（日）　14：30開演
会場／麻生市民館 
曲目／主よ、人の望みの喜びよ、トゥーランドット・ファン
タジー、琉球幻想曲、やさしさに包まれたなら、トリッチ・
トラッチ・ポルカ 他
出演／マリンバ・パーカッション：natural BEAT、井上
昭史・真美フルート＆ピアノデュオ、サックス四重奏：
Generale Saxophone Quartet、あさお芸術のまち
合唱団2022、あさお芸術のまち合奏団
＊当日先着順（700名予定）
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116 未

ときめく夏
～東京交響楽団 with 中国のライジング
スターズ～
7月19日（火）　17：30開場　18：30開演 

曲目／サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番、ショパン：
ピアノ協奏曲第2番、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 
ロ短調
出演／指揮:飯森範親、管弦楽:東京交響楽団、ピアノ：
饒灝（ラオ・ハオ）、チェロ:李拉（リ・ラ）、ピアノ:
孫楡桐（ソン・ユトン）
料金／全席指定 S席7,000円(5,000円)、A席
6,000円（4,000円）、B席4,000円（3,000円）、C席
3,000円（2,000円）　＊（）内は学生（25歳以下）
料金、当日要学生証。
問合せ／（株）揚帆起航　☎044-701-5760

7・8月号の情報は6月17日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回9月10日発刊号は、9月11日から11月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（7月15日締め切り）※掲載無料

★真夏のバッハⅦ
　パイプオルガンで聴く「ゴルトベルク
　変奏曲」
7月24日（日）　　16：00開場　17：00開演
曲目／～オール・J.S.バッハ・プログラム～
トッカータ、アダージョとフーガハ長調、「シュメッリ
歌曲集」から来たれ甘き死よ、来たれ この日、喜び

プ

託

に輝ける黄金の日の光は、心の痛みはわがイエス
を襲う、「アンナ・マクダレーナ・バッハのための
練習帖」から、ヴァイオリンとチェンバロのための
ソナタ第3番、「道を備え、大路を備えよ」から第5曲、
ゴルトベルク変奏曲 （メルカールト編）
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メル
カールト、ヴァイオリン：玉井菜採、カウンターテナー：
中嶋俊晴 
料金／全席指定 3,000円、U25席1,000円

未

ウィメンズ・ジャズ・フェスティバル＠すくらむ21
8月15日（月）　13：30開場　14：00開演
出演／Les Komatis（レ・コマティ）、
Mix Vox、Kawasaki 源山's
会場・問合せ／男女共同参画センター
（すくらむ21）
☎044-813-0808

申込方法等は
こちらから

チャイコフスキー：バレエ《白鳥の湖》（日本フィル夏休み
コンサート2022版） 【第3部】『鬼滅の刃』より《紅蓮華》～
《炎》、たなばたさま、勇気100％
出演／指揮：永峰大輔、お話とうた：江原陽子、バレエ：
スターダンサーズ・バレエ団、バレエ演出・振付：鈴木稔
料金／全席指定 S席5,200（3,200）円、A席4,200
（2,500）円、B席3,200（1,800）円
※（　）内は子ども料金（4歳～高校生まで）。4歳未満
　は入場不可。
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）

〈オペラの楽しみ　その6～フランスオペラを楽しむ～〉
8月26日（金）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：松原徹
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 

プ

★東京都交響楽団 
　ゴージャス！腕利き集団が奏でる名曲集 
8月2日（火）　　18：00開場　19：00開演
曲目／プロコフィエフ：交響曲第1番「古典交響曲」、
ビゼー：「アルルの女」からパストラール（第2組曲）、
メヌエット（第1組曲）、カリヨン（第1組曲）、アダー
ジェット（第1組曲）、ファランドール（第2組曲）、ラフ
マニノフ：交響的舞曲
出演／指揮：アラン・ギルバート、管弦楽：東京都交響
楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★読売日本交響楽団 
　告別と絶筆。一期一会のシンフォニー
7月29日（金）　　18：00開場　19：00開演
曲目／ハイドン：交響曲第45番「告別」、ブルック
ナー：交響曲第9番（ノヴァーク版）
出演／指揮：井上道義、管弦楽：読売日本交響楽団 
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

プ

託

★超絶技巧のロシアン・ピアニズム 
　オーケストラのあの人気曲を2台ピアノで！
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
曲目／ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から だったん
人の踊り、ストラヴィンスキー：バレエ音楽「春の祭
典」、ラフマニノフ：交響的舞曲
出演／ピアノ：イリヤ・ラシュコフスキー、小川典子
料金／全席指定 一般3,000円、
U25席1,000円 託

★モーツァルト・マチネ　第50回
9月3日（土）　10：30開場　11：00開演 
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第13番、メンデルス
ゾーン：ピアノと弦楽のための協奏曲 イ短調
出演／ピアノ弾き振り：小菅優、管弦楽：東京交響楽団

★昭和音楽大学 
　恋と妄想のフランス音楽名曲集
8月9日（火）　17：45開場　18：30開演
曲目／フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」から 
前奏曲、シシリエンヌ、メリザンドの死、シャブリエ：
楽しい行進曲、ハバネラ、スラヴ舞曲、ベルリオーズ：
幻想交響曲
出演／指揮：田中祐子、管弦楽：昭和音楽大学管弦
楽団、テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 1,000円 託

★サマーナイト・ジャズ 
　チック・コリア　トリビュートVol.2　
　名プレイヤーが集結!チック・コリアに捧ぐ
8月6日（土）　　16：00開場　17：00開演コ

プ

★神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
　恩師バーンスタインの傑作とともに
7月28日（木）　　14：00開場　15：00開演
曲目／バーンスタイン：組曲「キャンディード」（C. 
ハーモン編）、ディヴェルティメント、「ウエスト・
サイド・ストーリー」から シンフォニック・ダンス、
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「火の鳥」組曲
（1919年版）
出演／指揮：大植英次、管弦楽：神奈川フィルハー
モニー管弦楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★東京フィルハーモニー交響楽団 
　名コンビとともにアラビアンナイトの
　世界へ!
8月7日（日）　　14：00開場　15：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲、
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲、リムスキー
＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」
出演／指揮：ダン・エッティンガー、ヴァイオリン：
服部百音、管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

プ

★日本フィルハーモニー交響楽団 
　入門者も本格派も歓迎のドイツ音楽プロ
8月10日（水） プ 14：00開場　15：00開演
曲目／J.S.バッハ：G線上のアリア、R.シュトラウス：
4つの最後の歌、ブラームス：交響曲第1番
出演／指揮：現田茂夫、ソプラノ：森谷真理、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4,000円、A席3,000円、B席
2,000円、U25各席種半額 託

プ

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

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

昭 和 音 楽 大 学

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

ミューザ川崎シンフォニーホール
★は：問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200  ※未就学児入場不可

※公演内容・出演者につきましては変更が生じる場合が
　ございます。最新の開催情報は公式サイトでご確認くだ
　さい。

牛田智大ピアノ・リサイタル
9月10日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
料金／全席指定 一般4,000円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

かわさきブラス・ファミリア　
ファミリーコンサート2022
9月11日（日）　13：15開場　14：00開演 
会場／麻生市民館 
曲目／「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲、森の
くまさんスーザに出会った、ラピュタ～キャッスル・イン・
ザ・スカイ 他
出演／指揮：神田将吾
問合せ／かわさきブラス・ファミリア演奏会担当
☎050-5327-9511
（平日18時～22時、土日祝日8時～22時）

★MUZAランチタイムコンサート 
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）
ミュージカルソー ～のこぎり音楽の世界～
＜夏休みスペシャル!4歳から入場可＞
8月23日（火）　11：30開場　12:10開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／連続テレビ小説「おちょやん」より はすの花、Life 
is Comedy、混沌。そして思いがけない未来へ、
VIOLA、光のさす方へ 他
出演／ミュージカルソー：サキタハヂメ、ピアノ：林正樹
弦楽五重奏で送る、東響楽員が選ぶ日本の名曲・歌謡曲
9月13日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／秋桜 他
出演／東京交響楽団 弦楽五重奏（ヴァイオリン：田尻
順、清水泰明、ヴィオラ：青木篤子、チェロ：伊藤文嗣、
コントラバス：北村一平）
各料金／全席指定 500円

▲沖仁フラメンコギターコンサート
　with 小柳ゆき
8月13日（土）　16：00開場　17：00開演

曲目／ホアキン・ロドリーゴ(沖仁 編曲)：アランフェス
協奏曲よりアダージョ、トラディショナル(沖仁 編曲)：
禁じられた遊び、チック・コリア：スペイン、あなたのキス
を数えましょう、be alive 他
出演／フラメンコギター：沖仁、ピアノ：須藤信一郎、
ベース：藤谷一郎、パーカッション：大儀見元、踊り・
パルマ・カホン：伊集院史朗、踊り・パルマ：清水順子、
ゲスト：小柳ゆき
料金／全席指定 一般5,000円、U18席3,000円

コ ……プレコンサートプ ……プレトーク
＊U25席（小学生以上25歳以下・会場にて
　身分証呈示）

オンライン鑑賞
（ライブ＋アーカイブ配信）
料金／おまとめ券（全19公演）
　　　12,000円 各料金と

購入方法は
こちらから

ゆりがおか児童合唱団 第45回定期演奏会
8月14日（日）　14：30開演
会場／麻生市民館
曲目／だいじなさがしもの、モーツァルトの百面相、さ
んぽ、となりのトトロ、ほたるこい、ハレルヤ、花の街、
野ばら、花、リフレイン
＊事前申込制
問合せ／ゆりがおか児童合唱団
☎080-1404-5816（9時～17時）

多 摩 区
第75回たまアトリウムコンサート
8月17日（水）　12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 1階アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3132

多摩ミュージックビレッジ
8月20日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩区ソーシャルデザインセンター（多摩区役所１階）
問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター（水島）
☎044-281-4422

東京交響楽団
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
8月6日（土）　　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
＊詳細は5ページに

麻 生 区

★イッツ・ア・ピアノワールド 
　ピアノは楽しい！こどもたちといっしょに
7月31日（日）　10：15開場　11：00開演 
＊途中休憩なし、1時間プログラム

曲目／ハイドン：ピアノ・ソナタ第62番から 第3楽章、

★新日本フィルハーモニー交響楽団 
　山本直純生誕90年と新日本フィル創立
　50年を祝う!
8月3日（水）　　14：00開場　15：00開演プ

託

曲目／＜本当はマジメな天才、直純さん＞
交響譚詩「シンフォニック・バラード」～新日本フィル
委嘱、和楽器と管弦楽のためのカプリチオ～日本
フィル委嘱（筝：田村法子、三味線：野澤徹也、尺八：
石垣征山、邦楽打楽器：望月太喜之丞、富田慎平、
長田伸一郎 他）
＜歌が大好きだった直純さん＞ 
児童合唱とオーケストラのための組曲「えんそく」
（抜粋）、田園、わが愛～ふるさと 他（抜粋）、童謡
メドレー 1年生になったら～こぶたぬきつねこ～
おーい海～歌えバンバン （編曲・指揮：山本祐ノ介）
合唱：東京音楽大学合唱団有志
＜才能のデパート、直純ファミリーの音楽をご紹介＞
曲目／山本正美：Spring has come 
＜テレビや色々なところで大活躍した直純さん＞
白銀の栄光～札幌五輪入場曲、NHK大河ドラマ
「武田信玄」テーマ曲、（編曲山本祐ノ介）：CMソング、
TV/ラジオ番組メドレー、8時だよ!全員集合、男は
つらいよ 他
出演／指揮：広上淳一、管弦楽：新日本フィルハー
モニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

プ

★東京交響楽団オープニングコンサート 
　ジャズとダンス──虹色の20世紀
7月23日（土）　　14：00開場　15：00開演

曲目／クルターク：シュテファンの墓◆、シェーン
フィールド：4つのパラブル◇、ドビュッシー：第1狂詩
曲★、ストラヴィンスキー：タンゴ、エボニー協奏曲☆、
花火、ラヴェル：ラ・ヴァルス 他
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ギター：鈴木大介◆、
ピアノ：中野翔太◇、クラリネット：𠮷野亜希菜★、
谷口英治☆、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

みぞのくちジェントル・サウンズ吹奏楽団　
第14回定期演奏会
9月3日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／さくらのうた、樹霊幻想、The Seventh Night of 
July(たなばた)、サウンド・オブ・ミュージック・メドレー 他
問合せ／みぞのくちジェントル・サウンズ吹奏楽団（山下）
☎090-8811-9808

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
7月20日(水)、8月17日(水)　
①17：00開演　②18：00開演（予定）
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

花コンサート
第238回　8月23日（火）　18：00開場　18：30開演
事前申込／7月29日（金）締切
出演／ピアノ：橋本知佳
会場／高津区役所 1階市民ホール（ロビー）
大きな花コンサート2022
9月27日（火）　13：30開場　14：00開演
事前申込／8月12日（金）締切 
会場／川崎市民プラザ
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

★洗足学園音楽大学
　目と耳で楽しむ！ ラヴェルのバレエ傑作選
7月26日（火）　17：30開場　18：30開演
曲目／ラヴェル：マ・メール・ロワ、ラ・ヴァルス、
ボレロ、「ダフニスとクロエ」第2組曲
出演／指揮：秋山和慶、バレエ：洗足学園音楽大学
バレエコース、谷桃子バレエ団、東京シティ・バレエ
団、牧阿佐美バレヱ団、管弦楽：洗足学園ニューフィル
ハーモニック管弦楽団
料金／全席指定 S席1,200円、A席800円 託

yucat PARALLEL 10th
 Anniversary LIVE
～Welcome to Steam Circus～
7月17日（日）　17：00開場　18：00開演
出演／ボーカル：yucat、Steam Circus 団長ヴェリテ役：
立花慎之介、Mr.Perfect Pain役：星波、Eightrings 
Artist：PESTRiCA-ペストリカ-、Dr.Code役(声のみ出演)
檜山修之、水の妖精アポロン役：伊東雅乃、火の妖精メテ
ウス役：植田理沙、黒猫CP役：富城まどか、魔女レッド・パプ
リカ役：真野季節、ローレライ役（ゴスペルボーカル）：Maya、
パイプオルガン：大木麻理、ギター：YASHIRO、弦楽四重
奏：洗足学園音楽大学 Quartet Lilas、オープニングアクト：
川崎フロンターレ公認キャラクターカワサキまるこ
料金／全席指定 8,000円
※3歳以上から要チケット。
　開催日1週間前頃にQRコードと
　座席番号をメールにて
問合せ／（株）パラレルキングダム
☎03-6823-5066 未

託

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタ
イン」から 第1楽章、ドビュッシー：「版画」から 
雨の庭、「前奏曲集第2集」から 交代する三度、
カノープ、花火、グリーグ：「抒情小品集第5集」から 
小人の行進、「抒情小品集第8集」から トロルド
ハウゲンの結婚式
出演／ピアノ：小川典子
料金／全席指定 大人1,500円、こども(4歳～中
学生)500円

託

ⓒRichard Cannon

ⓒMasaaki Tomitoriⓒ篠原栄治

託

曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、エル
ガー：交響曲第1番
出演／指揮：尾高忠明、ピアノ：イリヤ・ラシュコフ
スキー、管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

★大阪フィルハーモニー交響楽団 
　西に大フィルあり! マエストロの十八番
8月5日（金）　　18：00開場 19：00開演プ

ⓒMartin Richardson

曲目／コルンゴルト：組曲「から騒ぎ」から、ヴァイ
オリン協奏曲ニ長調*、武満徹：3つの映画音楽(映
画「ホゼー・トレス」から 訓練と休息の音楽、映画
「黒い雨」から 葬送の音楽、映画「他人の顔」から ワ
ルツ)、プロコフィエフ：バレエ音楽「ロメオとジュリ
エット」組曲から 情景、少女ジュリエット、モンタ
ギュー家とキャピュレット家、仮面、ロメオとジュリ
エット、タイボルトの死、ジュリエットの死
出演／指揮：原田慶太楼（東京交響楽団 正指揮者）、
ヴァイオリン：岡本誠司*、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★東京交響楽団フィナーレコンサート 
　故郷はシェイクスピア、そして映画
8月11日（木・祝）　　 14：00開場　15：00開演プ

ⓒShin Yamagishi

★東京交響楽団 集まれ!ブラームス偶数派
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第4番、交響曲第2番
出演／指揮：秋山和慶、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額
★神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
　ぜんぶ協奏曲！3人のピアニストが競演
8月6日（土）　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

曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番♥、
サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番★、ベートー
ヴェン：ピアノ協奏曲第4番＊
出演／指揮：太田弦、ピアノ：横山幸雄＊、古海行子★、
進藤実優♥、管弦楽：神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円、U25各席種半額

ⓒTakafumi Ueno

ⓒZIGEN

★東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 
　チック・コリア　トリビュートVol.1　
　ジャズとスペインを巡る音の饗宴
8月4日（木）　　18：00開場　19：00開演プ

託

曲目／コープランド：クラリネット協奏曲、チック・
コリア：スペイン～六重奏とオーケストラのため
の、リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲、
レスピーギ：交響詩「ローマの松」
出演／指揮：藤岡幸夫、クラリネット：リチャード・
ストルツマン、マリンバ：ミカ・ストルツマン、ジャズ
六重奏（ピアノ：宮本貴奈、ベース：井上陽介、ドラムス：
高橋信之介、トロンボーン：中川英二郎、サックス：
本田雅人、小池修）、管弦楽：東京シティ・フィルハー
モニック管弦楽団 
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

ⓒShinYamagishi

ⓒYoshihiro HagiwaraⓒTaira Tairadate

ⓒKaori Nishida

ⓒK.Nakamura

劇団東少ミュージカル「眠れる森の美女」
8月20日（土）　13：45開場　14：30開演
会場／川崎市民プラザ
出演／空乃みゆ（王女）、河村唯（料理番の娘）、龍人
（料理番の若い男） 他
料金／全席指定 2,800円（税込）　＊4歳以上
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131 未

託

曲目／チック・コリア：クリスタル・サイレンス、アル
マンドのルンバ、スペイン、500マイルズ・ハイ、
キャプテン・セニョール・マウス、ウィグワム 他
出演／クラリネット：リチャード・ストルツマン、マリ
ンバ：ミカ・ストルツマン、ジャズ六重奏（ピアノ：宮本
貴奈、ベース：井上陽介、ドラムス：高橋信之介、トロン
ボーン：中川英二郎、サックス：本田雅人、小池修）、
ヴォーカル：ウィリアムス浩子、宮本美季
料金／全席指定 一般4,000円、U25席1,500円

第22回響け！みやまえ太鼓ミーティング
8月27日（土）　13：20開場　13：50開演

未

会場／宮前市民館
出演／宮前区内を中心に活躍する11の太鼓団体、
ゲスト：MUSA、北之台雅楽アンサンブル、こどもの
いえもも保育園、宮崎中学校 他
問合せ／宮前区役所地域振興課
☎044-856-3125

託
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円　

★MUZAスペシャル・ナイトコンサート　 
スライド・モンスターズ
9月9日（金）　19：00開演

託

出演／トロンボーン：中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、
マーシャル・ジルクス、ブラント・アテマ
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生～25歳)
1,500円

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
♬後援申請とロゴマーク・ミュートンイラスト
　の使用
♬市内で活動している
　アーティストを紹介しています
♬音楽施設
♬つながる募集情報
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今まで開催されたコンサートや音楽イベントの映像がご覧になれます ミュートンチャンネル 検索 ※料金について表記のないものは無料です ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応による掲載公演の中止・変更等にご注意ください。未…未就学児入場可託…託児あり 未…未就学児入場可託…託児あり

★NHK交響楽団 
　エキサイティング!渋谷から熱風が襲来!
7月30日（土）　　14：30開場　16：00開演
曲目／J.S.バッハ（レーガー編）：「おお人よ、汝の
大いなる罪を嘆け」、ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲
第1番*、ベートーヴェン：交響曲第7番
出演／指揮：下野竜也、ヴァイオリン：三浦文彰*、
管弦楽：NHK交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

コ

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 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261回例会
〈シューベルトの「美しい音」を聴く（part Ⅱ）
～交響曲からリートまで～〉
7月28日（木）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話：小野高弘
第262回例会

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
7月14日（木）、21日（木）、28日（木）、8月4日（木）、18日（木）、
25日（木）、9月8日（木）、15日（木）
19：00開演
7月13日（水）、20日（水）、27日（水）、8月3日（水）、10日（水）、
17日（水）、24日(水)、9月7日（水）
17：30開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の砂
漠、朧月夜、赤とんぼ、私の愛しいお父様 他
出演／在日ソプラノ歌手：金恵娟
料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜
第5夜《コンチェルト》グラス＆マルサリス
9月6日（火）　19：00開演
曲目／フィリップ・グラス：ヴァイオリン協奏曲 第1番、
ウィントン・マルサリス：ヴァイオリン協奏曲
出演／ヴァイオリン：石田泰尚、指揮：川瀬賢太郎、管弦楽：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席7,500円、A席5,000円、P席
（舞台後方席）4,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

R・Sオーケストラ　特別演奏会
8月13日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／エルガー：エニグマ変奏曲、R.シュトラウス：アル
プス交響曲
出演／指揮：和田一樹、演奏：R・Sオーケストラ
＊申込み制（全席指定席無料で受付）
問合せ／R・Sオーケストラ演奏会担当
☎ 080-4257-1897

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
ジャン・チャクムル　ピアノ・リサイタル 《詩情》
9月4日（日）　13：30開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第10番、シューベ
ルト：ピアノ・ソナタ 第16番、ショパン：即興曲第1番、
4つのマズルカ、即興曲第3番、スケルツォ第3番、エネ
スコ：ピアノ・ソナタ第3番
出演／ピアノ：ジャン・チャクムル
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

オーケストラ・ダヴァーイ第15回演奏会
8月20日（土）　12：30開場　13：30開演
曲目／ストラヴィンスキー：火の鳥（1910年版）、ラフ
マニノフ：交響曲第3番
出演／指揮：森口真司、演奏：オーケストラ・ダヴァーイ
料金／全席指定 1,500円
問合せ／オーケストラ・ダヴァーイ チケット係
☎080-5331-7943

ミューザ川崎市民交響楽祭2022
8月28日（日）　14：00開演
曲目／ディーリアス（ビーチャム編）：夏の夕べ、メンデル
スゾーン：ヴァイオリン協奏曲、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：石﨑真弥奈、ヴァイオリン：小西健太郎、
管弦楽：かわさき市民オーケストラ2022
料金／全席指定 A席1,500円、B席1,000円
問合せ／高津オケ専用電話 　☎080-4408-3919

高津市民合唱団 第29回 定期演奏会
9月10日（土）　12：45開場　13：30開演
曲目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付」、若林
千春 （編曲）：NEW 東京混声合唱団 愛唱曲集「ローレ
ライ」（ローレライ、庭の千草、月の沙漠、峠の我が家、
アニー・ローリー、別れ、埴生の宿、ともしび）
出演／指揮：岩本達明、合唱指導：松平敬、ソプラノ：
今井実希、アルト：布施奈緒子、テノール：谷口洋介、
バリトン：加藤宏隆、管弦楽：おーけすとら・ぴとれ座、
ピアノ：岩本晃子、合唱：高津市民合唱・第九特別合唱団
料金／全席指定 前売2,000円、当日2,500円
問合せ／高津市民合唱団(日比野)
☎080-2376-3111

◇昭和音楽大学オペラ公演2022プレ講座 
　第1回《フィガロの結婚》原作からオペラへ
7月17日（日）　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／森田学
料金／全2回受講 1,500円、1回のみ受講 1,000円、
小～高校生無料
※第2回は9月18日（日）《フィガロの結婚》の楽しみ方
　講師：小畑恒夫

◇音楽療法導入講座
　「音楽を通じたストレス対処法　～心の健康と
　マインドフルネス～」
9月10日（土）　14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／二俣泉
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

◇音楽療法講座
　第1回「調整的音楽療法ー“悩み”に悩まされ
　なくなるためにー」
7月24日（日）　14：00開講 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／森平直子
料金／一般1,500円、学生1,000円、小～高校生無料

▲ウィズ・ミューズシリーズ
第27回　藤井貴宏　オーボエ・コンサート
8月24日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／サン＝サーンス：白鳥、フォーレ：シシリエン
ヌ、モリコーネ：ガブリエルのオーボエ 他
※プログラムは変更になる場合あり。
出演／オーボエ：藤井貴宏、ピアノ：原田愛
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

第48回日本フィル夏休みコンサート2022
7月30日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／【第1部】ベートーヴェン：交響曲第5番《運命》
より第1楽章、J.S.バッハ：G線上のアリア、ロッシーニ：
《ウィリアム・テル》序曲より「スイス軍の行進 【第2部】

ジャミン・ゼブコンサート2022 in 新百合ヶ丘
9月3日（土）　13：30開場　14：00開演予定
会場／川崎市アートセンター　アルテリオ小劇場 
料金／全席指定 一般6,000円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

第154回あさお芸術のまちコンサート 
～For You～ 秋空のハーモニー
9月4日（日）　14：30開演
会場／麻生市民館 
曲目／主よ、人の望みの喜びよ、トゥーランドット・ファン
タジー、琉球幻想曲、やさしさに包まれたなら、トリッチ・
トラッチ・ポルカ 他
出演／マリンバ・パーカッション：natural BEAT、井上
昭史・真美フルート＆ピアノデュオ、サックス四重奏：
Generale Saxophone Quartet、あさお芸術のまち
合唱団2022、あさお芸術のまち合奏団
＊当日先着順（700名予定）
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116 未

ときめく夏
～東京交響楽団 with 中国のライジング
スターズ～
7月19日（火）　17：30開場　18：30開演 

曲目／サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番、ショパン：
ピアノ協奏曲第2番、ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 
ロ短調
出演／指揮:飯森範親、管弦楽:東京交響楽団、ピアノ：
饒灝（ラオ・ハオ）、チェロ:李拉（リ・ラ）、ピアノ:
孫楡桐（ソン・ユトン）
料金／全席指定 S席7,000円(5,000円)、A席
6,000円（4,000円）、B席4,000円（3,000円）、C席
3,000円（2,000円）　＊（）内は学生（25歳以下）
料金、当日要学生証。
問合せ／（株）揚帆起航　☎044-701-5760

7・8月号の情報は6月17日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回9月10日発刊号は、9月11日から11月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（7月15日締め切り）※掲載無料

★真夏のバッハⅦ
　パイプオルガンで聴く「ゴルトベルク
　変奏曲」
7月24日（日）　　16：00開場　17：00開演
曲目／～オール・J.S.バッハ・プログラム～
トッカータ、アダージョとフーガハ長調、「シュメッリ
歌曲集」から来たれ甘き死よ、来たれ この日、喜び

プ

託

に輝ける黄金の日の光は、心の痛みはわがイエス
を襲う、「アンナ・マクダレーナ・バッハのための
練習帖」から、ヴァイオリンとチェンバロのための
ソナタ第3番、「道を備え、大路を備えよ」から第5曲、
ゴルトベルク変奏曲 （メルカールト編）
出演／パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メル
カールト、ヴァイオリン：玉井菜採、カウンターテナー：
中嶋俊晴 
料金／全席指定 3,000円、U25席1,000円

未

ウィメンズ・ジャズ・フェスティバル＠すくらむ21
8月15日（月）　13：30開場　14：00開演
出演／Les Komatis（レ・コマティ）、
Mix Vox、Kawasaki 源山's
会場・問合せ／男女共同参画センター
（すくらむ21）
☎044-813-0808

申込方法等は
こちらから

チャイコフスキー：バレエ《白鳥の湖》（日本フィル夏休み
コンサート2022版） 【第3部】『鬼滅の刃』より《紅蓮華》～
《炎》、たなばたさま、勇気100％
出演／指揮：永峰大輔、お話とうた：江原陽子、バレエ：
スターダンサーズ・バレエ団、バレエ演出・振付：鈴木稔
料金／全席指定 S席5,200（3,200）円、A席4,200
（2,500）円、B席3,200（1,800）円
※（　）内は子ども料金（4歳～高校生まで）。4歳未満
　は入場不可。
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）

〈オペラの楽しみ　その6～フランスオペラを楽しむ～〉
8月26日（金）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：松原徹
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 

プ

★東京都交響楽団 
　ゴージャス！腕利き集団が奏でる名曲集 
8月2日（火）　　18：00開場　19：00開演
曲目／プロコフィエフ：交響曲第1番「古典交響曲」、
ビゼー：「アルルの女」からパストラール（第2組曲）、
メヌエット（第1組曲）、カリヨン（第1組曲）、アダー
ジェット（第1組曲）、ファランドール（第2組曲）、ラフ
マニノフ：交響的舞曲
出演／指揮：アラン・ギルバート、管弦楽：東京都交響
楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★読売日本交響楽団 
　告別と絶筆。一期一会のシンフォニー
7月29日（金）　　18：00開場　19：00開演
曲目／ハイドン：交響曲第45番「告別」、ブルック
ナー：交響曲第9番（ノヴァーク版）
出演／指揮：井上道義、管弦楽：読売日本交響楽団 
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

プ

託

★超絶技巧のロシアン・ピアニズム 
　オーケストラのあの人気曲を2台ピアノで！
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
曲目／ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から だったん
人の踊り、ストラヴィンスキー：バレエ音楽「春の祭
典」、ラフマニノフ：交響的舞曲
出演／ピアノ：イリヤ・ラシュコフスキー、小川典子
料金／全席指定 一般3,000円、
U25席1,000円 託

★モーツァルト・マチネ　第50回
9月3日（土）　10：30開場　11：00開演 
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲 第13番、メンデルス
ゾーン：ピアノと弦楽のための協奏曲 イ短調
出演／ピアノ弾き振り：小菅優、管弦楽：東京交響楽団

★昭和音楽大学 
　恋と妄想のフランス音楽名曲集
8月9日（火）　17：45開場　18：30開演
曲目／フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」から 
前奏曲、シシリエンヌ、メリザンドの死、シャブリエ：
楽しい行進曲、ハバネラ、スラヴ舞曲、ベルリオーズ：
幻想交響曲
出演／指揮：田中祐子、管弦楽：昭和音楽大学管弦
楽団、テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 1,000円 託

★サマーナイト・ジャズ 
　チック・コリア　トリビュートVol.2　
　名プレイヤーが集結!チック・コリアに捧ぐ
8月6日（土）　　16：00開場　17：00開演コ

プ

★神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
　恩師バーンスタインの傑作とともに
7月28日（木）　　14：00開場　15：00開演
曲目／バーンスタイン：組曲「キャンディード」（C. 
ハーモン編）、ディヴェルティメント、「ウエスト・
サイド・ストーリー」から シンフォニック・ダンス、
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「火の鳥」組曲
（1919年版）
出演／指揮：大植英次、管弦楽：神奈川フィルハー
モニー管弦楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★東京フィルハーモニー交響楽団 
　名コンビとともにアラビアンナイトの
　世界へ!
8月7日（日）　　14：00開場　15：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲、
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲、リムスキー
＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」
出演／指揮：ダン・エッティンガー、ヴァイオリン：
服部百音、管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

プ

★日本フィルハーモニー交響楽団 
　入門者も本格派も歓迎のドイツ音楽プロ
8月10日（水） プ 14：00開場　15：00開演
曲目／J.S.バッハ：G線上のアリア、R.シュトラウス：
4つの最後の歌、ブラームス：交響曲第1番
出演／指揮：現田茂夫、ソプラノ：森谷真理、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4,000円、A席3,000円、B席
2,000円、U25各席種半額 託

プ

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

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

昭 和 音 楽 大 学

◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター
☎044-953-9899（平日10時～18時）
※記載のあるもの以外未就学児入場不可

ミューザ川崎シンフォニーホール
★は：問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200  ※未就学児入場不可

※公演内容・出演者につきましては変更が生じる場合が
　ございます。最新の開催情報は公式サイトでご確認くだ
　さい。

牛田智大ピアノ・リサイタル
9月10日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／麻生市民館 
料金／全席指定 一般4,000円
問合せ／パインオリジン　☎044-989-8548

かわさきブラス・ファミリア　
ファミリーコンサート2022
9月11日（日）　13：15開場　14：00開演 
会場／麻生市民館 
曲目／「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲、森の
くまさんスーザに出会った、ラピュタ～キャッスル・イン・
ザ・スカイ 他
出演／指揮：神田将吾
問合せ／かわさきブラス・ファミリア演奏会担当
☎050-5327-9511
（平日18時～22時、土日祝日8時～22時）

★MUZAランチタイムコンサート 
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）
ミュージカルソー ～のこぎり音楽の世界～
＜夏休みスペシャル!4歳から入場可＞
8月23日（火）　11：30開場　12:10開演 
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／連続テレビ小説「おちょやん」より はすの花、Life 
is Comedy、混沌。そして思いがけない未来へ、
VIOLA、光のさす方へ 他
出演／ミュージカルソー：サキタハヂメ、ピアノ：林正樹
弦楽五重奏で送る、東響楽員が選ぶ日本の名曲・歌謡曲
9月13日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／秋桜 他
出演／東京交響楽団 弦楽五重奏（ヴァイオリン：田尻
順、清水泰明、ヴィオラ：青木篤子、チェロ：伊藤文嗣、
コントラバス：北村一平）
各料金／全席指定 500円

▲沖仁フラメンコギターコンサート
　with 小柳ゆき
8月13日（土）　16：00開場　17：00開演

曲目／ホアキン・ロドリーゴ(沖仁 編曲)：アランフェス
協奏曲よりアダージョ、トラディショナル(沖仁 編曲)：
禁じられた遊び、チック・コリア：スペイン、あなたのキス
を数えましょう、be alive 他
出演／フラメンコギター：沖仁、ピアノ：須藤信一郎、
ベース：藤谷一郎、パーカッション：大儀見元、踊り・
パルマ・カホン：伊集院史朗、踊り・パルマ：清水順子、
ゲスト：小柳ゆき
料金／全席指定 一般5,000円、U18席3,000円

コ ……プレコンサートプ ……プレトーク
＊U25席（小学生以上25歳以下・会場にて
　身分証呈示）

オンライン鑑賞
（ライブ＋アーカイブ配信）
料金／おまとめ券（全19公演）
　　　12,000円 各料金と

購入方法は
こちらから

ゆりがおか児童合唱団 第45回定期演奏会
8月14日（日）　14：30開演
会場／麻生市民館
曲目／だいじなさがしもの、モーツァルトの百面相、さ
んぽ、となりのトトロ、ほたるこい、ハレルヤ、花の街、
野ばら、花、リフレイン
＊事前申込制
問合せ／ゆりがおか児童合唱団
☎080-1404-5816（9時～17時）

多 摩 区
第75回たまアトリウムコンサート
8月17日（水）　12：00開演
会場／多摩区総合庁舎 1階アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3132

多摩ミュージックビレッジ
8月20日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩区ソーシャルデザインセンター（多摩区役所１階）
問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター（水島）
☎044-281-4422

東京交響楽団
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
8月6日（土）　　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
＊詳細は5ページに

麻 生 区

★イッツ・ア・ピアノワールド 
　ピアノは楽しい！こどもたちといっしょに
7月31日（日）　10：15開場　11：00開演 
＊途中休憩なし、1時間プログラム

曲目／ハイドン：ピアノ・ソナタ第62番から 第3楽章、

★新日本フィルハーモニー交響楽団 
　山本直純生誕90年と新日本フィル創立
　50年を祝う!
8月3日（水）　　14：00開場　15：00開演プ

託

曲目／＜本当はマジメな天才、直純さん＞
交響譚詩「シンフォニック・バラード」～新日本フィル
委嘱、和楽器と管弦楽のためのカプリチオ～日本
フィル委嘱（筝：田村法子、三味線：野澤徹也、尺八：
石垣征山、邦楽打楽器：望月太喜之丞、富田慎平、
長田伸一郎 他）
＜歌が大好きだった直純さん＞ 
児童合唱とオーケストラのための組曲「えんそく」
（抜粋）、田園、わが愛～ふるさと 他（抜粋）、童謡
メドレー 1年生になったら～こぶたぬきつねこ～
おーい海～歌えバンバン （編曲・指揮：山本祐ノ介）
合唱：東京音楽大学合唱団有志
＜才能のデパート、直純ファミリーの音楽をご紹介＞
曲目／山本正美：Spring has come 
＜テレビや色々なところで大活躍した直純さん＞
白銀の栄光～札幌五輪入場曲、NHK大河ドラマ
「武田信玄」テーマ曲、（編曲山本祐ノ介）：CMソング、
TV/ラジオ番組メドレー、8時だよ!全員集合、男は
つらいよ 他
出演／指揮：広上淳一、管弦楽：新日本フィルハー
モニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

プ

★東京交響楽団オープニングコンサート 
　ジャズとダンス──虹色の20世紀
7月23日（土）　　14：00開場　15：00開演

曲目／クルターク：シュテファンの墓◆、シェーン
フィールド：4つのパラブル◇、ドビュッシー：第1狂詩
曲★、ストラヴィンスキー：タンゴ、エボニー協奏曲☆、
花火、ラヴェル：ラ・ヴァルス 他
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ギター：鈴木大介◆、
ピアノ：中野翔太◇、クラリネット：𠮷野亜希菜★、
谷口英治☆、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

みぞのくちジェントル・サウンズ吹奏楽団　
第14回定期演奏会
9月3日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／さくらのうた、樹霊幻想、The Seventh Night of 
July(たなばた)、サウンド・オブ・ミュージック・メドレー 他
問合せ／みぞのくちジェントル・サウンズ吹奏楽団（山下）
☎090-8811-9808

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
7月20日(水)、8月17日(水)　
①17：00開演　②18：00開演（予定）
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち･かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

花コンサート
第238回　8月23日（火）　18：00開場　18：30開演
事前申込／7月29日（金）締切
出演／ピアノ：橋本知佳
会場／高津区役所 1階市民ホール（ロビー）
大きな花コンサート2022
9月27日（火）　13：30開場　14：00開演
事前申込／8月12日（金）締切 
会場／川崎市民プラザ
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

★洗足学園音楽大学
　目と耳で楽しむ！ ラヴェルのバレエ傑作選
7月26日（火）　17：30開場　18：30開演
曲目／ラヴェル：マ・メール・ロワ、ラ・ヴァルス、
ボレロ、「ダフニスとクロエ」第2組曲
出演／指揮：秋山和慶、バレエ：洗足学園音楽大学
バレエコース、谷桃子バレエ団、東京シティ・バレエ
団、牧阿佐美バレヱ団、管弦楽：洗足学園ニューフィル
ハーモニック管弦楽団
料金／全席指定 S席1,200円、A席800円 託

yucat PARALLEL 10th
 Anniversary LIVE
～Welcome to Steam Circus～
7月17日（日）　17：00開場　18：00開演
出演／ボーカル：yucat、Steam Circus 団長ヴェリテ役：
立花慎之介、Mr.Perfect Pain役：星波、Eightrings 
Artist：PESTRiCA-ペストリカ-、Dr.Code役(声のみ出演)
檜山修之、水の妖精アポロン役：伊東雅乃、火の妖精メテ
ウス役：植田理沙、黒猫CP役：富城まどか、魔女レッド・パプ
リカ役：真野季節、ローレライ役（ゴスペルボーカル）：Maya、
パイプオルガン：大木麻理、ギター：YASHIRO、弦楽四重
奏：洗足学園音楽大学 Quartet Lilas、オープニングアクト：
川崎フロンターレ公認キャラクターカワサキまるこ
料金／全席指定 8,000円
※3歳以上から要チケット。
　開催日1週間前頃にQRコードと
　座席番号をメールにて
問合せ／（株）パラレルキングダム
☎03-6823-5066 未

託

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタ
イン」から 第1楽章、ドビュッシー：「版画」から 
雨の庭、「前奏曲集第2集」から 交代する三度、
カノープ、花火、グリーグ：「抒情小品集第5集」から 
小人の行進、「抒情小品集第8集」から トロルド
ハウゲンの結婚式
出演／ピアノ：小川典子
料金／全席指定 大人1,500円、こども(4歳～中
学生)500円

託

ⓒRichard Cannon

ⓒMasaaki Tomitoriⓒ篠原栄治

託

曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、エル
ガー：交響曲第1番
出演／指揮：尾高忠明、ピアノ：イリヤ・ラシュコフ
スキー、管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

★大阪フィルハーモニー交響楽団 
　西に大フィルあり! マエストロの十八番
8月5日（金）　　18：00開場 19：00開演プ

ⓒMartin Richardson

曲目／コルンゴルト：組曲「から騒ぎ」から、ヴァイ
オリン協奏曲ニ長調*、武満徹：3つの映画音楽(映
画「ホゼー・トレス」から 訓練と休息の音楽、映画
「黒い雨」から 葬送の音楽、映画「他人の顔」から ワ
ルツ)、プロコフィエフ：バレエ音楽「ロメオとジュリ
エット」組曲から 情景、少女ジュリエット、モンタ
ギュー家とキャピュレット家、仮面、ロメオとジュリ
エット、タイボルトの死、ジュリエットの死
出演／指揮：原田慶太楼（東京交響楽団 正指揮者）、
ヴァイオリン：岡本誠司*、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額 託

★東京交響楽団フィナーレコンサート 
　故郷はシェイクスピア、そして映画
8月11日（木・祝）　　 14：00開場　15：00開演プ

ⓒShin Yamagishi

★東京交響楽団 集まれ!ブラームス偶数派
7月31日（日）　16：15開場　17：00開演
曲目／ブラームス：交響曲第4番、交響曲第2番
出演／指揮：秋山和慶、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額
★神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
　ぜんぶ協奏曲！3人のピアニストが競演
8月6日（土）　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

曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番♥、
サン＝サーンス：ピアノ協奏曲第2番★、ベートー
ヴェン：ピアノ協奏曲第4番＊
出演／指揮：太田弦、ピアノ：横山幸雄＊、古海行子★、
進藤実優♥、管弦楽：神奈川フィルハーモニー管弦楽団
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円、U25各席種半額

ⓒTakafumi Ueno

ⓒZIGEN

★東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 
　チック・コリア　トリビュートVol.1　
　ジャズとスペインを巡る音の饗宴
8月4日（木）　　18：00開場　19：00開演プ

託

曲目／コープランド：クラリネット協奏曲、チック・
コリア：スペイン～六重奏とオーケストラのため
の、リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲、
レスピーギ：交響詩「ローマの松」
出演／指揮：藤岡幸夫、クラリネット：リチャード・
ストルツマン、マリンバ：ミカ・ストルツマン、ジャズ
六重奏（ピアノ：宮本貴奈、ベース：井上陽介、ドラムス：
高橋信之介、トロンボーン：中川英二郎、サックス：
本田雅人、小池修）、管弦楽：東京シティ・フィルハー
モニック管弦楽団 
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席
3,000円、U25各席種半額

ⓒShinYamagishi

ⓒYoshihiro HagiwaraⓒTaira Tairadate

ⓒKaori Nishida

ⓒK.Nakamura

劇団東少ミュージカル「眠れる森の美女」
8月20日（土）　13：45開場　14：30開演
会場／川崎市民プラザ
出演／空乃みゆ（王女）、河村唯（料理番の娘）、龍人
（料理番の若い男） 他
料金／全席指定 2,800円（税込）　＊4歳以上
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131 未

託

曲目／チック・コリア：クリスタル・サイレンス、アル
マンドのルンバ、スペイン、500マイルズ・ハイ、
キャプテン・セニョール・マウス、ウィグワム 他
出演／クラリネット：リチャード・ストルツマン、マリ
ンバ：ミカ・ストルツマン、ジャズ六重奏（ピアノ：宮本
貴奈、ベース：井上陽介、ドラムス：高橋信之介、トロン
ボーン：中川英二郎、サックス：本田雅人、小池修）、
ヴォーカル：ウィリアムス浩子、宮本美季
料金／全席指定 一般4,000円、U25席1,500円

第22回響け！みやまえ太鼓ミーティング
8月27日（土）　13：20開場　13：50開演

未

会場／宮前市民館
出演／宮前区内を中心に活躍する11の太鼓団体、
ゲスト：MUSA、北之台雅楽アンサンブル、こどもの
いえもも保育園、宮崎中学校 他
問合せ／宮前区役所地域振興課
☎044-856-3125

託
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円　

★MUZAスペシャル・ナイトコンサート　 
スライド・モンスターズ
9月9日（金）　19：00開演

託

出演／トロンボーン：中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、
マーシャル・ジルクス、ブラント・アテマ
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生～25歳)
1,500円

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
♬後援申請とロゴマーク・ミュートンイラスト
　の使用
♬市内で活動している
　アーティストを紹介しています
♬音楽施設
♬つながる募集情報



文化芸術活動応援事業
（会場使用料等助成）

対象事業を募集

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

●期間
令和5年3月31日（金）までに実施されるもの。

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

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

募集要項および応募方法等は川崎市文化財団ホームページをご覧ください。

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

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公演や
展示等を実施することが困難な状況が続く中、
文化芸術公演等の主催者に対し、会場使用料等
を助成します。
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2022年8月6日（土）　会場：川崎能楽堂
入場料（全席指定）：各部 正面席 4,500円、脇正面・中正面席 4,000円

3,000円U25 ※脇正面、中正面エリアのみ選択可。25歳以下の方。
　来場時に生年月日のわかる身分証明書をお持ちください。
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◆日時：2022年7月24日（日）14：00～15：30
◆講師：友枝真也（喜多流・シテ方）

●販売方法 川崎能楽堂 TEL：044-222-7995（受付時間10時～17時／水曜定休）
窓口：川崎市川崎区日進町1-37（受付時間10時～17時／水曜定休）

＊チケット購入者が対象。料金無料。

定期能をより楽しむための
事前講座

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

ください。（24時間対応）

問合せ：チケットのご購入／ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンター　☎044-520-0200

日本のトップオーケストラが一堂に会する真夏のクラシックの音楽祭。
オーケストラだけでなく、ジャズ・ピアノ・パイプオルガンなどバラエティ
豊かな全19公演！
ホールでの生演奏はもちろん、日本全国どこからでもご鑑賞いただ
けるオンライン鑑賞もお楽しみいただけます。1度購入すればアーカ
イブは8月末まで見放題！

今年もまるごと生音+生配信！

詳細はフェスタサマーミューザ
ホームページにてご確認ください。昨年の様子

東京交響楽団 ⓒN. Ikegami.

〈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 ̶

チケット好評発売中 ※取扱い座席は全て共通です
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●公募フリーライブ会場

●応募資格

●申込期間●申込方法

•かわさきジャズ2022に関すること •かわジャズLIVE! Rainbowに関すること

速報
７月21日（木）10時よりチケット発売
会場・問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール
☎044-520-0200（10時～18時）　

この他市内ホールやさまざまな会場で
イベント開催予定。お楽しみに！　

出演決定！
大西順子カルテットほか

11月13日（日） 17：00開演　

かわジャズLIVE！ Rainbow 出演者募集

（9月～11月）

おんまちの動画を配信中の
「ミュートンチャンネル」から2つの
動画の紹介です。

川崎をテーマとした曲を中心に、多くの市
民に親しまれている「川崎市民の歌　好
きですかわさき愛の街」、「川崎おどり」を
はじめ、東京交響楽団による川崎フロン
ターレの応援曲「Victory!FRONTALE」な
どを収録。

ベストコレクション第２弾として、「カワサキ
ストリートミュージックバトル」で活躍した
若いアーティストの曲や、「いーじゃんだん
す」で歌われている曲、幻の楽曲として音
楽素材がほとんど見つからなかった「川崎
音頭」、「かわさきミュートン」をテーマにし
た曲や「かわさきの空へ」などを収録。

かわさきジャズ実行委員会　かわジャズLIVE!Rainbow運営担当
カワサキミュージックキャスト（10時～18時、木曜定休）
☎044-272-6636　
〒211-0062 川崎市中原区小杉陣屋町2-13-20
Info@k-m-c.org

かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623
info@kawasakijazz.jp

川 崎 の ご 当 地 ソ ン グ 集

販売場所／かわさき きたテラス、川崎市民プラザ、北野書店、
協議会事務所、Amazon　他

各1,500円（税込）

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

『好きです♡かわさき♪』

『カラフル♡かわさき♪』

おんまち
ベストコレクションCD

詳細はHPまで▶

開催します

ストリートや街中のライブで
「かわさきジャズ」を一緒に盛り上げよう！！

川崎の特徴である「多様性」と「コラボレーション」を活かし、川崎らしさを追求
する音楽フェスティバルとして２０１５年に始まり、今年で８回目となります。ホー
ルでの音楽公演や、市民が活躍するフリーライブなどの地域イベントを広域に
わたって開催します。

商業施設内、街中ステージなど市内8ヶ所

年齢・プロ／アマ不問。各ステージに適した形態での演奏が可能
で、ＳＮＳの投稿・拡散や、かわさきジャズオリジナルグッズの購入、
ＰＲなどかわさきジャズの広報に協力してくださる方。

８月１日（月）～８月２6日（金） 必着
※抽選結果は９月上旬までにお知らせします

ＨＰ（ＱＲコード）からフォームで申込。
エントリーシート、写真、５分程度の映
像（または音源）。
＊いただいた映像は、かわさ
きジャズＨＰへ掲載する可
能性があります。
＊応募多数の場合は抽選

動画を楽しもう！！

アジア交流
音楽祭2022

おんまち・みぞのくちライブ
ドレミファ♪ミュートン～リズムであそぼう～

2年ぶりに生演奏で開催された
「アジア交流音楽祭2022」。
アジア各国の音楽と踊りや、
川崎で活躍中のミュージシャ
ンによるパフォーマンスをダイ
ジェストで公開中。

溝の口のノクティ2マルイで、
月に一回開催するライブ。
手作り楽器（紙皿タンバリ
ン）を作って、「福本純也ファ
ミリーJAZZグループ“観
る・聴く・体験する”」と一緒
に歌って踊る楽しいライブ
です。

＊今後の新型コロナウイルス感染
拡大状況により、中止や変更とな
る場合がありますので、最新情
報はHPでご確認ください。

〈8〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

MUSIC
BRIDGE

PEOPLE
BRIDGE

FUTURE
BRIDGE

音楽でつながる 人とまちがつながる ミライにつなげる

「かわさきジャズ」がつなぐ三つの橋-BRIDGE-




