
第14回狂言全集
人間のおかしさ、悲しさ、愚かしさ。 狂言の哲学がここにある。

KSMBウェブサイト▶

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）問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会  ☎044-544-9641

　川崎大師平間寺の山門前広場で、ダンスエクササイズを楽しむ
「ほしぞらディスコ」が毎月20日に開かれています。イヤホンで音
楽を聴きながら、コロンビア発祥のZumba（ズンバ）をインストラ
クターに合わせて踊ります。子どもたちや赤ちゃんをおんぶした
お母さんも参加するなど、楽しい時間を過ごすことができます。

若手ミュージシャンが参加する勝ち抜き形式のコンテストイベント
「KAWASAKI STREET MUSIC BATTLE!」。過去10回の出演
者から歴代グランプリを中心に6組がスペシャルステージを披露! 

•日時  9月19日（月・祝）12:00～19:00 
•会場  川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）

イベントを除く、「音楽のまち・かわさき」をPRす
る事業で「応援ロゴ・マーク」を使用できます。
一緒に川崎のまちを盛り上げましょう♪

使用申請はおんまちホームページで受け付けて
います。
音楽イベントへの後援依頼も同様にホームペー
ジよりご申請ください。

使用例：封筒、名刺、パンフレット、ホームページ等
※非営利の物品が対象です。営利目的での使用についてはお問合せください。

♪ミュージックスポット♪

●問合せ／大師ONE博　☎080-5546-5641

ほしぞらディスコ

2022年10月15日（土） 14:00開演（13:30開場）
「蚊相撲」 山本　則秀　「布施無経」 山本東次郎（人間国宝）
「蜘盗人」 山本泰太郎　狂言のお話  山本東次郎

川崎能楽堂

9月12日（月）より発売（先着順）※取扱い座席は全て共通です

「音楽のまち・かわさき」

応援ロゴ・マーク

みんなで楽
しく

夜遊びしよ
う！！

開催は毎月20日の18時半～20時（雨天時特別会場）
事前申込制で、参加費1,000円（小学生以下無料）
詳細・申込みは「大師ＯＮＥ博」HP（QR）より

蚊相撲（撮影：尾形美砂子） 蜘盗人（撮影：尾形美砂子）

布施無経
（撮影：神田佳明）

会場

正面席………………3,500円（全席指定）
脇正面・中正面席……3,000円（全席指定）

料金

チケット発売

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）
※窓口は翌日10時～販売いたします。

TEL：0120-240-540
（平日10時～18時）

WEB：川崎市文化財団ホームページよりご確認ください。
（24時間対応※初日は10時～）

申請ページ

〈8〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

カンフェティ

川崎駅前フェス　KSMBスペシャルライブ

12：00　サニチル・サニママ
（オープニング）

12：45　澪

13：30　DONOR NON
SUGAR 

14：15　オルタード

15：00　imim

15：45　style-3!

キッチンカーと
共にお楽しみ
ください

川崎能楽堂

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

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

企画・編集/八幡印刷（株）　無断掲載・複写禁止   

詳しいイベント情報は
音楽のまち 検 索

※詳細は7ページに

〈1〉̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

※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

川崎駅前フェス
9月17日（土）、18日（日）、19日（月・祝）
10月22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）
12：00開演
会場／川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）

ADDICT OF THE TRIP MINDS
Afternoon Chill Out Session
9月16日（金）　13：30開場　14：00開演
Night of Blow  
9月16日（金）　18：00開場　19：00開演
会場／CLUB CITTA'
出演／ADDICT OF THE TRIP MINDS（ヴォーカル・
ギター：岡本健一、ベース：川上シゲ、ドラムス：Motom、
ギター：田中志門）
料金／全席指定 指定席券8,800円、Free RECシート
12,000円、昼・夜通し券15,500円、Free RECシート
昼・夜通し券 21,000円
＊Free REC シート：客席後方席。あらゆる撮影・録音
　機材などを使用して、ステージの写真・動画を撮影可能
　な席。撮影した映像はSNSなどに投稿可。
問合せ／チッタワークス
☎044-276-8841（平日12時～18時）

“KAWASAKI RAGAZZE☆FESTA”
～らが☆ふぇす～
9月29日（木）　14：45開場　15：15開演
会場／CLUB CITTA'
出演／石橋哲也(MC)、元NGT48 荻野由佳、元乃
木坂46 真洋、et-アンド- 他
料金／VIP前方エリア8,000円、一般4,300円、2階
指定席6,500円、当日券5,300円、女性割3,000円
＊1ドリンク600円
問合せ／（株）SOUNDNAUTS（松本、中馬）
☎080-8063-8065

銀座街バスカーライブ
毎週土曜・日曜・祝日　13：00開演
浴衣まつり2022
9月23日（金・祝）　13：00開演
出演／小野亜里沙、前田有加里、marina、はんぶんこ
大人の浴衣まつり2022
9月25日(日)　13：00開演
出演／松岡里果、上村叶恵、大森真理子、南紗椰、伊藤
さくら
問合せ／銀座街愛知ふとん店（小林）
☎044-211-2251

川 崎 区

第14回狂言全集
10月15日(土)　13：30開場　14：00開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は8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
11月2日（水）　11：30開場　12：10開演 
事前申込／10月17日から先着順（60名）
会場／川崎市役所第3庁舎 １階 ロビー

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）

出演／ピアノ：中山千晶
問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

未…未就学児入場可

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

未

夢こんさぁと
第190回　10月20日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／9月20日（火）締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／サクソフォン四重奏：saxophone DICT
第191回　11月17日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／10月20日（木）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／ヴァイオリン、ヴィオラ：Duo Mille
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

水曜ナイトライブ in LAZONA
9月14日（水）、28日（水）、10月12日（水）、26日（水）、
11月9日（水）
18：00開演
会場／ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場
問合せ／運営委員会事務局　☎044-200-3725

古渡智江 チャリティー 虹色コンサート
10月6日（木）　昼の部 13：30開場　14：00開演 
　　　　　　　夜の部 17：00開場　17：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／【昼の部】コスモスの音色、ゴッドファーザー愛
のテーマ、愛は限りなく、オペラ「ママも知る通り」、
Melodies of Love（ピアノ）、ルパン三世のテーマ（フ
ルート） 他
【夜の部】燃える秋、希望、恋のアランフェス、オペラ
「誰も寝てはならぬ」、Tico Tico（ピアノ）、スペイン
（フルート） 他
出演／ソプラノ：古渡智江、ピアノ：土肥弘明、フルート：
佐藤梢
料金／各公演（1回分）3,000円、2公演セット5,000円
＊事前予約制
問合せ／コンサート実行委員会
☎044-811-7863（不在時は留守電対応）

川崎ウインドオーケストラ　第20回定期演奏会
10月23日（日）　14：30開場　15：00開演
会場／幸市民館
曲目／シンフォニア・ノビリッシマ、マードックからの
最後の手紙、ジャパニーズ・グラフィティXVII、美空ひばり
メドレー、YOUNG MAN -YMCA- 他
出演／指揮：仲辻征史
問合せ／定期演奏会実行委員　☎090-9018-4894

川崎市民合唱団 第76回 定期演奏会
10月29日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／幸市民館
曲目／大中恩：《子供のうた》による混声三部合唱曲集 
いぬのおまわりさん より 「いぬのおまわりさん」、
「サッちゃん」、混声合唱のためのメドレー TOKYO
物語 より 「リンゴの唄」、「東京ブギウギ」、団員創作曲 
（作曲：小林瑶子）：楽しく うたおう、うたが大好き 他
出演／指揮：小林礼子、ピアノ：小林瑶子、川崎市民合唱団
問合せ／川崎市民合唱団（谷村）　☎044-233-6016

未

かわさき区ビオラコンサート
11月2日（水）　11：30開場　12：10開演 
事前申込／10月17日から先着順（60名）
会場／川崎市役所第3庁舎 １階 ロビー

クロマチック・ハーモニカの音楽会 vol.6
11月4日（金）　13：00開場　13：30開演
会場／かわさきゆめホール
出演／ピアノ：棚橋由美、司会：武藤歌織、クロマティック・
ハーモニカ：畠山実桜 他
問合せ／畠山　☎050-5241-2992

未

第3回　誰でもチャレンジコンサート
11月5日（土）　12：45開場　13：30開演
会場／川崎市総合自治会館
出演／公募による出演者、鍵盤ハーモニカ楽団
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

モザンビークとソロモン諸島学校支援コンサート
11月11日（金）　17：30開場　18：30開演
会場／川崎市総合自治会館
曲目／サンタ・ルチア、マイ・ウェイ、フニクリフニクラ、
見上げてごらん夜の星を、もう飛ぶまいぞこの蝶々 他
出演／バリトン：宮本史利、 ピアノ：高梨壮一郎
料金／全席自由 大人2,800円、18歳以下1,500円
問合せ／M&Sチャリティーコンサート 実行委員会
☎070-8490-1971

川崎市三曲協会創立70周年記念＆第100回
定期演奏会
11月12日（土）　9：30開場　11：00開演
会場／中原市民館
曲目／春の海、松上の鶴、八千代獅子 他
問合せ／川崎市三曲協会事務局（山田）
☎045-303-1916（12時以降）

第117回ランチタイム・ロビーコンサート
10月20日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／Mozartのさいころ遊び、さくら、Part of Your 
World（映画『リトルマーメイド』より）、フニクリ・フニ
クラ、カルメン間奏曲、てぃんさぐぬ花
出演／合唱・三線・フルート・笛：La Luce（ラ ルーチェ)
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

南武線フォーク村【創立45周年】記念コンサート
9月19日（月・祝）　10：30開場　10：55開演
会場／中原市民館
出演／ラッキーキャッツ、上野恭平、モリさん、IRIS、三つ
の風車、臨機応変/なかむら、Ｍartin028K with 
Yumi、富塚保之助倶楽部、MJ、GABU、風車ファミリー、
Ｋ（ケイ）、ポテトバンド、ペパーミント
問合せ／南武線フォーク村村長（大塚）
☎044-533-6536、090-6175-7853

中原区制50周年記念イベント
9月23日（金・祝）　16：00～17：30
会場／グランツリー武蔵小杉 1階 アクアドロップ
＊「きつねのトンプソン」スペシャルライブあり
問合せ／中原区役所地域振興課　☎044-744-3324

第45回 口笛世界大会 (WWC2022)
オープニングコンサート
10月6日（木）　18：30開場　19：00開演
会場／国際交流センター
出演／武田裕煕（MMW2019 優勝）、分山貴美子
（IWC2007 優勝）、りょうすけ（MMW2015 準優勝）、
YOKO（WWC2018 優勝）、ピアノ：千葉岳洋 他
料金／全席自由 一般当日3,000円、一般前売2,500円、
大会出場者一般2,000円、中高生1,500円、小学生
1,000円、オンライン視聴1,000円
口笛シンポジウム
10月7日（金）　17：30開場　18：00開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
内容／①「音楽業界からみた口笛の今ー未来への提言」、
②「カナリア諸島の指笛言語『シルボ・ゴメロ』について」、
③「現代アートにおける表現方法としての口笛」、
④「演奏レベルを一段上げる口笛の技術」　
＊②③はZoomでのオンライン
出演／①口笛太郎 (日本口笛奏者連盟理事、音楽プロ
デューサー)、②③レネ・レクシェ(スロベニア・現代アーティ
スト)、ジャック・マコンビー(スコットランド・現代アー
ティスト)、④青柳呂武 (IWC2014優勝、GWC審査員)
料金／全席自由 一般1,000円、大会出場者500円
*要予約（定員オーバーの場合は先着順）
問合せ／音はこ（口笛世界大会・口笛シンポジウム担当）
☎03-5715-7071（平日 9時～17時）
本大会
10月7日（金）　10：30開場　11：00開演
　　 8日（土）　10：00開場　10：30開演
　　 9日（日） 　 9：30開場　10：00開演
会場／国際交流センター
出演／音源審査を通過した、一般公募の口笛奏者
問合せ／大会事務局　☎042-593-7779

音楽喫茶 in なかはら
9月16日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：稲葉栄子
10月21日（金）　13：30開場　14：00開演 
出演／ナビゲーター・ピアノ：市川素雅子
会場／かわさきゆめホール
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

映像オペラを楽しむ会
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
10月例会　10月20日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／チャイコフスキー：エフゲニー・オネーギン
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／全席自由 年会費（12回）5,000円、1回券
1,000円
問合せ／事務局(山本)　☎080-5083-2446

中 原 区

オペラ「椿姫」
10月29日（土）　17：00開場　17：30開演
会場／ラゾーナ川崎 プラザソル
曲目／乾杯の歌、そは彼の人か、燃える心を、プロヴァ
ンスの海と陸、パリを離れて 他

Tahiti Festa 2022 Musashikosugi
9月17日（土）、18日（日）、19日（月・祝）　
11：00～20：00（予定）

会場／こすぎコアパーク、グランツリー武蔵小杉
内容／タヒチアンダンスショー、ゲストステージ 他
出演／日本国内で活躍する総勢1000名以上のタヒチ
アンダンサー及びゲスト
問合せ／タヒチプロモーション（江藤） 
☎045-321-0693（平日11時～18時）

出演／指揮：鳴海優一、ピアノ：矢崎恭子、演技指導：
たきざわ勝彦、ヴィオレッタ：臼井志保子、アルフレード：
三枝正文、ジェルモン：門倉光太郎、フローラ：岩本
久美、アンニーナ：石川真理子、ガストン子爵：佐藤薫、
ドゥフォール男爵：田中拓風、ドゥビニー侯爵：鈴木
淑博、グランヴィル医師：三輪直樹、ジュゼッペ：上野
均、農夫（フローラの使用人）：原嶋治彦
料金／全席自由 3,000円
問合せ／臼井　☎090-2425-3103

In Unity Special Live
9月23日（金・祝）　10：20開場　10：30開演
会場／グランツリー武蔵小杉
問合せ／In Unity実行委員会　☎ 044-744-3324 未

出演／ピアノ：中山千晶
問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶ 〈2〉

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

　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

川崎駅前フェス
9月17日（土）、18日（日）、19日（月・祝）
10月22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）
12：00開演
会場／川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）

ADDICT OF THE TRIP MINDS
Afternoon Chill Out Session
9月16日（金）　13：30開場　14：00開演
Night of Blow  
9月16日（金）　18：00開場　19：00開演
会場／CLUB CITTA'
出演／ADDICT OF THE TRIP MINDS（ヴォーカル・
ギター：岡本健一、ベース：川上シゲ、ドラムス：Motom、
ギター：田中志門）
料金／全席指定 指定席券8,800円、Free RECシート
12,000円、昼・夜通し券15,500円、Free RECシート
昼・夜通し券 21,000円
＊Free REC シート：客席後方席。あらゆる撮影・録音
　機材などを使用して、ステージの写真・動画を撮影可能
　な席。撮影した映像はSNSなどに投稿可。
問合せ／チッタワークス
☎044-276-8841（平日12時～18時）

“KAWASAKI RAGAZZE☆FESTA”
～らが☆ふぇす～
9月29日（木）　14：45開場　15：15開演
会場／CLUB CITTA'
出演／石橋哲也(MC)、元NGT48 荻野由佳、元乃
木坂46 真洋、et-アンド- 他
料金／VIP前方エリア8,000円、一般4,300円、2階
指定席6,500円、当日券5,300円、女性割3,000円
＊1ドリンク600円
問合せ／（株）SOUNDNAUTS（松本、中馬）
☎080-8063-8065

銀座街バスカーライブ
毎週土曜・日曜・祝日　13：00開演
浴衣まつり2022
9月23日（金・祝）　13：00開演
出演／小野亜里沙、前田有加里、marina、はんぶんこ
大人の浴衣まつり2022
9月25日(日)　13：00開演
出演／松岡里果、上村叶恵、大森真理子、南紗椰、伊藤
さくら
問合せ／銀座街愛知ふとん店（小林）
☎044-211-2251

川 崎 区

第14回狂言全集
10月15日(土)　13：30開場　14：00開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は8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
11月2日（水）　11：30開場　12：10開演 
事前申込／10月17日から先着順（60名）
会場／川崎市役所第3庁舎 １階 ロビー

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）

出演／ピアノ：中山千晶
問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

未…未就学児入場可

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

未

夢こんさぁと
第190回　10月20日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／9月20日（火）締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／サクソフォン四重奏：saxophone DICT
第191回　11月17日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／10月20日（木）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／ヴァイオリン、ヴィオラ：Duo Mille
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

水曜ナイトライブ in LAZONA
9月14日（水）、28日（水）、10月12日（水）、26日（水）、
11月9日（水）
18：00開演
会場／ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場
問合せ／運営委員会事務局　☎044-200-3725

古渡智江 チャリティー 虹色コンサート
10月6日（木）　昼の部 13：30開場　14：00開演 
　　　　　　　夜の部 17：00開場　17：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／【昼の部】コスモスの音色、ゴッドファーザー愛
のテーマ、愛は限りなく、オペラ「ママも知る通り」、
Melodies of Love（ピアノ）、ルパン三世のテーマ（フ
ルート） 他
【夜の部】燃える秋、希望、恋のアランフェス、オペラ
「誰も寝てはならぬ」、Tico Tico（ピアノ）、スペイン
（フルート） 他
出演／ソプラノ：古渡智江、ピアノ：土肥弘明、フルート：
佐藤梢
料金／各公演（1回分）3,000円、2公演セット5,000円
＊事前予約制
問合せ／コンサート実行委員会
☎044-811-7863（不在時は留守電対応）

川崎ウインドオーケストラ　第20回定期演奏会
10月23日（日）　14：30開場　15：00開演
会場／幸市民館
曲目／シンフォニア・ノビリッシマ、マードックからの
最後の手紙、ジャパニーズ・グラフィティXVII、美空ひばり
メドレー、YOUNG MAN -YMCA- 他
出演／指揮：仲辻征史
問合せ／定期演奏会実行委員　☎090-9018-4894

川崎市民合唱団 第76回 定期演奏会
10月29日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／幸市民館
曲目／大中恩：《子供のうた》による混声三部合唱曲集 
いぬのおまわりさん より 「いぬのおまわりさん」、
「サッちゃん」、混声合唱のためのメドレー TOKYO
物語 より 「リンゴの唄」、「東京ブギウギ」、団員創作曲 
（作曲：小林瑶子）：楽しく うたおう、うたが大好き 他
出演／指揮：小林礼子、ピアノ：小林瑶子、川崎市民合唱団
問合せ／川崎市民合唱団（谷村）　☎044-233-6016

未

かわさき区ビオラコンサート
11月2日（水）　11：30開場　12：10開演 
事前申込／10月17日から先着順（60名）
会場／川崎市役所第3庁舎 １階 ロビー

クロマチック・ハーモニカの音楽会 vol.6
11月4日（金）　13：00開場　13：30開演
会場／かわさきゆめホール
出演／ピアノ：棚橋由美、司会：武藤歌織、クロマティック・
ハーモニカ：畠山実桜 他
問合せ／畠山　☎050-5241-2992

未

第3回　誰でもチャレンジコンサート
11月5日（土）　12：45開場　13：30開演
会場／川崎市総合自治会館
出演／公募による出演者、鍵盤ハーモニカ楽団
問合せ／かわさきミュージックチャレンジ
☎090-8178-8280

モザンビークとソロモン諸島学校支援コンサート
11月11日（金）　17：30開場　18：30開演
会場／川崎市総合自治会館
曲目／サンタ・ルチア、マイ・ウェイ、フニクリフニクラ、
見上げてごらん夜の星を、もう飛ぶまいぞこの蝶々 他
出演／バリトン：宮本史利、 ピアノ：高梨壮一郎
料金／全席自由 大人2,800円、18歳以下1,500円
問合せ／M&Sチャリティーコンサート 実行委員会
☎070-8490-1971

川崎市三曲協会創立70周年記念＆第100回
定期演奏会
11月12日（土）　9：30開場　11：00開演
会場／中原市民館
曲目／春の海、松上の鶴、八千代獅子 他
問合せ／川崎市三曲協会事務局（山田）
☎045-303-1916（12時以降）

第117回ランチタイム・ロビーコンサート
10月20日（木）　12：00開場　12：10開演
会場／生涯学習プラザ
曲目／Mozartのさいころ遊び、さくら、Part of Your 
World（映画『リトルマーメイド』より）、フニクリ・フニ
クラ、カルメン間奏曲、てぃんさぐぬ花
出演／合唱・三線・フルート・笛：La Luce（ラ ルーチェ)
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

南武線フォーク村【創立45周年】記念コンサート
9月19日（月・祝）　10：30開場　10：55開演
会場／中原市民館
出演／ラッキーキャッツ、上野恭平、モリさん、IRIS、三つ
の風車、臨機応変/なかむら、Ｍartin028K with 
Yumi、富塚保之助倶楽部、MJ、GABU、風車ファミリー、
Ｋ（ケイ）、ポテトバンド、ペパーミント
問合せ／南武線フォーク村村長（大塚）
☎044-533-6536、090-6175-7853

中原区制50周年記念イベント
9月23日（金・祝）　16：00～17：30
会場／グランツリー武蔵小杉 1階 アクアドロップ
＊「きつねのトンプソン」スペシャルライブあり
問合せ／中原区役所地域振興課　☎044-744-3324

第45回 口笛世界大会 (WWC2022)
オープニングコンサート
10月6日（木）　18：30開場　19：00開演
会場／国際交流センター
出演／武田裕煕（MMW2019 優勝）、分山貴美子
（IWC2007 優勝）、りょうすけ（MMW2015 準優勝）、
YOKO（WWC2018 優勝）、ピアノ：千葉岳洋 他
料金／全席自由 一般当日3,000円、一般前売2,500円、
大会出場者一般2,000円、中高生1,500円、小学生
1,000円、オンライン視聴1,000円
口笛シンポジウム
10月7日（金）　17：30開場　18：00開演
会場／国際交流センター レセプションルーム
内容／①「音楽業界からみた口笛の今ー未来への提言」、
②「カナリア諸島の指笛言語『シルボ・ゴメロ』について」、
③「現代アートにおける表現方法としての口笛」、
④「演奏レベルを一段上げる口笛の技術」　
＊②③はZoomでのオンライン
出演／①口笛太郎 (日本口笛奏者連盟理事、音楽プロ
デューサー)、②③レネ・レクシェ(スロベニア・現代アーティ
スト)、ジャック・マコンビー(スコットランド・現代アー
ティスト)、④青柳呂武 (IWC2014優勝、GWC審査員)
料金／全席自由 一般1,000円、大会出場者500円
*要予約（定員オーバーの場合は先着順）
問合せ／音はこ（口笛世界大会・口笛シンポジウム担当）
☎03-5715-7071（平日 9時～17時）
本大会
10月7日（金）　10：30開場　11：00開演
　　 8日（土）　10：00開場　10：30開演
　　 9日（日） 　 9：30開場　10：00開演
会場／国際交流センター
出演／音源審査を通過した、一般公募の口笛奏者
問合せ／大会事務局　☎042-593-7779

音楽喫茶 in なかはら
9月16日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ピアノ：稲葉栄子
10月21日（金）　13：30開場　14：00開演 
出演／ナビゲーター・ピアノ：市川素雅子
会場／かわさきゆめホール
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

映像オペラを楽しむ会
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
10月例会　10月20日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／チャイコフスキー：エフゲニー・オネーギン
会場／国際交流センター
出演／解説：竹内貴久雄
料金／全席自由 年会費（12回）5,000円、1回券
1,000円
問合せ／事務局(山本)　☎080-5083-2446

中 原 区

オペラ「椿姫」
10月29日（土）　17：00開場　17：30開演
会場／ラゾーナ川崎 プラザソル
曲目／乾杯の歌、そは彼の人か、燃える心を、プロヴァ
ンスの海と陸、パリを離れて 他

Tahiti Festa 2022 Musashikosugi
9月17日（土）、18日（日）、19日（月・祝）　
11：00～20：00（予定）

会場／こすぎコアパーク、グランツリー武蔵小杉
内容／タヒチアンダンスショー、ゲストステージ 他
出演／日本国内で活躍する総勢1000名以上のタヒチ
アンダンサー及びゲスト
問合せ／タヒチプロモーション（江藤） 
☎045-321-0693（平日11時～18時）

出演／指揮：鳴海優一、ピアノ：矢崎恭子、演技指導：
たきざわ勝彦、ヴィオレッタ：臼井志保子、アルフレード：
三枝正文、ジェルモン：門倉光太郎、フローラ：岩本
久美、アンニーナ：石川真理子、ガストン子爵：佐藤薫、
ドゥフォール男爵：田中拓風、ドゥビニー侯爵：鈴木
淑博、グランヴィル医師：三輪直樹、ジュゼッペ：上野
均、農夫（フローラの使用人）：原嶋治彦
料金／全席自由 3,000円
問合せ／臼井　☎090-2425-3103

In Unity Special Live
9月23日（金・祝）　10：20開場　10：30開演
会場／グランツリー武蔵小杉
問合せ／In Unity実行委員会　☎ 044-744-3324 未

出演／ピアノ：中山千晶
問合せ／川崎区役所地域振興課　☎044-201-3127

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶ 〈2〉

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

9・10月号の情報は8月24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11月10日発刊号は、11月11日から2023年1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！（9月16日締め切り）※掲載無料

川崎いのちの電話
活動支援チャリティーコンサート
「日本のうた122年を90分で」
10月1日（土）　13：00開場　14：00開演 
会場／麻生市民館
出演／構成・ピアノ：青島広志、ソプラノ：赤星啓子、
テノール：小野勉、バリトン：三塚至
料金／全席自由 3,500円
問合せ／社会福祉法人 川崎いのちの電話事務局
☎044-722-7121（平日10時～18時）

第20回麻生シャンソン フェスティバル 
ラ・シャンソンエヌ チャリティーコンサート
9月22日（木）　16：00開場　16：30開演
会場／麻生市民館
曲目／リヨン駅、おおわが人生、ふるさとの山、枯葉、
メケメケ、夢破れて、ラストダンスは私に、歌ある限り、
人生は楽しい、今・今・今、ボンボヤージュ 他
出演／ゲスト歌手：美川憲一、ピアノ：久保田廣和、ベース：
山口じゅん、ドラム：野村和雄、キーボード：藤山正史、
歌い手：麻生区及び近隣在住ラ・シャンソンエヌの仲間たち
料金／全席指定 A席3,000円、B席2,500円、C席
2,000円
問合せ／ラ・シャンソンエヌ（黒川）
☎045-971-3433

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第75回定期演奏会
10月23日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／麻生市民館
曲目／チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリ
エット」、ラフマニノフ：交響曲第2番
出演／指揮：田中健
料金／全席指定 1,000円
問合せ／麻生フィルハーモニー管弦楽団
☎ 090-2676-4488

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／演奏会担当　☎050-5327-9511
（平日18時～22時、土日祝8時～22時）

麻 生 区

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。

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～
9月29日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小野高弘
第262回例会
＜オペラの楽しみ　その6～フランスオペラを楽しむ～＞
10月9日（日）　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

かわさきジャズ2022　ジャズアカデミー
第1回
「バンドネオンを取り巻く歴史と、ポスト・ピアソラ」
9月30日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／「タンゴの革命家」と称されるピアソラ没後
30年の今年。バンドネオンを取り巻く歴史とピア
ソラの軌跡を辿りつつ、現在へと続くバンドネオン・
ミュージックの世界を紐解きます。
出演／早川純（バンドネオン奏者）
第2回
「チッタ、たった、100年。 チッタグループ100年の歴史」
10月14日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／何故創業が日暮里だったのか?何故映画館
だったのか？何故川崎に拠点を移したのか?何故
ラ チッタデッラだったのか?何故「カワハロ」が
終わったのか…?創業から100年の歴史秘話を初
公開します。
出演／土岐一利、若井悠樹（（株）チッタエンターテイ
メント）
第3回
「サッチモとジャズの故郷ニューオリンズに魅せられて
　外山喜雄・恵子の『サッチモ人生』」
10月21日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／サッチモの貴重なヴィジュアル資料を交え
ながら、56年にわたる音楽活動、ニューオーリンズ
での武者修行、サッチモへの思い、社会活動などを
語ります。
出演／外山喜雄（トランペット、ボーカル）、外山
恵子（ピアノ、バンジョー）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席自由 各回1,500円
受講チケット／かわさきジャズチケットオンライン
で販売中
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月15日（木）、22日（木）、10月6日（木）、20日（木）、
27日（木）、11月10日（木）
19：00開演
9月21日（水）、10月5日（水）、26日（水）、11月2日（水）、
9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

公 開 講 座

読売日本交響楽団　第6回川崎マチネーシリーズ
9月28日（水）　14：00開演
曲目／J.S.バッハ（ウェーベルン編）：「音楽の捧げもの」
から「6声のリチェルカーレ」、モーツァルト：ピアノ協奏
曲第24番、ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
出演／指揮：鈴木優人、ピアノ：アレクサンドラ・ドヴガン、
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）

ザッツ管弦楽団第20回定期演奏会
10月8日（土）　17：00開場　17：45開演
曲目／ショスタコーヴィチ：交響曲第7番、チャイコフ
スキー：「ロメオとジュリエット」
出演／指揮：田部井剛
料金／全席指定 1,000円　＊要申込
問合せ／事務局　☎090-9008-8751（10時～17時）

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
阪田知樹　ピアノ・リサイタル
《指先で紡ぐ踊りの音楽史》
10月9日（日）　13：30開演
曲目／J.S.バッハ（阪田知樹）：アダージョBWV564、
J.S.バッハ（ブゾーニ）：シャコンヌBWV1004R.、
シューマン：蝶々 op.2、シューベルト（リスト）：ヴィーン
の夜会 S.427/R.252 より 第6番、ラヴェル：高雅で
感傷的なワルツ、ガーシュウィン（ワイルド）：7つの
ヴィルトゥオーゾ練習曲より、バラキレフ：イスラメイ
出演／ピアノ：阪田知樹

◇［教養講座］「ロマン派音楽の世界」
　～シューベルトとショパン～（全4回）　
第1回　シューベルト第1章
 9月17日（土）　14：00開場　14：30開講
第2回　シューベルト第2章
10月15日（土）　14：00開場　14：30開講
第3回　ショパン第1章
10月29日（土）　14：00開場　14：30開講 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）
※第4回は12月3日（土）開講

◇［教養講座］バッハのお話し
～作品とその生涯～　（全2回）　
Ⅰ.その生涯とそれぞれの時代の作品
9月11日（日）　13：30開場　14：00開講
Ⅱ.フルートが関連する作品とその背景
10月1日（土）　13：30開場　14：00開講 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室

◇ジェラール・プーレ レクチャー＆コンサート
　『フランス音楽の至芸』
　～ドビュッシー生誕160年に寄せて～
9月24日（土）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
内容／【レクチャー】「ドビュッシーについて」、「フラ
ンス音楽の演奏について」
曲目／ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 ト長調、ヴァイオ
リン・ソナタ、サン＝サーンス：ハバネラ、ゴーベール：
古代のメダル、フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
出演／ヴァイオリン：ジェラール・プーレ、ピアノ・通訳：
川島余里、フルート：藤田真頼、サクソフォーン：野原武伸、
司会：小森谷巧
料金／全席指定 一般3,500円、学生1,500円

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
9月27日（火）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール

◇［教養講座］バロック音楽講座
10月27日（木）　①13：30開場　14：00開講 
　　　　　　　　②18：00開場　18：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
内容／①『フレンチ・バロック音楽の親しみ』
　　　②『J.S.バッハの無伴奏作品を深読み』
講師・チェロ／島根朋史
料金／全席指定 各回一般1,500円、学生1,000円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

◇昭和音楽大学第29回コンチェルト定期演奏会
①10月22日（土）　13：15開場　14：00開演
②11月12日（土） 　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：海老原光、ソリスト：本学在学中の成績優秀
者、管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇昭和音楽大学オペラ公演2022
　《フィガロの結婚》全4幕　
　原語(イタリア語)上演／日本語字幕付
10月8日（土）　13：15開場　14：00開演
　　　9日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／●8日（土）アルマヴィーヴァ伯爵：岩美陽大、伯爵
夫人：福留なぎさ、スザンナ：米田七海、フィガロ：小野寺
光、ケルビーノ：大隈有花里、マルチェリーナ：荒川茉捺、
バルトロ：宮村春樹、バジリオ：西山広大、ドン・クル
ツィオ：原優一、バルバリーナ：鎌田麗、アントニオ：
ウムット・トゥルソン、花娘（両日）：上野由貴・長島晴佳
●9日（日）アルマヴィーヴァ伯爵：市川宥一郎、伯爵夫人：
木村有希、スザンナ：山口はる絵、フィガロ：小野田佳祐、
ケルビーノ：山下美和、マルチェリーナ：宇津木明香音、
バルトロ：徐大愚、バジリオ：原優一、ドン・クルツィオ：
西山広大、バルバリーナ：塚本雛、アントニオ：安塚久理人
料金（各日）／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、
B席3,000円、学生(B席のみ)1,000円

◇昭和音楽大学オペラ公演2022
　プレ講座 第2回《フィガロの結婚》の楽しみ方
9月18日（日）　14：00開講
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／小畑恒夫
料金／1,000円、小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

▲カルッツ レクチャーコンサート 
　「なぜ日本人はかくもショパンが好きなのか」
9月26日（月）　13：00開場　14：00開演
曲目／ショパン：幻想ポロネーズ 変イ長調、バラード 
ト短調、ノクターン ロ長調、スケルツォ 嬰ハ短調、4つの
マズルカ、ワルツ 変ニ長調、嬰ハ短調、エチュード ホ長調
※プログラムは変更になる場合があります。
出演／講師・演奏：川染雅嗣(昭和音楽大学教授)、ゲスト：
森岡葉(音楽ジャーナリスト)
料金／全席指定 500円

カルッツかわさき開館5周年記念　
オペラ・ガラ・コンサート
10月2日(日)　13：15開場　14：00開演
曲目／〈字幕スーパー有り〉／ロッシーニ：オペラ「ウィリ
アム・テル」序曲、ベッリーニ：オペラ「夢遊病の娘」より
“今日は何という美しい日”、プッチーニ：オペラ「ラ・ボ
エーム」より“冷たき手”、ビゼー：オペラ「カルメン」より
“諸君の乾杯を喜んで受けよう”（闘牛士の歌）、ヴェル
ディ：オペラ「アイーダ」より“勝ちて帰れ” 他
出演／ソプラノ：廣田美穂、光岡暁恵、メッゾ・ソプラノ：
髙橋未来子、依光ひなの、テノール：海道弘昭、村上敏明、
バリトン：市川宥一郎、牧野正人、指揮：田中祐子、司会：
折江忠道（藤原歌劇団総監督）、合唱：藤原歌劇団合唱部、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時～18時）

▲ウィズ・ミューズシリーズ
　第28回 江藤有希 アコースティックトリオ・
　コンサート
10月26日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／文部省唱歌：みなと、A.カルロス・ジョビン：イパ
ネマの娘、江藤有希：splash 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ヴァイオリン：江藤 有希、チェロ：橋本歩、ギター：
笹子重治
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

沖縄芸能大会第85回公演
10月16日（日）　13：00開場　13：30開演
内容／古典舞踊、雑踊り、創作舞踊、古典音楽、沖縄民謡、
器楽合奏など沖縄芸能16演目。
出演／川崎沖縄芸能研究会所属各音楽研究所および
舞踊研究所
料金／全席自由 前売1,000円、当日1,200円
問合せ／川崎沖縄県人会館　☎044-233-8584

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

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　
県民名曲シリーズ第14回
9月17日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲、“私は
町のなんでも屋”、“今の歌声は”、モーツァルト：歌劇
「フィガロの結婚」序曲、“もう飛ぶまいぞ、この蝶々”、
“愛の神よ、安らぎを与えたまえ”、“手紙の二重唱”、ヴェル
ディ：歌劇「運命の力」より“Pace Pace mio Dio”、歌劇
「ドンカルロ」より“Per me la vendetta del Re lo 
morro”、歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
出演／指揮・ナビゲート：現田茂夫、ソプラノ：鈴木玲奈、
柳澤涼子、バリトン：井出壮志朗、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6,000円、A席4,500円、B席

★MUZA MUSIC BAR 
　Acoustic Jazz Live!!!
　JazzからMusette, Brazilianまで
10月18日（火）　19：00開演
会場／ホール 2階 ホワイエ
曲目／オール・ザ・シングス・ユー・アー、A列車で行こう、
枯葉、リベルタンゴ、群衆 他 ※50席限定
出演／佐瀬悠輔 Quartet（トランペット：佐瀬悠輔、
エレキ・ギター：小金丸慧、アコーディオン：青木マサヒロ、
ウッド・ベース：清水昭好）
料金／全席自由 3,000円、ペア割5,000円

★モーツァルト・マチネ　第51回
10月8日（土）　11：00開演
曲目／シェーンベルク：弦楽四重奏とオーケストラの
ための協奏曲（ヘンデルop.6-7による）、モーツァルト：
2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ・デュオ：Piano duo 
Sakamoto(坂本彩・坂本リサ)、弦楽四重奏（第1ヴァイオ
リン：小林壱成、第2ヴァイオリン：服部亜矢子、ヴィオラ：
武生直子、チェロ：伊藤文嗣）、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円 託

★＜川崎吹奏楽連盟20周年記念＞　
　ミューザ川崎市民吹奏楽祭2022
10月10日（月・祝）　①11：00開演　②14：45開演
出演／①県立生田東高校、王禅寺中央中学校、柿生中学校、
南野川小学校、向丘中学校、高津中学校、有馬中学校
②法政大学第二中・高等学校、日吉中学校、京町中学校、
大師中学校、市立川崎高等学校・附属中学校、御幸中学校、
JFEスチール、川崎ウインズ
料金／全席指定 一般700円　　　　　　　　　　　
※当日券の販売は無し 託

DIAMOND CONCERT Vol.Ⅱ
10月29日（土）　17：00開場　18：00開演
曲目／ヴェルディ：「レクイエム」、聖歌四篇より「テ・デウム」
出演／指揮：松村努、管弦楽：グロリア室内オーケストラ、 
ソプラノ：小林厚子、メゾソプラノ：中島郁子、テノール：
笛田博昭、バリトン：上江隼人、合唱：Diamond Family
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（御子柴）
☎090-8817-1770

★サー・サイモン・ラトル指揮
　ロンドン交響楽団
10月2日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」から　
前奏曲とイゾルデの愛の死、R.シュトラウス：オーボエ
協奏曲、エルガー：交響曲第2番
出演／指揮：サー・サイモン・ラトル、オーボエ：ユリアーナ・
コッホ、管弦楽：ロンドン交響楽団
料金／全席指定 S席32,000円、A席27,000円
＊B・C・D席は完売 託

託

★ホールアドバイザー松居直美企画公演 
　言葉は音楽、音楽は言葉 Vol. 4 《あした》
10月1日（土）　13：00開場　14：00開演 
曲目／＜三上＞J. S. バッハ：幻想曲とフーガ ハ短調、
ブラームス：『11のコラール前奏曲』より 「わが心の
切なる願い」、オーベルタン：星のためのソナチネ、フラ
ンク：コラール第1番、＜大平＞ヨハンセン：サンライズ、
レーガー：楽興の時 ニ長調、マッター：コラール「われ神
より離れず」 による幻想曲、リスト：『オルガンのための
ミサ』より サンクトゥス、ベネディクトゥス、ヴァメス：
鏡、ロッシーニ：『小荘厳ミサ』より 「宗教的前奏曲」、
ヨハンセン：賛美（日本初演）、＜石川＞ドビュッシー：
月の光、ラヴェル：道化師の朝の歌、フォーレ：パヴァーヌ、
サン＝サーンス：死の舞踏、ギラン：「マニフィカトのため
のオルガン曲集ー第2旋法による組曲」より テノール
をティエルスで、ヴィドール：オルガン交響曲第10番
「ロマネスク」より 終曲
出演／パイプオルガン：三上郁代、大平健介、石川=マン
ジョル 優歌
料金／全席指定 一般3,500円、U25（小学生～25歳
以下）1,000円

託

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179回　9月25日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／吉松隆：チカプ、チェロ協奏曲「ケンタウルス・
ユニット」、カムイチカプ交響曲（交響曲 第1番）
出演／指揮：原田慶太楼、チェロ：宮田大
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席  
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円
第180回　10月16日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラヴェル：「鏡」から 道化師の朝の歌（管弦楽版）、
歌曲集「シェエラザード」、ショスタコーヴィチ：交響曲 
第4番
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ソプラノ：安川みく
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円
第181回　11月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、ラヴェル：
ピアノ協奏曲 ト長調、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：三浦謙司
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円 託

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

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

昭 和 音 楽 大 学

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

マーラー祝祭オーケストラ第20回定期演奏会
9月11日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／メシアン：忘れられた捧げもの（管弦楽のための
交響的瞑想）、マーラー：交響曲第2番「復活」国際
マーラー協会新校訂批判版（R.シュタルク・フォイト/G.
キャプラン共同校訂による）
出演／指揮：井上喜惟、ソプラノ：森朱美、アルト：蔵野
蘭子、東京オラトリオ研究会（指揮：郡司博）
料金／全席指定 3,000円
問合せ／マーラー祝祭オーケストラ公演事務局
☎0422-45-1585（平日10時～18時）

★MUZAランチタイムコンサート
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／あなたのキスを数えましょう（小柳ゆき）、少年時代
（井上陽水）、壊れかけのRADIO（徳永英明）、あずさ2号
（狩人）、SAY YES（CHAGE and ASKA）、秋桜（山口百恵）
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）
Acoustic Jazz Live!!! JazzからMusette, Brazilianまで
10月18日（火）　12：10開演
出演／佐瀬悠輔 Quartet（トランペット：佐瀬悠輔、
エレキ・ギター：小金丸慧、アコーディオン：青木マサ
ヒロ、ウッド・ベース：清水昭好）
曲目／オール・ザ・シングス・ユー・アー、A列車で行こう、
枯葉、リベルタンゴ、群衆 他
変幻自在！オルガンと笛の幻想的な世界
11月8日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ロート：アイン・カリム フルートとオルガンの
ためのファンタジー 他
出演／パイプオルガン：吉村怜子、フルート：梶川真歩
各料金／全席指定 一般500円　

託

託

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会
第87回　9月18日（日）　14：00開演
曲目／ドビュッシー：「管弦楽のための映像」より“イベ
リア”、トマジ：トランペット協奏曲、プロコフィエフ：
交響曲 第5番 
出演／指揮：アジス・ショハキモフ、トランペット：ティーネ・
ティング・ヘルセット
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、P席2,500円
第88回 10月22日（土） 14：00開演
曲目／シェーンベルク：5つの管弦楽曲 op.16、ウェーベ
ルン：パッサカリア、ブルックナー：交響曲 第2番 ハ短調
出演／指揮：ジョナサン・ノット
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,000円、B席
5,000円、C席4,000円、P席3,000円 
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

託

NO!RED 奇跡のコラボ!LIVE＆ライフ
～J-ROCK REUNION～
9月22日（木）　17：30開場　18：30開演
会場／多摩市民館
出演／ドラム：五十嵐公太、ギター：野村義男、田川
ヒロアキ、ベース：寺沢功一、キーボード：DIE、サン
プラザ中野くん・パッパラー河合、＜PERSONZ＞
から【Vo.JILL、Gt.本田毅】
料金／XA席7,999円、Z席4,999円
問合せ／株式会社NIC　☎044-299-8854

なごみ管弦楽団第16回定期演奏会
9月23日（金・祝）　13：15開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／ベートーヴェン：レオノーレ序曲3番、ワーグナー：
ジークフリート牧歌、シューマン：交響曲4番
出演／指揮：柳橋明徳
問合せ／なごみ管弦楽団(脇本)
☎090-8343-5308(17時以降)

川崎市民オペラ　「フィガロの結婚」
11月3日（木・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／指揮：金岡秀典、演出：境信博、キャスト：境信博、
桜庭由希、小林勉、宍戸美法、塚原佳奈、吉原裕作、神野
朋子、君島広明、川崎市民オペラ合唱団、ピアノ：小森美穂
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円
＊中学生以下無料
問合せ／川崎市民オペラ事務局　☎090-9374-0316

川崎マンドリン倶楽部　第80回定期演奏会
11月5日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／イタリア旅情、夏の思い出、五月雨るる日の憂
鬱、ハナミズキ、マンドリン讃歌「プレクトラム」、水車
小屋の乙女たち、黄昏前奏曲 他
出演／指揮：小野寺哲義、山本小菊、市川雅典、マンド
リンやギター奏者の部員総勢約40名
問合せ／川崎マンドリン倶楽部（田畑）
☎090-4492-0240

第76回たまアトリウムコンサート
10月26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

多 摩 区
多摩ミュージックビレッジ
9月17日（土）、10月15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
内容／オープンマイク形式のライブ
問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター（水島）
☎044-281-4422

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
9月21日（水）　①17：00開演　②18：00開演
10月2日（日）　開演時間未定
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

田園コンサートVol.48
「大谷康子ヴァイオリンリサイタル」
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演 
会場／糀ホール
曲目／フランク：ヴァイオリンソナタ 他
出演／ヴァイオリン：大谷康子、ピアノ：佐藤卓史
料金／全席自由 前売3,000円、当日3,500円
問合せ／田園クラシック音楽の会
☎044-812-6090(糀ホール)

プラザ・アフタヌーンジャズVol.9
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演 
出演／フリューゲルホーン・ヴォーカル：TOKU、ピアノ：
ハクエイ キム
料金／全席自由 一般前売3,500円、U25学割2,000円
＊当日券は＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第42回 コージー・コンサート
10月2日（日）　13：00開場　13：30開演
会場・問合せ／糀ホール　☎044-812-6090

クオーレ・ウインドアンサンブル第3回定期演奏会
11月6日(日)　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／スターパズルマーチ、栄光のすべてに、エル 
カミーノ レアル、モンスターハンターより「英雄の証」、
ジャパニーズグラフティX「時代劇絵巻」 他
出演／指揮：安東京平
問合せ／クオーレ・ウインドアンサンブル演奏会担当
☎080-6596-4706

第16回　童謡・唱歌コンサート
11月8日（火）　13：30開場　14：00開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／赤とんぼ、小さい秋見つけた、庭の千草 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、ピアノ：髙橋晶子
料金／1,000円
問合せ／さえの会（木村）
☎090-1818-0538

椿サロンコンサート
10月1日（土）　15：30開場　16：00開演
＊プレコンサート　15：10～15：25 
会場／川崎市民プラザ
出演／ソプラノサックス：海老原美保、アルトサックス：
兼田柊子、テナーサックス：中原雄太郎、バリトンサックス：
矢澤亘
料金／全席自由 一般前売1,500円(ドリンク1杯付)
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

ミッドナイトうたごえカフェ in 溝ノ口カレー
9月25日（日）　15：00開場　15：30開演
会場／溝ノ口カレー
曲目／うたごえ喫茶リクエストによる曲目(童謡、
唱歌、演歌、山の歌）。スクリーンに歌詞が映されます。
出演／司会：金谷守晶、ピアノ：田中慶、ギター・総合司会：
増田義昭
問合せ／健やかフィールドまきば会・増田義昭
☎080-3123-1979

TAMA21交響楽団第28回定期演奏会
10月23日（日）　12：45開場　13：30開演
曲目／シベリウス：交響曲第7番、ブルックナー：交響曲
第8番（ハース版）
出演／指揮：海老原光
料金／全席自由 1,000円　
問合せ／TAMA21交響楽団　☎070-5587-9987 未

しんゆりジャズスクエア vol.55
［昭和音楽大学ジャズコースPresents］
チャールス・ミンガス特集
～生誕100周年を祝って～
9月23日（金・祝）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／Goodbye Pork Pie Hat、Nostalgia in 
Times Square、Duke Elington’s Sound Of Love 他
出演／ベース：安ヵ川大樹、トランペット：岡崎好朗、サッ
クス：岡崎正典、ピアノ：田中菜緒子、サックス：江澤
茜、トロンボーン：春木香菜絵、ドラム：塚田陽太
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
障がい者割引2,000円 
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107

人間国宝の競演
～友枝昭世と山本東次郎の至芸～
10月31日（月）まで
演目／解説　馬場あき子
　　　 能「隅田川」　友枝昭世
　　　 狂言「麻生」　山本東次郎
料金／2,800円　＊別途手数料あり
＊配信チケット販売は10月17日（月）
23：59まで
問合せ／（公財）川崎市文化財団
☎044-272-7366（平日9時～17時）

動 画 配 信

配信チケットは
こちらから

おんまち・みぞのくちライブ
ドレミファ♪ミュートン     
9月17日（土）　①13：00開演　②14：00開演
出演／リトルクラシック in Kawasaki
溝ジャズday
10月9日（土）　①12：00開演　②12：50開演
　　　　　　　③13：40開演　④14：30開演                            
出演／溝の口JAZZ同盟
①Atomic Heart ②ウエファラオ・サンダース・シン
③Mizzo Forte 2022 ④A LA SOUND
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あり。 
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

モーツァルトの音楽をたのしむ会　
プロフェッショナルズオーケストラ
第10回定期演奏会
9月11日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番、ベートー
ヴェン：交響曲第7番
出演／ピアノ：川村文雄、指揮:末永隆一、管弦楽：プロ
フェッショナルズオーケストラ
料金／全席自由 3,000円
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

未

ドリームウインドアンサンブル
第4回定期演奏会
9月24日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／指揮：東谷慶太
問合せ／ドリームウインドアンサンブル（山本）
☎080-6426-6200

未

【オープンマイクな夜】@溝ノ口カレー
毎週水曜日　18：00～22：30
料金／ミュージックチャージ(おつまみ付)1,500円    
会場・問合せ／溝ノ口カレー
☎044-811-5553

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）

「大人のリフレッシュ・コンサート」
～ヴァイオリンとピアノの共鳴～
音楽で楽しむ世界旅行
11月30日（水）　14：00開演
事前申込／10月15日（土）から
会場／有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
曲目／ドイツ（バッハ：G線上のアリア）、チェコ（スメ
タナ：わが故郷より)、ポーランド（ショパン：小犬のワルツ）、
アルゼンチン（ピアソラ）、イギリス（エルガー） 他
出演／ヴァイオリン：南條由起、ピアノ：横山歩
申込方法／往復はがき（〒213 - 0013　高津区
末長1-40-6-310 文化パートナーズかわさき事務局
コンサート係）、FAX（044-777-8744）、メール
（bunkapa@inthe. info）、電話で、
①参加者名（2名まで） ②住所 ③電話番号を明記し送付
問合せ／文化パートナーズかわさき（玉井）
☎090-7009-1047

料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
マリオ・ブルネロ J.S.バッハ無伴奏チェロ・リサイタル
《チェロ＆チェロ・ピッコロ》
11月3日（木・祝）　13：30開演
曲目／【オール・バッハ・プログラム】無伴奏チェロ組曲 
第1番（チェロ）、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番
（チェロ・ピッコロ）、無伴奏チェロ組曲 第4番（チェロ）、
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 （チェロ・
ピッコロ）
出演／チェロ：マリオ・ブルネロ
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

3,000円　＊シニア（70歳以上）各席種10％引き
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎045-226-5045（平日 11時～16時）

出演／解説・バリトン：中村靖、ピアノ：高取達也、アシ
スタント・メゾソプラノ：丹呉由利子
料金／全席自由 1,200円　
※初回の方のみ別途歌集代1,100円
※当日販売のみ（13：15～会場前の受付にて販売）
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

講師／黒田隆
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円、小～高
校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

川崎・しんゆり芸術祭発アート講座2022
10月15日（土）～令和5年2月18日（土）
全8回　10：00～11：45
会場／新百合21ホール 他
対象／18歳以上、150人（抽選）
内容／オペラや演劇などの幅広い一流の専門家から芸術
の魅力を学ぶ。おでかけアート講座は、劇団民藝の稽古
場見学。
講師／読売日本交響楽団コンサートマスター：小森谷巧、
NHK交響楽団コンサートマスター：伊藤亮太郎 他
料金／受講費4,500円（全8回分）、5,000円（全8回
＋おでかけアート講座）
申込方法／①講座名（アート講座受講希望またはアート
講座＋おでかけアート講座）、②住所、③氏名、④電話番号
を明記、9月28日(水)（必着）までにFAX
（044-955-0431）、はがき、QRコードから
問合せ／芸術によるまちづくり・かわさき
2022実行委員会
☎044-952-5024（平日10時～17時）

事前申込制／10月20日（木）締切（抽選で200名）
会場／国際交流センター ホール
出演／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）、佐藤友紀
（東京交響楽団首席トランペット奏者）
問合せ／川崎市国際交流センター
☎ 044-435-7000

ⓒMari Kusakari

川崎市・リューベック市友好都市提携30周年
記念コンサート（2022魅惑の音楽紀行）
11月12日（土）　14：00開演

文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公演や展示等を実施することが困難な状況が続く
中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使用料等を助成します。

■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。（要事前申請）

■助　成　額：施設使用料及び付帯設備使用料の合計（実費）の2分の1の額（上限あり）

■申請受付期間：令和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。

詳細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　☎044-544-9641　メールjosei@kbz.or.jp　FAX044-544-9647
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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

9・10月号の情報は8月24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11月10日発刊号は、11月11日から2023年1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！（9月16日締め切り）※掲載無料

川崎いのちの電話
活動支援チャリティーコンサート
「日本のうた122年を90分で」
10月1日（土）　13：00開場　14：00開演 
会場／麻生市民館
出演／構成・ピアノ：青島広志、ソプラノ：赤星啓子、
テノール：小野勉、バリトン：三塚至
料金／全席自由 3,500円
問合せ／社会福祉法人 川崎いのちの電話事務局
☎044-722-7121（平日10時～18時）

第20回麻生シャンソン フェスティバル 
ラ・シャンソンエヌ チャリティーコンサート
9月22日（木）　16：00開場　16：30開演
会場／麻生市民館
曲目／リヨン駅、おおわが人生、ふるさとの山、枯葉、
メケメケ、夢破れて、ラストダンスは私に、歌ある限り、
人生は楽しい、今・今・今、ボンボヤージュ 他
出演／ゲスト歌手：美川憲一、ピアノ：久保田廣和、ベース：
山口じゅん、ドラム：野村和雄、キーボード：藤山正史、
歌い手：麻生区及び近隣在住ラ・シャンソンエヌの仲間たち
料金／全席指定 A席3,000円、B席2,500円、C席
2,000円
問合せ／ラ・シャンソンエヌ（黒川）
☎045-971-3433

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第75回定期演奏会
10月23日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／麻生市民館
曲目／チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリ
エット」、ラフマニノフ：交響曲第2番
出演／指揮：田中健
料金／全席指定 1,000円
問合せ／麻生フィルハーモニー管弦楽団
☎ 090-2676-4488

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／演奏会担当　☎050-5327-9511
（平日18時～22時、土日祝8時～22時）

麻 生 区

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。

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～
9月29日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小野高弘
第262回例会
＜オペラの楽しみ　その6～フランスオペラを楽しむ～＞
10月9日（日）　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

かわさきジャズ2022　ジャズアカデミー
第1回
「バンドネオンを取り巻く歴史と、ポスト・ピアソラ」
9月30日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／「タンゴの革命家」と称されるピアソラ没後
30年の今年。バンドネオンを取り巻く歴史とピア
ソラの軌跡を辿りつつ、現在へと続くバンドネオン・
ミュージックの世界を紐解きます。
出演／早川純（バンドネオン奏者）
第2回
「チッタ、たった、100年。 チッタグループ100年の歴史」
10月14日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／何故創業が日暮里だったのか?何故映画館
だったのか？何故川崎に拠点を移したのか?何故
ラ チッタデッラだったのか?何故「カワハロ」が
終わったのか…?創業から100年の歴史秘話を初
公開します。
出演／土岐一利、若井悠樹（（株）チッタエンターテイ
メント）
第3回
「サッチモとジャズの故郷ニューオリンズに魅せられて
　外山喜雄・恵子の『サッチモ人生』」
10月21日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／サッチモの貴重なヴィジュアル資料を交え
ながら、56年にわたる音楽活動、ニューオーリンズ
での武者修行、サッチモへの思い、社会活動などを
語ります。
出演／外山喜雄（トランペット、ボーカル）、外山
恵子（ピアノ、バンジョー）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席自由 各回1,500円
受講チケット／かわさきジャズチケットオンライン
で販売中
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月15日（木）、22日（木）、10月6日（木）、20日（木）、
27日（木）、11月10日（木）
19：00開演
9月21日（水）、10月5日（水）、26日（水）、11月2日（水）、
9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

公 開 講 座

読売日本交響楽団　第6回川崎マチネーシリーズ
9月28日（水）　14：00開演
曲目／J.S.バッハ（ウェーベルン編）：「音楽の捧げもの」
から「6声のリチェルカーレ」、モーツァルト：ピアノ協奏
曲第24番、ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
出演／指揮：鈴木優人、ピアノ：アレクサンドラ・ドヴガン、
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）

ザッツ管弦楽団第20回定期演奏会
10月8日（土）　17：00開場　17：45開演
曲目／ショスタコーヴィチ：交響曲第7番、チャイコフ
スキー：「ロメオとジュリエット」
出演／指揮：田部井剛
料金／全席指定 1,000円　＊要申込
問合せ／事務局　☎090-9008-8751（10時～17時）

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
阪田知樹　ピアノ・リサイタル
《指先で紡ぐ踊りの音楽史》
10月9日（日）　13：30開演
曲目／J.S.バッハ（阪田知樹）：アダージョBWV564、
J.S.バッハ（ブゾーニ）：シャコンヌBWV1004R.、
シューマン：蝶々 op.2、シューベルト（リスト）：ヴィーン
の夜会 S.427/R.252 より 第6番、ラヴェル：高雅で
感傷的なワルツ、ガーシュウィン（ワイルド）：7つの
ヴィルトゥオーゾ練習曲より、バラキレフ：イスラメイ
出演／ピアノ：阪田知樹

◇［教養講座］「ロマン派音楽の世界」
　～シューベルトとショパン～（全4回）　
第1回　シューベルト第1章
 9月17日（土）　14：00開場　14：30開講
第2回　シューベルト第2章
10月15日（土）　14：00開場　14：30開講
第3回　ショパン第1章
10月29日（土）　14：00開場　14：30開講 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）
※第4回は12月3日（土）開講

◇［教養講座］バッハのお話し
～作品とその生涯～　（全2回）　
Ⅰ.その生涯とそれぞれの時代の作品
9月11日（日）　13：30開場　14：00開講
Ⅱ.フルートが関連する作品とその背景
10月1日（土）　13：30開場　14：00開講 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室

◇ジェラール・プーレ レクチャー＆コンサート
　『フランス音楽の至芸』
　～ドビュッシー生誕160年に寄せて～
9月24日（土）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
内容／【レクチャー】「ドビュッシーについて」、「フラ
ンス音楽の演奏について」
曲目／ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 ト長調、ヴァイオ
リン・ソナタ、サン＝サーンス：ハバネラ、ゴーベール：
古代のメダル、フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
出演／ヴァイオリン：ジェラール・プーレ、ピアノ・通訳：
川島余里、フルート：藤田真頼、サクソフォーン：野原武伸、
司会：小森谷巧
料金／全席指定 一般3,500円、学生1,500円

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
9月27日（火）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール

◇［教養講座］バロック音楽講座
10月27日（木）　①13：30開場　14：00開講 
　　　　　　　　②18：00開場　18：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
内容／①『フレンチ・バロック音楽の親しみ』
　　　②『J.S.バッハの無伴奏作品を深読み』
講師・チェロ／島根朋史
料金／全席指定 各回一般1,500円、学生1,000円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

◇昭和音楽大学第29回コンチェルト定期演奏会
①10月22日（土）　13：15開場　14：00開演
②11月12日（土） 　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：海老原光、ソリスト：本学在学中の成績優秀
者、管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇昭和音楽大学オペラ公演2022
　《フィガロの結婚》全4幕　
　原語(イタリア語)上演／日本語字幕付
10月8日（土）　13：15開場　14：00開演
　　　9日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／●8日（土）アルマヴィーヴァ伯爵：岩美陽大、伯爵
夫人：福留なぎさ、スザンナ：米田七海、フィガロ：小野寺
光、ケルビーノ：大隈有花里、マルチェリーナ：荒川茉捺、
バルトロ：宮村春樹、バジリオ：西山広大、ドン・クル
ツィオ：原優一、バルバリーナ：鎌田麗、アントニオ：
ウムット・トゥルソン、花娘（両日）：上野由貴・長島晴佳
●9日（日）アルマヴィーヴァ伯爵：市川宥一郎、伯爵夫人：
木村有希、スザンナ：山口はる絵、フィガロ：小野田佳祐、
ケルビーノ：山下美和、マルチェリーナ：宇津木明香音、
バルトロ：徐大愚、バジリオ：原優一、ドン・クルツィオ：
西山広大、バルバリーナ：塚本雛、アントニオ：安塚久理人
料金（各日）／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、
B席3,000円、学生(B席のみ)1,000円

◇昭和音楽大学オペラ公演2022
　プレ講座 第2回《フィガロの結婚》の楽しみ方
9月18日（日）　14：00開講
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／小畑恒夫
料金／1,000円、小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

▲カルッツ レクチャーコンサート 
　「なぜ日本人はかくもショパンが好きなのか」
9月26日（月）　13：00開場　14：00開演
曲目／ショパン：幻想ポロネーズ 変イ長調、バラード 
ト短調、ノクターン ロ長調、スケルツォ 嬰ハ短調、4つの
マズルカ、ワルツ 変ニ長調、嬰ハ短調、エチュード ホ長調
※プログラムは変更になる場合があります。
出演／講師・演奏：川染雅嗣(昭和音楽大学教授)、ゲスト：
森岡葉(音楽ジャーナリスト)
料金／全席指定 500円

カルッツかわさき開館5周年記念　
オペラ・ガラ・コンサート
10月2日(日)　13：15開場　14：00開演
曲目／〈字幕スーパー有り〉／ロッシーニ：オペラ「ウィリ
アム・テル」序曲、ベッリーニ：オペラ「夢遊病の娘」より
“今日は何という美しい日”、プッチーニ：オペラ「ラ・ボ
エーム」より“冷たき手”、ビゼー：オペラ「カルメン」より
“諸君の乾杯を喜んで受けよう”（闘牛士の歌）、ヴェル
ディ：オペラ「アイーダ」より“勝ちて帰れ” 他
出演／ソプラノ：廣田美穂、光岡暁恵、メッゾ・ソプラノ：
髙橋未来子、依光ひなの、テノール：海道弘昭、村上敏明、
バリトン：市川宥一郎、牧野正人、指揮：田中祐子、司会：
折江忠道（藤原歌劇団総監督）、合唱：藤原歌劇団合唱部、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時～18時）

▲ウィズ・ミューズシリーズ
　第28回 江藤有希 アコースティックトリオ・
　コンサート
10月26日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／文部省唱歌：みなと、A.カルロス・ジョビン：イパ
ネマの娘、江藤有希：splash 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ヴァイオリン：江藤 有希、チェロ：橋本歩、ギター：
笹子重治
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

沖縄芸能大会第85回公演
10月16日（日）　13：00開場　13：30開演
内容／古典舞踊、雑踊り、創作舞踊、古典音楽、沖縄民謡、
器楽合奏など沖縄芸能16演目。
出演／川崎沖縄芸能研究会所属各音楽研究所および
舞踊研究所
料金／全席自由 前売1,000円、当日1,200円
問合せ／川崎沖縄県人会館　☎044-233-8584

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

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　
県民名曲シリーズ第14回
9月17日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲、“私は
町のなんでも屋”、“今の歌声は”、モーツァルト：歌劇
「フィガロの結婚」序曲、“もう飛ぶまいぞ、この蝶々”、
“愛の神よ、安らぎを与えたまえ”、“手紙の二重唱”、ヴェル
ディ：歌劇「運命の力」より“Pace Pace mio Dio”、歌劇
「ドンカルロ」より“Per me la vendetta del Re lo 
morro”、歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
出演／指揮・ナビゲート：現田茂夫、ソプラノ：鈴木玲奈、
柳澤涼子、バリトン：井出壮志朗、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6,000円、A席4,500円、B席

★MUZA MUSIC BAR 
　Acoustic Jazz Live!!!
　JazzからMusette, Brazilianまで
10月18日（火）　19：00開演
会場／ホール 2階 ホワイエ
曲目／オール・ザ・シングス・ユー・アー、A列車で行こう、
枯葉、リベルタンゴ、群衆 他 ※50席限定
出演／佐瀬悠輔 Quartet（トランペット：佐瀬悠輔、
エレキ・ギター：小金丸慧、アコーディオン：青木マサヒロ、
ウッド・ベース：清水昭好）
料金／全席自由 3,000円、ペア割5,000円

★モーツァルト・マチネ　第51回
10月8日（土）　11：00開演
曲目／シェーンベルク：弦楽四重奏とオーケストラの
ための協奏曲（ヘンデルop.6-7による）、モーツァルト：
2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ・デュオ：Piano duo 
Sakamoto(坂本彩・坂本リサ)、弦楽四重奏（第1ヴァイオ
リン：小林壱成、第2ヴァイオリン：服部亜矢子、ヴィオラ：
武生直子、チェロ：伊藤文嗣）、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円 託

★＜川崎吹奏楽連盟20周年記念＞　
　ミューザ川崎市民吹奏楽祭2022
10月10日（月・祝）　①11：00開演　②14：45開演
出演／①県立生田東高校、王禅寺中央中学校、柿生中学校、
南野川小学校、向丘中学校、高津中学校、有馬中学校
②法政大学第二中・高等学校、日吉中学校、京町中学校、
大師中学校、市立川崎高等学校・附属中学校、御幸中学校、
JFEスチール、川崎ウインズ
料金／全席指定 一般700円　　　　　　　　　　　
※当日券の販売は無し 託

DIAMOND CONCERT Vol.Ⅱ
10月29日（土）　17：00開場　18：00開演
曲目／ヴェルディ：「レクイエム」、聖歌四篇より「テ・デウム」
出演／指揮：松村努、管弦楽：グロリア室内オーケストラ、 
ソプラノ：小林厚子、メゾソプラノ：中島郁子、テノール：
笛田博昭、バリトン：上江隼人、合唱：Diamond Family
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（御子柴）
☎090-8817-1770

★サー・サイモン・ラトル指揮
　ロンドン交響楽団
10月2日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」から　
前奏曲とイゾルデの愛の死、R.シュトラウス：オーボエ
協奏曲、エルガー：交響曲第2番
出演／指揮：サー・サイモン・ラトル、オーボエ：ユリアーナ・
コッホ、管弦楽：ロンドン交響楽団
料金／全席指定 S席32,000円、A席27,000円
＊B・C・D席は完売 託

託

★ホールアドバイザー松居直美企画公演 
　言葉は音楽、音楽は言葉 Vol. 4 《あした》
10月1日（土）　13：00開場　14：00開演 
曲目／＜三上＞J. S. バッハ：幻想曲とフーガ ハ短調、
ブラームス：『11のコラール前奏曲』より 「わが心の
切なる願い」、オーベルタン：星のためのソナチネ、フラ
ンク：コラール第1番、＜大平＞ヨハンセン：サンライズ、
レーガー：楽興の時 ニ長調、マッター：コラール「われ神
より離れず」 による幻想曲、リスト：『オルガンのための
ミサ』より サンクトゥス、ベネディクトゥス、ヴァメス：
鏡、ロッシーニ：『小荘厳ミサ』より 「宗教的前奏曲」、
ヨハンセン：賛美（日本初演）、＜石川＞ドビュッシー：
月の光、ラヴェル：道化師の朝の歌、フォーレ：パヴァーヌ、
サン＝サーンス：死の舞踏、ギラン：「マニフィカトのため
のオルガン曲集ー第2旋法による組曲」より テノール
をティエルスで、ヴィドール：オルガン交響曲第10番
「ロマネスク」より 終曲
出演／パイプオルガン：三上郁代、大平健介、石川=マン
ジョル 優歌
料金／全席指定 一般3,500円、U25（小学生～25歳
以下）1,000円

託

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179回　9月25日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／吉松隆：チカプ、チェロ協奏曲「ケンタウルス・
ユニット」、カムイチカプ交響曲（交響曲 第1番）
出演／指揮：原田慶太楼、チェロ：宮田大
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席  
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円
第180回　10月16日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラヴェル：「鏡」から 道化師の朝の歌（管弦楽版）、
歌曲集「シェエラザード」、ショスタコーヴィチ：交響曲 
第4番
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ソプラノ：安川みく
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円
第181回　11月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、ラヴェル：
ピアノ協奏曲 ト長調、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：三浦謙司
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円 託

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

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

昭 和 音 楽 大 学

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

マーラー祝祭オーケストラ第20回定期演奏会
9月11日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／メシアン：忘れられた捧げもの（管弦楽のための
交響的瞑想）、マーラー：交響曲第2番「復活」国際
マーラー協会新校訂批判版（R.シュタルク・フォイト/G.
キャプラン共同校訂による）
出演／指揮：井上喜惟、ソプラノ：森朱美、アルト：蔵野
蘭子、東京オラトリオ研究会（指揮：郡司博）
料金／全席指定 3,000円
問合せ／マーラー祝祭オーケストラ公演事務局
☎0422-45-1585（平日10時～18時）

★MUZAランチタイムコンサート
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／あなたのキスを数えましょう（小柳ゆき）、少年時代
（井上陽水）、壊れかけのRADIO（徳永英明）、あずさ2号
（狩人）、SAY YES（CHAGE and ASKA）、秋桜（山口百恵）
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）
Acoustic Jazz Live!!! JazzからMusette, Brazilianまで
10月18日（火）　12：10開演
出演／佐瀬悠輔 Quartet（トランペット：佐瀬悠輔、
エレキ・ギター：小金丸慧、アコーディオン：青木マサ
ヒロ、ウッド・ベース：清水昭好）
曲目／オール・ザ・シングス・ユー・アー、A列車で行こう、
枯葉、リベルタンゴ、群衆 他
変幻自在！オルガンと笛の幻想的な世界
11月8日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ロート：アイン・カリム フルートとオルガンの
ためのファンタジー 他
出演／パイプオルガン：吉村怜子、フルート：梶川真歩
各料金／全席指定 一般500円　

託

託

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会
第87回　9月18日（日）　14：00開演
曲目／ドビュッシー：「管弦楽のための映像」より“イベ
リア”、トマジ：トランペット協奏曲、プロコフィエフ：
交響曲 第5番 
出演／指揮：アジス・ショハキモフ、トランペット：ティーネ・
ティング・ヘルセット
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、P席2,500円
第88回 10月22日（土） 14：00開演
曲目／シェーンベルク：5つの管弦楽曲 op.16、ウェーベ
ルン：パッサカリア、ブルックナー：交響曲 第2番 ハ短調
出演／指揮：ジョナサン・ノット
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,000円、B席
5,000円、C席4,000円、P席3,000円 
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

託

NO!RED 奇跡のコラボ!LIVE＆ライフ
～J-ROCK REUNION～
9月22日（木）　17：30開場　18：30開演
会場／多摩市民館
出演／ドラム：五十嵐公太、ギター：野村義男、田川
ヒロアキ、ベース：寺沢功一、キーボード：DIE、サン
プラザ中野くん・パッパラー河合、＜PERSONZ＞
から【Vo.JILL、Gt.本田毅】
料金／XA席7,999円、Z席4,999円
問合せ／株式会社NIC　☎044-299-8854

なごみ管弦楽団第16回定期演奏会
9月23日（金・祝）　13：15開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／ベートーヴェン：レオノーレ序曲3番、ワーグナー：
ジークフリート牧歌、シューマン：交響曲4番
出演／指揮：柳橋明徳
問合せ／なごみ管弦楽団(脇本)
☎090-8343-5308(17時以降)

川崎市民オペラ　「フィガロの結婚」
11月3日（木・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／指揮：金岡秀典、演出：境信博、キャスト：境信博、
桜庭由希、小林勉、宍戸美法、塚原佳奈、吉原裕作、神野
朋子、君島広明、川崎市民オペラ合唱団、ピアノ：小森美穂
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円
＊中学生以下無料
問合せ／川崎市民オペラ事務局　☎090-9374-0316

川崎マンドリン倶楽部　第80回定期演奏会
11月5日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／イタリア旅情、夏の思い出、五月雨るる日の憂
鬱、ハナミズキ、マンドリン讃歌「プレクトラム」、水車
小屋の乙女たち、黄昏前奏曲 他
出演／指揮：小野寺哲義、山本小菊、市川雅典、マンド
リンやギター奏者の部員総勢約40名
問合せ／川崎マンドリン倶楽部（田畑）
☎090-4492-0240

第76回たまアトリウムコンサート
10月26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

多 摩 区
多摩ミュージックビレッジ
9月17日（土）、10月15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
内容／オープンマイク形式のライブ
問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター（水島）
☎044-281-4422

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
9月21日（水）　①17：00開演　②18：00開演
10月2日（日）　開演時間未定
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

田園コンサートVol.48
「大谷康子ヴァイオリンリサイタル」
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演 
会場／糀ホール
曲目／フランク：ヴァイオリンソナタ 他
出演／ヴァイオリン：大谷康子、ピアノ：佐藤卓史
料金／全席自由 前売3,000円、当日3,500円
問合せ／田園クラシック音楽の会
☎044-812-6090(糀ホール)

プラザ・アフタヌーンジャズVol.9
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演 
出演／フリューゲルホーン・ヴォーカル：TOKU、ピアノ：
ハクエイ キム
料金／全席自由 一般前売3,500円、U25学割2,000円
＊当日券は＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第42回 コージー・コンサート
10月2日（日）　13：00開場　13：30開演
会場・問合せ／糀ホール　☎044-812-6090

クオーレ・ウインドアンサンブル第3回定期演奏会
11月6日(日)　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／スターパズルマーチ、栄光のすべてに、エル 
カミーノ レアル、モンスターハンターより「英雄の証」、
ジャパニーズグラフティX「時代劇絵巻」 他
出演／指揮：安東京平
問合せ／クオーレ・ウインドアンサンブル演奏会担当
☎080-6596-4706

第16回　童謡・唱歌コンサート
11月8日（火）　13：30開場　14：00開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／赤とんぼ、小さい秋見つけた、庭の千草 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、ピアノ：髙橋晶子
料金／1,000円
問合せ／さえの会（木村）
☎090-1818-0538

椿サロンコンサート
10月1日（土）　15：30開場　16：00開演
＊プレコンサート　15：10～15：25 
会場／川崎市民プラザ
出演／ソプラノサックス：海老原美保、アルトサックス：
兼田柊子、テナーサックス：中原雄太郎、バリトンサックス：
矢澤亘
料金／全席自由 一般前売1,500円(ドリンク1杯付)
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

ミッドナイトうたごえカフェ in 溝ノ口カレー
9月25日（日）　15：00開場　15：30開演
会場／溝ノ口カレー
曲目／うたごえ喫茶リクエストによる曲目(童謡、
唱歌、演歌、山の歌）。スクリーンに歌詞が映されます。
出演／司会：金谷守晶、ピアノ：田中慶、ギター・総合司会：
増田義昭
問合せ／健やかフィールドまきば会・増田義昭
☎080-3123-1979

TAMA21交響楽団第28回定期演奏会
10月23日（日）　12：45開場　13：30開演
曲目／シベリウス：交響曲第7番、ブルックナー：交響曲
第8番（ハース版）
出演／指揮：海老原光
料金／全席自由 1,000円　
問合せ／TAMA21交響楽団　☎070-5587-9987 未

しんゆりジャズスクエア vol.55
［昭和音楽大学ジャズコースPresents］
チャールス・ミンガス特集
～生誕100周年を祝って～
9月23日（金・祝）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／Goodbye Pork Pie Hat、Nostalgia in 
Times Square、Duke Elington’s Sound Of Love 他
出演／ベース：安ヵ川大樹、トランペット：岡崎好朗、サッ
クス：岡崎正典、ピアノ：田中菜緒子、サックス：江澤
茜、トロンボーン：春木香菜絵、ドラム：塚田陽太
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
障がい者割引2,000円 
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107

人間国宝の競演
～友枝昭世と山本東次郎の至芸～
10月31日（月）まで
演目／解説　馬場あき子
　　　 能「隅田川」　友枝昭世
　　　 狂言「麻生」　山本東次郎
料金／2,800円　＊別途手数料あり
＊配信チケット販売は10月17日（月）
23：59まで
問合せ／（公財）川崎市文化財団
☎044-272-7366（平日9時～17時）

動 画 配 信

配信チケットは
こちらから

おんまち・みぞのくちライブ
ドレミファ♪ミュートン     
9月17日（土）　①13：00開演　②14：00開演
出演／リトルクラシック in Kawasaki
溝ジャズday
10月9日（土）　①12：00開演　②12：50開演
　　　　　　　③13：40開演　④14：30開演                            
出演／溝の口JAZZ同盟
①Atomic Heart ②ウエファラオ・サンダース・シン
③Mizzo Forte 2022 ④A LA SOUND
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あり。 
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

モーツァルトの音楽をたのしむ会　
プロフェッショナルズオーケストラ
第10回定期演奏会
9月11日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番、ベートー
ヴェン：交響曲第7番
出演／ピアノ：川村文雄、指揮:末永隆一、管弦楽：プロ
フェッショナルズオーケストラ
料金／全席自由 3,000円
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

未

ドリームウインドアンサンブル
第4回定期演奏会
9月24日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／指揮：東谷慶太
問合せ／ドリームウインドアンサンブル（山本）
☎080-6426-6200

未

【オープンマイクな夜】@溝ノ口カレー
毎週水曜日　18：00～22：30
料金／ミュージックチャージ(おつまみ付)1,500円    
会場・問合せ／溝ノ口カレー
☎044-811-5553

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）

「大人のリフレッシュ・コンサート」
～ヴァイオリンとピアノの共鳴～
音楽で楽しむ世界旅行
11月30日（水）　14：00開演
事前申込／10月15日（土）から
会場／有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
曲目／ドイツ（バッハ：G線上のアリア）、チェコ（スメ
タナ：わが故郷より)、ポーランド（ショパン：小犬のワルツ）、
アルゼンチン（ピアソラ）、イギリス（エルガー） 他
出演／ヴァイオリン：南條由起、ピアノ：横山歩
申込方法／往復はがき（〒213 - 0013　高津区
末長1-40-6-310 文化パートナーズかわさき事務局
コンサート係）、FAX（044-777-8744）、メール
（bunkapa@inthe. info）、電話で、
①参加者名（2名まで） ②住所 ③電話番号を明記し送付
問合せ／文化パートナーズかわさき（玉井）
☎090-7009-1047

料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
マリオ・ブルネロ J.S.バッハ無伴奏チェロ・リサイタル
《チェロ＆チェロ・ピッコロ》
11月3日（木・祝）　13：30開演
曲目／【オール・バッハ・プログラム】無伴奏チェロ組曲 
第1番（チェロ）、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番
（チェロ・ピッコロ）、無伴奏チェロ組曲 第4番（チェロ）、
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 （チェロ・
ピッコロ）
出演／チェロ：マリオ・ブルネロ
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

3,000円　＊シニア（70歳以上）各席種10％引き
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎045-226-5045（平日 11時～16時）

出演／解説・バリトン：中村靖、ピアノ：高取達也、アシ
スタント・メゾソプラノ：丹呉由利子
料金／全席自由 1,200円　
※初回の方のみ別途歌集代1,100円
※当日販売のみ（13：15～会場前の受付にて販売）
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

講師／黒田隆
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円、小～高
校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

川崎・しんゆり芸術祭発アート講座2022
10月15日（土）～令和5年2月18日（土）
全8回　10：00～11：45
会場／新百合21ホール 他
対象／18歳以上、150人（抽選）
内容／オペラや演劇などの幅広い一流の専門家から芸術
の魅力を学ぶ。おでかけアート講座は、劇団民藝の稽古
場見学。
講師／読売日本交響楽団コンサートマスター：小森谷巧、
NHK交響楽団コンサートマスター：伊藤亮太郎 他
料金／受講費4,500円（全8回分）、5,000円（全8回
＋おでかけアート講座）
申込方法／①講座名（アート講座受講希望またはアート
講座＋おでかけアート講座）、②住所、③氏名、④電話番号
を明記、9月28日(水)（必着）までにFAX
（044-955-0431）、はがき、QRコードから
問合せ／芸術によるまちづくり・かわさき
2022実行委員会
☎044-952-5024（平日10時～17時）

事前申込制／10月20日（木）締切（抽選で200名）
会場／国際交流センター ホール
出演／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）、佐藤友紀
（東京交響楽団首席トランペット奏者）
問合せ／川崎市国際交流センター
☎ 044-435-7000

ⓒMari Kusakari

川崎市・リューベック市友好都市提携30周年
記念コンサート（2022魅惑の音楽紀行）
11月12日（土）　14：00開演

文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公演や展示等を実施することが困難な状況が続く
中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使用料等を助成します。

■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。（要事前申請）

■助　成　額：施設使用料及び付帯設備使用料の合計（実費）の2分の1の額（上限あり）

■申請受付期間：令和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。

詳細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　☎044-544-9641　メールjosei@kbz.or.jp　FAX044-544-9647
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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

9・10月号の情報は8月24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11月10日発刊号は、11月11日から2023年1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！（9月16日締め切り）※掲載無料

川崎いのちの電話
活動支援チャリティーコンサート
「日本のうた122年を90分で」
10月1日（土）　13：00開場　14：00開演 
会場／麻生市民館
出演／構成・ピアノ：青島広志、ソプラノ：赤星啓子、
テノール：小野勉、バリトン：三塚至
料金／全席自由 3,500円
問合せ／社会福祉法人 川崎いのちの電話事務局
☎044-722-7121（平日10時～18時）

第20回麻生シャンソン フェスティバル 
ラ・シャンソンエヌ チャリティーコンサート
9月22日（木）　16：00開場　16：30開演
会場／麻生市民館
曲目／リヨン駅、おおわが人生、ふるさとの山、枯葉、
メケメケ、夢破れて、ラストダンスは私に、歌ある限り、
人生は楽しい、今・今・今、ボンボヤージュ 他
出演／ゲスト歌手：美川憲一、ピアノ：久保田廣和、ベース：
山口じゅん、ドラム：野村和雄、キーボード：藤山正史、
歌い手：麻生区及び近隣在住ラ・シャンソンエヌの仲間たち
料金／全席指定 A席3,000円、B席2,500円、C席
2,000円
問合せ／ラ・シャンソンエヌ（黒川）
☎045-971-3433

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第75回定期演奏会
10月23日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／麻生市民館
曲目／チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリ
エット」、ラフマニノフ：交響曲第2番
出演／指揮：田中健
料金／全席指定 1,000円
問合せ／麻生フィルハーモニー管弦楽団
☎ 090-2676-4488

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／演奏会担当　☎050-5327-9511
（平日18時～22時、土日祝8時～22時）

麻 生 区

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。

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～
9月29日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小野高弘
第262回例会
＜オペラの楽しみ　その6～フランスオペラを楽しむ～＞
10月9日（日）　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

かわさきジャズ2022　ジャズアカデミー
第1回
「バンドネオンを取り巻く歴史と、ポスト・ピアソラ」
9月30日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／「タンゴの革命家」と称されるピアソラ没後
30年の今年。バンドネオンを取り巻く歴史とピア
ソラの軌跡を辿りつつ、現在へと続くバンドネオン・
ミュージックの世界を紐解きます。
出演／早川純（バンドネオン奏者）
第2回
「チッタ、たった、100年。 チッタグループ100年の歴史」
10月14日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／何故創業が日暮里だったのか?何故映画館
だったのか？何故川崎に拠点を移したのか?何故
ラ チッタデッラだったのか?何故「カワハロ」が
終わったのか…?創業から100年の歴史秘話を初
公開します。
出演／土岐一利、若井悠樹（（株）チッタエンターテイ
メント）
第3回
「サッチモとジャズの故郷ニューオリンズに魅せられて
　外山喜雄・恵子の『サッチモ人生』」
10月21日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／サッチモの貴重なヴィジュアル資料を交え
ながら、56年にわたる音楽活動、ニューオーリンズ
での武者修行、サッチモへの思い、社会活動などを
語ります。
出演／外山喜雄（トランペット、ボーカル）、外山
恵子（ピアノ、バンジョー）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席自由 各回1,500円
受講チケット／かわさきジャズチケットオンライン
で販売中
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月15日（木）、22日（木）、10月6日（木）、20日（木）、
27日（木）、11月10日（木）
19：00開演
9月21日（水）、10月5日（水）、26日（水）、11月2日（水）、
9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

公 開 講 座

読売日本交響楽団　第6回川崎マチネーシリーズ
9月28日（水）　14：00開演
曲目／J.S.バッハ（ウェーベルン編）：「音楽の捧げもの」
から「6声のリチェルカーレ」、モーツァルト：ピアノ協奏
曲第24番、ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
出演／指揮：鈴木優人、ピアノ：アレクサンドラ・ドヴガン、
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）

ザッツ管弦楽団第20回定期演奏会
10月8日（土）　17：00開場　17：45開演
曲目／ショスタコーヴィチ：交響曲第7番、チャイコフ
スキー：「ロメオとジュリエット」
出演／指揮：田部井剛
料金／全席指定 1,000円　＊要申込
問合せ／事務局　☎090-9008-8751（10時～17時）

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
阪田知樹　ピアノ・リサイタル
《指先で紡ぐ踊りの音楽史》
10月9日（日）　13：30開演
曲目／J.S.バッハ（阪田知樹）：アダージョBWV564、
J.S.バッハ（ブゾーニ）：シャコンヌBWV1004R.、
シューマン：蝶々 op.2、シューベルト（リスト）：ヴィーン
の夜会 S.427/R.252 より 第6番、ラヴェル：高雅で
感傷的なワルツ、ガーシュウィン（ワイルド）：7つの
ヴィルトゥオーゾ練習曲より、バラキレフ：イスラメイ
出演／ピアノ：阪田知樹

◇［教養講座］「ロマン派音楽の世界」
　～シューベルトとショパン～（全4回）　
第1回　シューベルト第1章
 9月17日（土）　14：00開場　14：30開講
第2回　シューベルト第2章
10月15日（土）　14：00開場　14：30開講
第3回　ショパン第1章
10月29日（土）　14：00開場　14：30開講 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）
※第4回は12月3日（土）開講

◇［教養講座］バッハのお話し
～作品とその生涯～　（全2回）　
Ⅰ.その生涯とそれぞれの時代の作品
9月11日（日）　13：30開場　14：00開講
Ⅱ.フルートが関連する作品とその背景
10月1日（土）　13：30開場　14：00開講 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室

◇ジェラール・プーレ レクチャー＆コンサート
　『フランス音楽の至芸』
　～ドビュッシー生誕160年に寄せて～
9月24日（土）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
内容／【レクチャー】「ドビュッシーについて」、「フラ
ンス音楽の演奏について」
曲目／ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 ト長調、ヴァイオ
リン・ソナタ、サン＝サーンス：ハバネラ、ゴーベール：
古代のメダル、フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
出演／ヴァイオリン：ジェラール・プーレ、ピアノ・通訳：
川島余里、フルート：藤田真頼、サクソフォーン：野原武伸、
司会：小森谷巧
料金／全席指定 一般3,500円、学生1,500円

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
9月27日（火）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール

◇［教養講座］バロック音楽講座
10月27日（木）　①13：30開場　14：00開講 
　　　　　　　　②18：00開場　18：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
内容／①『フレンチ・バロック音楽の親しみ』
　　　②『J.S.バッハの無伴奏作品を深読み』
講師・チェロ／島根朋史
料金／全席指定 各回一般1,500円、学生1,000円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

◇昭和音楽大学第29回コンチェルト定期演奏会
①10月22日（土）　13：15開場　14：00開演
②11月12日（土） 　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：海老原光、ソリスト：本学在学中の成績優秀
者、管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇昭和音楽大学オペラ公演2022
　《フィガロの結婚》全4幕　
　原語(イタリア語)上演／日本語字幕付
10月8日（土）　13：15開場　14：00開演
　　　9日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／●8日（土）アルマヴィーヴァ伯爵：岩美陽大、伯爵
夫人：福留なぎさ、スザンナ：米田七海、フィガロ：小野寺
光、ケルビーノ：大隈有花里、マルチェリーナ：荒川茉捺、
バルトロ：宮村春樹、バジリオ：西山広大、ドン・クル
ツィオ：原優一、バルバリーナ：鎌田麗、アントニオ：
ウムット・トゥルソン、花娘（両日）：上野由貴・長島晴佳
●9日（日）アルマヴィーヴァ伯爵：市川宥一郎、伯爵夫人：
木村有希、スザンナ：山口はる絵、フィガロ：小野田佳祐、
ケルビーノ：山下美和、マルチェリーナ：宇津木明香音、
バルトロ：徐大愚、バジリオ：原優一、ドン・クルツィオ：
西山広大、バルバリーナ：塚本雛、アントニオ：安塚久理人
料金（各日）／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、
B席3,000円、学生(B席のみ)1,000円

◇昭和音楽大学オペラ公演2022
　プレ講座 第2回《フィガロの結婚》の楽しみ方
9月18日（日）　14：00開講
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／小畑恒夫
料金／1,000円、小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

▲カルッツ レクチャーコンサート 
　「なぜ日本人はかくもショパンが好きなのか」
9月26日（月）　13：00開場　14：00開演
曲目／ショパン：幻想ポロネーズ 変イ長調、バラード 
ト短調、ノクターン ロ長調、スケルツォ 嬰ハ短調、4つの
マズルカ、ワルツ 変ニ長調、嬰ハ短調、エチュード ホ長調
※プログラムは変更になる場合があります。
出演／講師・演奏：川染雅嗣(昭和音楽大学教授)、ゲスト：
森岡葉(音楽ジャーナリスト)
料金／全席指定 500円

カルッツかわさき開館5周年記念　
オペラ・ガラ・コンサート
10月2日(日)　13：15開場　14：00開演
曲目／〈字幕スーパー有り〉／ロッシーニ：オペラ「ウィリ
アム・テル」序曲、ベッリーニ：オペラ「夢遊病の娘」より
“今日は何という美しい日”、プッチーニ：オペラ「ラ・ボ
エーム」より“冷たき手”、ビゼー：オペラ「カルメン」より
“諸君の乾杯を喜んで受けよう”（闘牛士の歌）、ヴェル
ディ：オペラ「アイーダ」より“勝ちて帰れ” 他
出演／ソプラノ：廣田美穂、光岡暁恵、メッゾ・ソプラノ：
髙橋未来子、依光ひなの、テノール：海道弘昭、村上敏明、
バリトン：市川宥一郎、牧野正人、指揮：田中祐子、司会：
折江忠道（藤原歌劇団総監督）、合唱：藤原歌劇団合唱部、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時～18時）

▲ウィズ・ミューズシリーズ
　第28回 江藤有希 アコースティックトリオ・
　コンサート
10月26日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／文部省唱歌：みなと、A.カルロス・ジョビン：イパ
ネマの娘、江藤有希：splash 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ヴァイオリン：江藤 有希、チェロ：橋本歩、ギター：
笹子重治
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

沖縄芸能大会第85回公演
10月16日（日）　13：00開場　13：30開演
内容／古典舞踊、雑踊り、創作舞踊、古典音楽、沖縄民謡、
器楽合奏など沖縄芸能16演目。
出演／川崎沖縄芸能研究会所属各音楽研究所および
舞踊研究所
料金／全席自由 前売1,000円、当日1,200円
問合せ／川崎沖縄県人会館　☎044-233-8584

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

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　
県民名曲シリーズ第14回
9月17日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲、“私は
町のなんでも屋”、“今の歌声は”、モーツァルト：歌劇
「フィガロの結婚」序曲、“もう飛ぶまいぞ、この蝶々”、
“愛の神よ、安らぎを与えたまえ”、“手紙の二重唱”、ヴェル
ディ：歌劇「運命の力」より“Pace Pace mio Dio”、歌劇
「ドンカルロ」より“Per me la vendetta del Re lo 
morro”、歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
出演／指揮・ナビゲート：現田茂夫、ソプラノ：鈴木玲奈、
柳澤涼子、バリトン：井出壮志朗、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6,000円、A席4,500円、B席

★MUZA MUSIC BAR 
　Acoustic Jazz Live!!!
　JazzからMusette, Brazilianまで
10月18日（火）　19：00開演
会場／ホール 2階 ホワイエ
曲目／オール・ザ・シングス・ユー・アー、A列車で行こう、
枯葉、リベルタンゴ、群衆 他 ※50席限定
出演／佐瀬悠輔 Quartet（トランペット：佐瀬悠輔、
エレキ・ギター：小金丸慧、アコーディオン：青木マサヒロ、
ウッド・ベース：清水昭好）
料金／全席自由 3,000円、ペア割5,000円

★モーツァルト・マチネ　第51回
10月8日（土）　11：00開演
曲目／シェーンベルク：弦楽四重奏とオーケストラの
ための協奏曲（ヘンデルop.6-7による）、モーツァルト：
2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ・デュオ：Piano duo 
Sakamoto(坂本彩・坂本リサ)、弦楽四重奏（第1ヴァイオ
リン：小林壱成、第2ヴァイオリン：服部亜矢子、ヴィオラ：
武生直子、チェロ：伊藤文嗣）、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円 託

★＜川崎吹奏楽連盟20周年記念＞　
　ミューザ川崎市民吹奏楽祭2022
10月10日（月・祝）　①11：00開演　②14：45開演
出演／①県立生田東高校、王禅寺中央中学校、柿生中学校、
南野川小学校、向丘中学校、高津中学校、有馬中学校
②法政大学第二中・高等学校、日吉中学校、京町中学校、
大師中学校、市立川崎高等学校・附属中学校、御幸中学校、
JFEスチール、川崎ウインズ
料金／全席指定 一般700円　　　　　　　　　　　
※当日券の販売は無し 託

DIAMOND CONCERT Vol.Ⅱ
10月29日（土）　17：00開場　18：00開演
曲目／ヴェルディ：「レクイエム」、聖歌四篇より「テ・デウム」
出演／指揮：松村努、管弦楽：グロリア室内オーケストラ、 
ソプラノ：小林厚子、メゾソプラノ：中島郁子、テノール：
笛田博昭、バリトン：上江隼人、合唱：Diamond Family
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（御子柴）
☎090-8817-1770

★サー・サイモン・ラトル指揮
　ロンドン交響楽団
10月2日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」から　
前奏曲とイゾルデの愛の死、R.シュトラウス：オーボエ
協奏曲、エルガー：交響曲第2番
出演／指揮：サー・サイモン・ラトル、オーボエ：ユリアーナ・
コッホ、管弦楽：ロンドン交響楽団
料金／全席指定 S席32,000円、A席27,000円
＊B・C・D席は完売 託

託

★ホールアドバイザー松居直美企画公演 
　言葉は音楽、音楽は言葉 Vol. 4 《あした》
10月1日（土）　13：00開場　14：00開演 
曲目／＜三上＞J. S. バッハ：幻想曲とフーガ ハ短調、
ブラームス：『11のコラール前奏曲』より 「わが心の
切なる願い」、オーベルタン：星のためのソナチネ、フラ
ンク：コラール第1番、＜大平＞ヨハンセン：サンライズ、
レーガー：楽興の時 ニ長調、マッター：コラール「われ神
より離れず」 による幻想曲、リスト：『オルガンのための
ミサ』より サンクトゥス、ベネディクトゥス、ヴァメス：
鏡、ロッシーニ：『小荘厳ミサ』より 「宗教的前奏曲」、
ヨハンセン：賛美（日本初演）、＜石川＞ドビュッシー：
月の光、ラヴェル：道化師の朝の歌、フォーレ：パヴァーヌ、
サン＝サーンス：死の舞踏、ギラン：「マニフィカトのため
のオルガン曲集ー第2旋法による組曲」より テノール
をティエルスで、ヴィドール：オルガン交響曲第10番
「ロマネスク」より 終曲
出演／パイプオルガン：三上郁代、大平健介、石川=マン
ジョル 優歌
料金／全席指定 一般3,500円、U25（小学生～25歳
以下）1,000円

託

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179回　9月25日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／吉松隆：チカプ、チェロ協奏曲「ケンタウルス・
ユニット」、カムイチカプ交響曲（交響曲 第1番）
出演／指揮：原田慶太楼、チェロ：宮田大
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席  
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円
第180回　10月16日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラヴェル：「鏡」から 道化師の朝の歌（管弦楽版）、
歌曲集「シェエラザード」、ショスタコーヴィチ：交響曲 
第4番
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ソプラノ：安川みく
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円
第181回　11月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、ラヴェル：
ピアノ協奏曲 ト長調、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：三浦謙司
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円 託

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

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

昭 和 音 楽 大 学

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

マーラー祝祭オーケストラ第20回定期演奏会
9月11日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／メシアン：忘れられた捧げもの（管弦楽のための
交響的瞑想）、マーラー：交響曲第2番「復活」国際
マーラー協会新校訂批判版（R.シュタルク・フォイト/G.
キャプラン共同校訂による）
出演／指揮：井上喜惟、ソプラノ：森朱美、アルト：蔵野
蘭子、東京オラトリオ研究会（指揮：郡司博）
料金／全席指定 3,000円
問合せ／マーラー祝祭オーケストラ公演事務局
☎0422-45-1585（平日10時～18時）

★MUZAランチタイムコンサート
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／あなたのキスを数えましょう（小柳ゆき）、少年時代
（井上陽水）、壊れかけのRADIO（徳永英明）、あずさ2号
（狩人）、SAY YES（CHAGE and ASKA）、秋桜（山口百恵）
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）
Acoustic Jazz Live!!! JazzからMusette, Brazilianまで
10月18日（火）　12：10開演
出演／佐瀬悠輔 Quartet（トランペット：佐瀬悠輔、
エレキ・ギター：小金丸慧、アコーディオン：青木マサ
ヒロ、ウッド・ベース：清水昭好）
曲目／オール・ザ・シングス・ユー・アー、A列車で行こう、
枯葉、リベルタンゴ、群衆 他
変幻自在！オルガンと笛の幻想的な世界
11月8日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ロート：アイン・カリム フルートとオルガンの
ためのファンタジー 他
出演／パイプオルガン：吉村怜子、フルート：梶川真歩
各料金／全席指定 一般500円　

託

託

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会
第87回　9月18日（日）　14：00開演
曲目／ドビュッシー：「管弦楽のための映像」より“イベ
リア”、トマジ：トランペット協奏曲、プロコフィエフ：
交響曲 第5番 
出演／指揮：アジス・ショハキモフ、トランペット：ティーネ・
ティング・ヘルセット
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、P席2,500円
第88回 10月22日（土） 14：00開演
曲目／シェーンベルク：5つの管弦楽曲 op.16、ウェーベ
ルン：パッサカリア、ブルックナー：交響曲 第2番 ハ短調
出演／指揮：ジョナサン・ノット
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,000円、B席
5,000円、C席4,000円、P席3,000円 
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

託

NO!RED 奇跡のコラボ!LIVE＆ライフ
～J-ROCK REUNION～
9月22日（木）　17：30開場　18：30開演
会場／多摩市民館
出演／ドラム：五十嵐公太、ギター：野村義男、田川
ヒロアキ、ベース：寺沢功一、キーボード：DIE、サン
プラザ中野くん・パッパラー河合、＜PERSONZ＞
から【Vo.JILL、Gt.本田毅】
料金／XA席7,999円、Z席4,999円
問合せ／株式会社NIC　☎044-299-8854

なごみ管弦楽団第16回定期演奏会
9月23日（金・祝）　13：15開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／ベートーヴェン：レオノーレ序曲3番、ワーグナー：
ジークフリート牧歌、シューマン：交響曲4番
出演／指揮：柳橋明徳
問合せ／なごみ管弦楽団(脇本)
☎090-8343-5308(17時以降)

川崎市民オペラ　「フィガロの結婚」
11月3日（木・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／指揮：金岡秀典、演出：境信博、キャスト：境信博、
桜庭由希、小林勉、宍戸美法、塚原佳奈、吉原裕作、神野
朋子、君島広明、川崎市民オペラ合唱団、ピアノ：小森美穂
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円
＊中学生以下無料
問合せ／川崎市民オペラ事務局　☎090-9374-0316

川崎マンドリン倶楽部　第80回定期演奏会
11月5日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／イタリア旅情、夏の思い出、五月雨るる日の憂
鬱、ハナミズキ、マンドリン讃歌「プレクトラム」、水車
小屋の乙女たち、黄昏前奏曲 他
出演／指揮：小野寺哲義、山本小菊、市川雅典、マンド
リンやギター奏者の部員総勢約40名
問合せ／川崎マンドリン倶楽部（田畑）
☎090-4492-0240

第76回たまアトリウムコンサート
10月26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

多 摩 区
多摩ミュージックビレッジ
9月17日（土）、10月15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
内容／オープンマイク形式のライブ
問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター（水島）
☎044-281-4422

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
9月21日（水）　①17：00開演　②18：00開演
10月2日（日）　開演時間未定
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

田園コンサートVol.48
「大谷康子ヴァイオリンリサイタル」
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演 
会場／糀ホール
曲目／フランク：ヴァイオリンソナタ 他
出演／ヴァイオリン：大谷康子、ピアノ：佐藤卓史
料金／全席自由 前売3,000円、当日3,500円
問合せ／田園クラシック音楽の会
☎044-812-6090(糀ホール)

プラザ・アフタヌーンジャズVol.9
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演 
出演／フリューゲルホーン・ヴォーカル：TOKU、ピアノ：
ハクエイ キム
料金／全席自由 一般前売3,500円、U25学割2,000円
＊当日券は＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第42回 コージー・コンサート
10月2日（日）　13：00開場　13：30開演
会場・問合せ／糀ホール　☎044-812-6090

クオーレ・ウインドアンサンブル第3回定期演奏会
11月6日(日)　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／スターパズルマーチ、栄光のすべてに、エル 
カミーノ レアル、モンスターハンターより「英雄の証」、
ジャパニーズグラフティX「時代劇絵巻」 他
出演／指揮：安東京平
問合せ／クオーレ・ウインドアンサンブル演奏会担当
☎080-6596-4706

第16回　童謡・唱歌コンサート
11月8日（火）　13：30開場　14：00開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／赤とんぼ、小さい秋見つけた、庭の千草 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、ピアノ：髙橋晶子
料金／1,000円
問合せ／さえの会（木村）
☎090-1818-0538

椿サロンコンサート
10月1日（土）　15：30開場　16：00開演
＊プレコンサート　15：10～15：25 
会場／川崎市民プラザ
出演／ソプラノサックス：海老原美保、アルトサックス：
兼田柊子、テナーサックス：中原雄太郎、バリトンサックス：
矢澤亘
料金／全席自由 一般前売1,500円(ドリンク1杯付)
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

ミッドナイトうたごえカフェ in 溝ノ口カレー
9月25日（日）　15：00開場　15：30開演
会場／溝ノ口カレー
曲目／うたごえ喫茶リクエストによる曲目(童謡、
唱歌、演歌、山の歌）。スクリーンに歌詞が映されます。
出演／司会：金谷守晶、ピアノ：田中慶、ギター・総合司会：
増田義昭
問合せ／健やかフィールドまきば会・増田義昭
☎080-3123-1979

TAMA21交響楽団第28回定期演奏会
10月23日（日）　12：45開場　13：30開演
曲目／シベリウス：交響曲第7番、ブルックナー：交響曲
第8番（ハース版）
出演／指揮：海老原光
料金／全席自由 1,000円　
問合せ／TAMA21交響楽団　☎070-5587-9987 未

しんゆりジャズスクエア vol.55
［昭和音楽大学ジャズコースPresents］
チャールス・ミンガス特集
～生誕100周年を祝って～
9月23日（金・祝）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／Goodbye Pork Pie Hat、Nostalgia in 
Times Square、Duke Elington’s Sound Of Love 他
出演／ベース：安ヵ川大樹、トランペット：岡崎好朗、サッ
クス：岡崎正典、ピアノ：田中菜緒子、サックス：江澤
茜、トロンボーン：春木香菜絵、ドラム：塚田陽太
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
障がい者割引2,000円 
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107

人間国宝の競演
～友枝昭世と山本東次郎の至芸～
10月31日（月）まで
演目／解説　馬場あき子
　　　 能「隅田川」　友枝昭世
　　　 狂言「麻生」　山本東次郎
料金／2,800円　＊別途手数料あり
＊配信チケット販売は10月17日（月）
23：59まで
問合せ／（公財）川崎市文化財団
☎044-272-7366（平日9時～17時）

動 画 配 信

配信チケットは
こちらから

おんまち・みぞのくちライブ
ドレミファ♪ミュートン     
9月17日（土）　①13：00開演　②14：00開演
出演／リトルクラシック in Kawasaki
溝ジャズday
10月9日（土）　①12：00開演　②12：50開演
　　　　　　　③13：40開演　④14：30開演                            
出演／溝の口JAZZ同盟
①Atomic Heart ②ウエファラオ・サンダース・シン
③Mizzo Forte 2022 ④A LA SOUND
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あり。 
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

モーツァルトの音楽をたのしむ会　
プロフェッショナルズオーケストラ
第10回定期演奏会
9月11日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番、ベートー
ヴェン：交響曲第7番
出演／ピアノ：川村文雄、指揮:末永隆一、管弦楽：プロ
フェッショナルズオーケストラ
料金／全席自由 3,000円
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

未

ドリームウインドアンサンブル
第4回定期演奏会
9月24日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／指揮：東谷慶太
問合せ／ドリームウインドアンサンブル（山本）
☎080-6426-6200

未

【オープンマイクな夜】@溝ノ口カレー
毎週水曜日　18：00～22：30
料金／ミュージックチャージ(おつまみ付)1,500円    
会場・問合せ／溝ノ口カレー
☎044-811-5553

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）

「大人のリフレッシュ・コンサート」
～ヴァイオリンとピアノの共鳴～
音楽で楽しむ世界旅行
11月30日（水）　14：00開演
事前申込／10月15日（土）から
会場／有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
曲目／ドイツ（バッハ：G線上のアリア）、チェコ（スメ
タナ：わが故郷より)、ポーランド（ショパン：小犬のワルツ）、
アルゼンチン（ピアソラ）、イギリス（エルガー） 他
出演／ヴァイオリン：南條由起、ピアノ：横山歩
申込方法／往復はがき（〒213 - 0013　高津区
末長1-40-6-310 文化パートナーズかわさき事務局
コンサート係）、FAX（044-777-8744）、メール
（bunkapa@inthe. info）、電話で、
①参加者名（2名まで） ②住所 ③電話番号を明記し送付
問合せ／文化パートナーズかわさき（玉井）
☎090-7009-1047

料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
マリオ・ブルネロ J.S.バッハ無伴奏チェロ・リサイタル
《チェロ＆チェロ・ピッコロ》
11月3日（木・祝）　13：30開演
曲目／【オール・バッハ・プログラム】無伴奏チェロ組曲 
第1番（チェロ）、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番
（チェロ・ピッコロ）、無伴奏チェロ組曲 第4番（チェロ）、
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 （チェロ・
ピッコロ）
出演／チェロ：マリオ・ブルネロ
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

3,000円　＊シニア（70歳以上）各席種10％引き
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎045-226-5045（平日 11時～16時）

出演／解説・バリトン：中村靖、ピアノ：高取達也、アシ
スタント・メゾソプラノ：丹呉由利子
料金／全席自由 1,200円　
※初回の方のみ別途歌集代1,100円
※当日販売のみ（13：15～会場前の受付にて販売）
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

講師／黒田隆
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円、小～高
校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

川崎・しんゆり芸術祭発アート講座2022
10月15日（土）～令和5年2月18日（土）
全8回　10：00～11：45
会場／新百合21ホール 他
対象／18歳以上、150人（抽選）
内容／オペラや演劇などの幅広い一流の専門家から芸術
の魅力を学ぶ。おでかけアート講座は、劇団民藝の稽古
場見学。
講師／読売日本交響楽団コンサートマスター：小森谷巧、
NHK交響楽団コンサートマスター：伊藤亮太郎 他
料金／受講費4,500円（全8回分）、5,000円（全8回
＋おでかけアート講座）
申込方法／①講座名（アート講座受講希望またはアート
講座＋おでかけアート講座）、②住所、③氏名、④電話番号
を明記、9月28日(水)（必着）までにFAX
（044-955-0431）、はがき、QRコードから
問合せ／芸術によるまちづくり・かわさき
2022実行委員会
☎044-952-5024（平日10時～17時）

事前申込制／10月20日（木）締切（抽選で200名）
会場／国際交流センター ホール
出演／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）、佐藤友紀
（東京交響楽団首席トランペット奏者）
問合せ／川崎市国際交流センター
☎ 044-435-7000

ⓒMari Kusakari

川崎市・リューベック市友好都市提携30周年
記念コンサート（2022魅惑の音楽紀行）
11月12日（土）　14：00開演

文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公演や展示等を実施することが困難な状況が続く
中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使用料等を助成します。

■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。（要事前申請）

■助　成　額：施設使用料及び付帯設備使用料の合計（実費）の2分の1の額（上限あり）

■申請受付期間：令和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。

詳細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　☎044-544-9641　メールjosei@kbz.or.jp　FAX044-544-9647
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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

9・10月号の情報は8月24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11月10日発刊号は、11月11日から2023年1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！（9月16日締め切り）※掲載無料

川崎いのちの電話
活動支援チャリティーコンサート
「日本のうた122年を90分で」
10月1日（土）　13：00開場　14：00開演 
会場／麻生市民館
出演／構成・ピアノ：青島広志、ソプラノ：赤星啓子、
テノール：小野勉、バリトン：三塚至
料金／全席自由 3,500円
問合せ／社会福祉法人 川崎いのちの電話事務局
☎044-722-7121（平日10時～18時）

第20回麻生シャンソン フェスティバル 
ラ・シャンソンエヌ チャリティーコンサート
9月22日（木）　16：00開場　16：30開演
会場／麻生市民館
曲目／リヨン駅、おおわが人生、ふるさとの山、枯葉、
メケメケ、夢破れて、ラストダンスは私に、歌ある限り、
人生は楽しい、今・今・今、ボンボヤージュ 他
出演／ゲスト歌手：美川憲一、ピアノ：久保田廣和、ベース：
山口じゅん、ドラム：野村和雄、キーボード：藤山正史、
歌い手：麻生区及び近隣在住ラ・シャンソンエヌの仲間たち
料金／全席指定 A席3,000円、B席2,500円、C席
2,000円
問合せ／ラ・シャンソンエヌ（黒川）
☎045-971-3433

麻生フィルハーモニー管弦楽団
第75回定期演奏会
10月23日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／麻生市民館
曲目／チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリ
エット」、ラフマニノフ：交響曲第2番
出演／指揮：田中健
料金／全席指定 1,000円
問合せ／麻生フィルハーモニー管弦楽団
☎ 090-2676-4488

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／演奏会担当　☎050-5327-9511
（平日18時～22時、土日祝8時～22時）

麻 生 区

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。

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～
9月29日（木）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：小野高弘
第262回例会
＜オペラの楽しみ　その6～フランスオペラを楽しむ～＞
10月9日（日）　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

かわさきジャズ2022　ジャズアカデミー
第1回
「バンドネオンを取り巻く歴史と、ポスト・ピアソラ」
9月30日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／「タンゴの革命家」と称されるピアソラ没後
30年の今年。バンドネオンを取り巻く歴史とピア
ソラの軌跡を辿りつつ、現在へと続くバンドネオン・
ミュージックの世界を紐解きます。
出演／早川純（バンドネオン奏者）
第2回
「チッタ、たった、100年。 チッタグループ100年の歴史」
10月14日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／何故創業が日暮里だったのか?何故映画館
だったのか？何故川崎に拠点を移したのか?何故
ラ チッタデッラだったのか?何故「カワハロ」が
終わったのか…?創業から100年の歴史秘話を初
公開します。
出演／土岐一利、若井悠樹（（株）チッタエンターテイ
メント）
第3回
「サッチモとジャズの故郷ニューオリンズに魅せられて
　外山喜雄・恵子の『サッチモ人生』」
10月21日（金）　13：00開場　13：30開演 
内容／サッチモの貴重なヴィジュアル資料を交え
ながら、56年にわたる音楽活動、ニューオーリンズ
での武者修行、サッチモへの思い、社会活動などを
語ります。
出演／外山喜雄（トランペット、ボーカル）、外山
恵子（ピアノ、バンジョー）
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
料金／全席自由 各回1,500円
受講チケット／かわさきジャズチケットオンライン
で販売中
問合せ／かわさきジャズ実行委員会
☎044-223-8623

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座
9月15日（木）、22日（木）、10月6日（木）、20日（木）、
27日（木）、11月10日（木）
19：00開演
9月21日（水）、10月5日（水）、26日（水）、11月2日（水）、
9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

公 開 講 座

読売日本交響楽団　第6回川崎マチネーシリーズ
9月28日（水）　14：00開演
曲目／J.S.バッハ（ウェーベルン編）：「音楽の捧げもの」
から「6声のリチェルカーレ」、モーツァルト：ピアノ協奏
曲第24番、ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
出演／指揮：鈴木優人、ピアノ：アレクサンドラ・ドヴガン、
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）

ザッツ管弦楽団第20回定期演奏会
10月8日（土）　17：00開場　17：45開演
曲目／ショスタコーヴィチ：交響曲第7番、チャイコフ
スキー：「ロメオとジュリエット」
出演／指揮：田部井剛
料金／全席指定 1,000円　＊要申込
問合せ／事務局　☎090-9008-8751（10時～17時）

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2022
阪田知樹　ピアノ・リサイタル
《指先で紡ぐ踊りの音楽史》
10月9日（日）　13：30開演
曲目／J.S.バッハ（阪田知樹）：アダージョBWV564、
J.S.バッハ（ブゾーニ）：シャコンヌBWV1004R.、
シューマン：蝶々 op.2、シューベルト（リスト）：ヴィーン
の夜会 S.427/R.252 より 第6番、ラヴェル：高雅で
感傷的なワルツ、ガーシュウィン（ワイルド）：7つの
ヴィルトゥオーゾ練習曲より、バラキレフ：イスラメイ
出演／ピアノ：阪田知樹

◇［教養講座］「ロマン派音楽の世界」
　～シューベルトとショパン～（全4回）　
第1回　シューベルト第1章
 9月17日（土）　14：00開場　14：30開講
第2回　シューベルト第2章
10月15日（土）　14：00開場　14：30開講
第3回　ショパン第1章
10月29日（土）　14：00開場　14：30開講 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）
※第4回は12月3日（土）開講

◇［教養講座］バッハのお話し
～作品とその生涯～　（全2回）　
Ⅰ.その生涯とそれぞれの時代の作品
9月11日（日）　13：30開場　14：00開講
Ⅱ.フルートが関連する作品とその背景
10月1日（土）　13：30開場　14：00開講 
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室

◇ジェラール・プーレ レクチャー＆コンサート
　『フランス音楽の至芸』
　～ドビュッシー生誕160年に寄せて～
9月24日（土）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
内容／【レクチャー】「ドビュッシーについて」、「フラ
ンス音楽の演奏について」
曲目／ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 ト長調、ヴァイオ
リン・ソナタ、サン＝サーンス：ハバネラ、ゴーベール：
古代のメダル、フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
出演／ヴァイオリン：ジェラール・プーレ、ピアノ・通訳：
川島余里、フルート：藤田真頼、サクソフォーン：野原武伸、
司会：小森谷巧
料金／全席指定 一般3,500円、学生1,500円

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会
9月27日（火）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール

◇［教養講座］バロック音楽講座
10月27日（木）　①13：30開場　14：00開講 
　　　　　　　　②18：00開場　18：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
内容／①『フレンチ・バロック音楽の親しみ』
　　　②『J.S.バッハの無伴奏作品を深読み』
講師・チェロ／島根朋史
料金／全席指定 各回一般1,500円、学生1,000円
＊小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

◇昭和音楽大学第29回コンチェルト定期演奏会
①10月22日（土）　13：15開場　14：00開演
②11月12日（土） 　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：海老原光、ソリスト：本学在学中の成績優秀
者、管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席2,000円、A席1,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇昭和音楽大学オペラ公演2022
　《フィガロの結婚》全4幕　
　原語(イタリア語)上演／日本語字幕付
10月8日（土）　13：15開場　14：00開演
　　　9日（日）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／●8日（土）アルマヴィーヴァ伯爵：岩美陽大、伯爵
夫人：福留なぎさ、スザンナ：米田七海、フィガロ：小野寺
光、ケルビーノ：大隈有花里、マルチェリーナ：荒川茉捺、
バルトロ：宮村春樹、バジリオ：西山広大、ドン・クル
ツィオ：原優一、バルバリーナ：鎌田麗、アントニオ：
ウムット・トゥルソン、花娘（両日）：上野由貴・長島晴佳
●9日（日）アルマヴィーヴァ伯爵：市川宥一郎、伯爵夫人：
木村有希、スザンナ：山口はる絵、フィガロ：小野田佳祐、
ケルビーノ：山下美和、マルチェリーナ：宇津木明香音、
バルトロ：徐大愚、バジリオ：原優一、ドン・クルツィオ：
西山広大、バルバリーナ：塚本雛、アントニオ：安塚久理人
料金（各日）／全席指定 S席5,000円、A席4,000円、
B席3,000円、学生(B席のみ)1,000円

◇昭和音楽大学オペラ公演2022
　プレ講座 第2回《フィガロの結婚》の楽しみ方
9月18日（日）　14：00開講
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／小畑恒夫
料金／1,000円、小～高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

▲カルッツ レクチャーコンサート 
　「なぜ日本人はかくもショパンが好きなのか」
9月26日（月）　13：00開場　14：00開演
曲目／ショパン：幻想ポロネーズ 変イ長調、バラード 
ト短調、ノクターン ロ長調、スケルツォ 嬰ハ短調、4つの
マズルカ、ワルツ 変ニ長調、嬰ハ短調、エチュード ホ長調
※プログラムは変更になる場合があります。
出演／講師・演奏：川染雅嗣(昭和音楽大学教授)、ゲスト：
森岡葉(音楽ジャーナリスト)
料金／全席指定 500円

カルッツかわさき開館5周年記念　
オペラ・ガラ・コンサート
10月2日(日)　13：15開場　14：00開演
曲目／〈字幕スーパー有り〉／ロッシーニ：オペラ「ウィリ
アム・テル」序曲、ベッリーニ：オペラ「夢遊病の娘」より
“今日は何という美しい日”、プッチーニ：オペラ「ラ・ボ
エーム」より“冷たき手”、ビゼー：オペラ「カルメン」より
“諸君の乾杯を喜んで受けよう”（闘牛士の歌）、ヴェル
ディ：オペラ「アイーダ」より“勝ちて帰れ” 他
出演／ソプラノ：廣田美穂、光岡暁恵、メッゾ・ソプラノ：
髙橋未来子、依光ひなの、テノール：海道弘昭、村上敏明、
バリトン：市川宥一郎、牧野正人、指揮：田中祐子、司会：
折江忠道（藤原歌劇団総監督）、合唱：藤原歌劇団合唱部、
管弦楽：テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
料金／全席指定 S席4,000円、A席3,000円、B席
2,000円
問合せ／日本オペラ振興会チケットセンター
☎03-6721-0874（平日10時～18時）

▲ウィズ・ミューズシリーズ
　第28回 江藤有希 アコースティックトリオ・
　コンサート
10月26日（水）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／文部省唱歌：みなと、A.カルロス・ジョビン：イパ
ネマの娘、江藤有希：splash 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／ヴァイオリン：江藤 有希、チェロ：橋本歩、ギター：
笹子重治
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

沖縄芸能大会第85回公演
10月16日（日）　13：00開場　13：30開演
内容／古典舞踊、雑踊り、創作舞踊、古典音楽、沖縄民謡、
器楽合奏など沖縄芸能16演目。
出演／川崎沖縄芸能研究会所属各音楽研究所および
舞踊研究所
料金／全席自由 前売1,000円、当日1,200円
問合せ／川崎沖縄県人会館　☎044-233-8584

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

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　
県民名曲シリーズ第14回
9月17日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ロッシーニ：歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲、“私は
町のなんでも屋”、“今の歌声は”、モーツァルト：歌劇
「フィガロの結婚」序曲、“もう飛ぶまいぞ、この蝶々”、
“愛の神よ、安らぎを与えたまえ”、“手紙の二重唱”、ヴェル
ディ：歌劇「運命の力」より“Pace Pace mio Dio”、歌劇
「ドンカルロ」より“Per me la vendetta del Re lo 
morro”、歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
出演／指揮・ナビゲート：現田茂夫、ソプラノ：鈴木玲奈、
柳澤涼子、バリトン：井出壮志朗、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6,000円、A席4,500円、B席

★MUZA MUSIC BAR 
　Acoustic Jazz Live!!!
　JazzからMusette, Brazilianまで
10月18日（火）　19：00開演
会場／ホール 2階 ホワイエ
曲目／オール・ザ・シングス・ユー・アー、A列車で行こう、
枯葉、リベルタンゴ、群衆 他 ※50席限定
出演／佐瀬悠輔 Quartet（トランペット：佐瀬悠輔、
エレキ・ギター：小金丸慧、アコーディオン：青木マサヒロ、
ウッド・ベース：清水昭好）
料金／全席自由 3,000円、ペア割5,000円

★モーツァルト・マチネ　第51回
10月8日（土）　11：00開演
曲目／シェーンベルク：弦楽四重奏とオーケストラの
ための協奏曲（ヘンデルop.6-7による）、モーツァルト：
2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ・デュオ：Piano duo 
Sakamoto(坂本彩・坂本リサ)、弦楽四重奏（第1ヴァイオ
リン：小林壱成、第2ヴァイオリン：服部亜矢子、ヴィオラ：
武生直子、チェロ：伊藤文嗣）、管弦楽：東京交響楽団
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～25歳）
1,500円 託

★＜川崎吹奏楽連盟20周年記念＞　
　ミューザ川崎市民吹奏楽祭2022
10月10日（月・祝）　①11：00開演　②14：45開演
出演／①県立生田東高校、王禅寺中央中学校、柿生中学校、
南野川小学校、向丘中学校、高津中学校、有馬中学校
②法政大学第二中・高等学校、日吉中学校、京町中学校、
大師中学校、市立川崎高等学校・附属中学校、御幸中学校、
JFEスチール、川崎ウインズ
料金／全席指定 一般700円　　　　　　　　　　　
※当日券の販売は無し 託

DIAMOND CONCERT Vol.Ⅱ
10月29日（土）　17：00開場　18：00開演
曲目／ヴェルディ：「レクイエム」、聖歌四篇より「テ・デウム」
出演／指揮：松村努、管弦楽：グロリア室内オーケストラ、 
ソプラノ：小林厚子、メゾソプラノ：中島郁子、テノール：
笛田博昭、バリトン：上江隼人、合唱：Diamond Family
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（御子柴）
☎090-8817-1770

★サー・サイモン・ラトル指揮
　ロンドン交響楽団
10月2日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」から　
前奏曲とイゾルデの愛の死、R.シュトラウス：オーボエ
協奏曲、エルガー：交響曲第2番
出演／指揮：サー・サイモン・ラトル、オーボエ：ユリアーナ・
コッホ、管弦楽：ロンドン交響楽団
料金／全席指定 S席32,000円、A席27,000円
＊B・C・D席は完売 託

託

★ホールアドバイザー松居直美企画公演 
　言葉は音楽、音楽は言葉 Vol. 4 《あした》
10月1日（土）　13：00開場　14：00開演 
曲目／＜三上＞J. S. バッハ：幻想曲とフーガ ハ短調、
ブラームス：『11のコラール前奏曲』より 「わが心の
切なる願い」、オーベルタン：星のためのソナチネ、フラ
ンク：コラール第1番、＜大平＞ヨハンセン：サンライズ、
レーガー：楽興の時 ニ長調、マッター：コラール「われ神
より離れず」 による幻想曲、リスト：『オルガンのための
ミサ』より サンクトゥス、ベネディクトゥス、ヴァメス：
鏡、ロッシーニ：『小荘厳ミサ』より 「宗教的前奏曲」、
ヨハンセン：賛美（日本初演）、＜石川＞ドビュッシー：
月の光、ラヴェル：道化師の朝の歌、フォーレ：パヴァーヌ、
サン＝サーンス：死の舞踏、ギラン：「マニフィカトのため
のオルガン曲集ー第2旋法による組曲」より テノール
をティエルスで、ヴィドール：オルガン交響曲第10番
「ロマネスク」より 終曲
出演／パイプオルガン：三上郁代、大平健介、石川=マン
ジョル 優歌
料金／全席指定 一般3,500円、U25（小学生～25歳
以下）1,000円

託

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179回　9月25日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／吉松隆：チカプ、チェロ協奏曲「ケンタウルス・
ユニット」、カムイチカプ交響曲（交響曲 第1番）
出演／指揮：原田慶太楼、チェロ：宮田大
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席  
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円
第180回　10月16日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラヴェル：「鏡」から 道化師の朝の歌（管弦楽版）、
歌曲集「シェエラザード」、ショスタコーヴィチ：交響曲 
第4番
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ソプラノ：安川みく
料金／全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円
第181回　11月12日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」、ラヴェル：
ピアノ協奏曲 ト長調、ベルリオーズ：幻想交響曲
出演／指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：三浦謙司
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円、B席
4,000円、C席3,000円、当日学生券1,000円 託

洗 足 学 園 音 楽 大 学
問合せ／洗足学園音楽大学

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

※問合せはできるだけメールにてお願いします。

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

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

昭 和 音 楽 大 学

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

マーラー祝祭オーケストラ第20回定期演奏会
9月11日（日）　12：30開場　13：30開演
曲目／メシアン：忘れられた捧げもの（管弦楽のための
交響的瞑想）、マーラー：交響曲第2番「復活」国際
マーラー協会新校訂批判版（R.シュタルク・フォイト/G.
キャプラン共同校訂による）
出演／指揮：井上喜惟、ソプラノ：森朱美、アルト：蔵野
蘭子、東京オラトリオ研究会（指揮：郡司博）
料金／全席指定 3,000円
問合せ／マーラー祝祭オーケストラ公演事務局
☎0422-45-1585（平日10時～18時）

★MUZAランチタイムコンサート
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／あなたのキスを数えましょう（小柳ゆき）、少年時代
（井上陽水）、壊れかけのRADIO（徳永英明）、あずさ2号
（狩人）、SAY YES（CHAGE and ASKA）、秋桜（山口百恵）
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）
Acoustic Jazz Live!!! JazzからMusette, Brazilianまで
10月18日（火）　12：10開演
出演／佐瀬悠輔 Quartet（トランペット：佐瀬悠輔、
エレキ・ギター：小金丸慧、アコーディオン：青木マサ
ヒロ、ウッド・ベース：清水昭好）
曲目／オール・ザ・シングス・ユー・アー、A列車で行こう、
枯葉、リベルタンゴ、群衆 他
変幻自在！オルガンと笛の幻想的な世界
11月8日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／ロート：アイン・カリム フルートとオルガンの
ためのファンタジー 他
出演／パイプオルガン：吉村怜子、フルート：梶川真歩
各料金／全席指定 一般500円　

託

託

託

東京交響楽団 川崎定期演奏会
第87回　9月18日（日）　14：00開演
曲目／ドビュッシー：「管弦楽のための映像」より“イベ
リア”、トマジ：トランペット協奏曲、プロコフィエフ：
交響曲 第5番 
出演／指揮：アジス・ショハキモフ、トランペット：ティーネ・
ティング・ヘルセット
料金／全席指定 S席8,000円、A席6,000円、B席
4,000円、C席3,000円、P席2,500円
第88回 10月22日（土） 14：00開演
曲目／シェーンベルク：5つの管弦楽曲 op.16、ウェーベ
ルン：パッサカリア、ブルックナー：交響曲 第2番 ハ短調
出演／指揮：ジョナサン・ノット
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,000円、B席
5,000円、C席4,000円、P席3,000円 
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
☎044-520-1511 託

託

NO!RED 奇跡のコラボ!LIVE＆ライフ
～J-ROCK REUNION～
9月22日（木）　17：30開場　18：30開演
会場／多摩市民館
出演／ドラム：五十嵐公太、ギター：野村義男、田川
ヒロアキ、ベース：寺沢功一、キーボード：DIE、サン
プラザ中野くん・パッパラー河合、＜PERSONZ＞
から【Vo.JILL、Gt.本田毅】
料金／XA席7,999円、Z席4,999円
問合せ／株式会社NIC　☎044-299-8854

なごみ管弦楽団第16回定期演奏会
9月23日（金・祝）　13：15開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／ベートーヴェン：レオノーレ序曲3番、ワーグナー：
ジークフリート牧歌、シューマン：交響曲4番
出演／指揮：柳橋明徳
問合せ／なごみ管弦楽団(脇本)
☎090-8343-5308(17時以降)

川崎市民オペラ　「フィガロの結婚」
11月3日（木・祝）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
出演／指揮：金岡秀典、演出：境信博、キャスト：境信博、
桜庭由希、小林勉、宍戸美法、塚原佳奈、吉原裕作、神野
朋子、君島広明、川崎市民オペラ合唱団、ピアノ：小森美穂
料金／全席自由 前売4,000円、当日4,500円
＊中学生以下無料
問合せ／川崎市民オペラ事務局　☎090-9374-0316

川崎マンドリン倶楽部　第80回定期演奏会
11月5日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／イタリア旅情、夏の思い出、五月雨るる日の憂
鬱、ハナミズキ、マンドリン讃歌「プレクトラム」、水車
小屋の乙女たち、黄昏前奏曲 他
出演／指揮：小野寺哲義、山本小菊、市川雅典、マンド
リンやギター奏者の部員総勢約40名
問合せ／川崎マンドリン倶楽部（田畑）
☎090-4492-0240

第76回たまアトリウムコンサート
10月26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

多 摩 区
多摩ミュージックビレッジ
9月17日（土）、10月15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
内容／オープンマイク形式のライブ
問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター（水島）
☎044-281-4422

宮 前 区

フレルさぎ沼 おんまちライブ
9月21日（水）　①17：00開演　②18：00開演
10月2日（日）　開演時間未定
会場／フレルさぎ沼 1階入口横 イベントスペース
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

田園コンサートVol.48
「大谷康子ヴァイオリンリサイタル」
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演 
会場／糀ホール
曲目／フランク：ヴァイオリンソナタ 他
出演／ヴァイオリン：大谷康子、ピアノ：佐藤卓史
料金／全席自由 前売3,000円、当日3,500円
問合せ／田園クラシック音楽の会
☎044-812-6090(糀ホール)

プラザ・アフタヌーンジャズVol.9
11月12日（土）　13：30開場　14：00開演 
出演／フリューゲルホーン・ヴォーカル：TOKU、ピアノ：
ハクエイ キム
料金／全席自由 一般前売3,500円、U25学割2,000円
＊当日券は＋500円
会場・問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

第42回 コージー・コンサート
10月2日（日）　13：00開場　13：30開演
会場・問合せ／糀ホール　☎044-812-6090

クオーレ・ウインドアンサンブル第3回定期演奏会
11月6日(日)　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／スターパズルマーチ、栄光のすべてに、エル 
カミーノ レアル、モンスターハンターより「英雄の証」、
ジャパニーズグラフティX「時代劇絵巻」 他
出演／指揮：安東京平
問合せ／クオーレ・ウインドアンサンブル演奏会担当
☎080-6596-4706

第16回　童謡・唱歌コンサート
11月8日（火）　13：30開場　14：00開演
会場／小黒恵子童謡記念館
曲目／赤とんぼ、小さい秋見つけた、庭の千草 他
出演／ソプラノ：新井ちほ、ピアノ：髙橋晶子
料金／1,000円
問合せ／さえの会（木村）
☎090-1818-0538

椿サロンコンサート
10月1日（土）　15：30開場　16：00開演
＊プレコンサート　15：10～15：25 
会場／川崎市民プラザ
出演／ソプラノサックス：海老原美保、アルトサックス：
兼田柊子、テナーサックス：中原雄太郎、バリトンサックス：
矢澤亘
料金／全席自由 一般前売1,500円(ドリンク1杯付)
問合せ／川崎市民プラザ　☎044-888-3131

ミッドナイトうたごえカフェ in 溝ノ口カレー
9月25日（日）　15：00開場　15：30開演
会場／溝ノ口カレー
曲目／うたごえ喫茶リクエストによる曲目(童謡、
唱歌、演歌、山の歌）。スクリーンに歌詞が映されます。
出演／司会：金谷守晶、ピアノ：田中慶、ギター・総合司会：
増田義昭
問合せ／健やかフィールドまきば会・増田義昭
☎080-3123-1979

TAMA21交響楽団第28回定期演奏会
10月23日（日）　12：45開場　13：30開演
曲目／シベリウス：交響曲第7番、ブルックナー：交響曲
第8番（ハース版）
出演／指揮：海老原光
料金／全席自由 1,000円　
問合せ／TAMA21交響楽団　☎070-5587-9987 未

しんゆりジャズスクエア vol.55
［昭和音楽大学ジャズコースPresents］
チャールス・ミンガス特集
～生誕100周年を祝って～
9月23日（金・祝）　18：30開場　19：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
曲目／Goodbye Pork Pie Hat、Nostalgia in 
Times Square、Duke Elington’s Sound Of Love 他
出演／ベース：安ヵ川大樹、トランペット：岡崎好朗、サッ
クス：岡崎正典、ピアノ：田中菜緒子、サックス：江澤
茜、トロンボーン：春木香菜絵、ドラム：塚田陽太
料金／全席指定 一般3,500円、2枚セット券6,000円、
障がい者割引2,000円 
問合せ／川崎市アートセンター
☎044-955-0107

人間国宝の競演
～友枝昭世と山本東次郎の至芸～
10月31日（月）まで
演目／解説　馬場あき子
　　　 能「隅田川」　友枝昭世
　　　 狂言「麻生」　山本東次郎
料金／2,800円　＊別途手数料あり
＊配信チケット販売は10月17日（月）
23：59まで
問合せ／（公財）川崎市文化財団
☎044-272-7366（平日9時～17時）

動 画 配 信

配信チケットは
こちらから

おんまち・みぞのくちライブ
ドレミファ♪ミュートン     
9月17日（土）　①13：00開演　②14：00開演
出演／リトルクラシック in Kawasaki
溝ジャズday
10月9日（土）　①12：00開演　②12：50開演
　　　　　　　③13：40開演　④14：30開演                            
出演／溝の口JAZZ同盟
①Atomic Heart ②ウエファラオ・サンダース・シン
③Mizzo Forte 2022 ④A LA SOUND
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あり。 
問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
☎044-544-9641

モーツァルトの音楽をたのしむ会　
プロフェッショナルズオーケストラ
第10回定期演奏会
9月11日（日）　14：00開場　14：30開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
曲目／モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番、ベートー
ヴェン：交響曲第7番
出演／ピアノ：川村文雄、指揮:末永隆一、管弦楽：プロ
フェッショナルズオーケストラ
料金／全席自由 3,000円
問合せ／モーツァルトの音楽を楽しむ会 事務局
☎080-2243-1254

未

ドリームウインドアンサンブル
第4回定期演奏会
9月24日（土）　13：00開場　14：00開演
会場／男女共同参画センター（すくらむ21）
出演／指揮：東谷慶太
問合せ／ドリームウインドアンサンブル（山本）
☎080-6426-6200

未

【オープンマイクな夜】@溝ノ口カレー
毎週水曜日　18：00～22：30
料金／ミュージックチャージ(おつまみ付)1,500円    
会場・問合せ／溝ノ口カレー
☎044-811-5553

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）

「大人のリフレッシュ・コンサート」
～ヴァイオリンとピアノの共鳴～
音楽で楽しむ世界旅行
11月30日（水）　14：00開演
事前申込／10月15日（土）から
会場／有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ）
曲目／ドイツ（バッハ：G線上のアリア）、チェコ（スメ
タナ：わが故郷より)、ポーランド（ショパン：小犬のワルツ）、
アルゼンチン（ピアソラ）、イギリス（エルガー） 他
出演／ヴァイオリン：南條由起、ピアノ：横山歩
申込方法／往復はがき（〒213 - 0013　高津区
末長1-40-6-310 文化パートナーズかわさき事務局
コンサート係）、FAX（044-777-8744）、メール
（bunkapa@inthe. info）、電話で、
①参加者名（2名まで） ②住所 ③電話番号を明記し送付
問合せ／文化パートナーズかわさき（玉井）
☎090-7009-1047

料金／全席指定 一般5,000円、舞台後方席3,000円
マリオ・ブルネロ J.S.バッハ無伴奏チェロ・リサイタル
《チェロ＆チェロ・ピッコロ》
11月3日（木・祝）　13：30開演
曲目／【オール・バッハ・プログラム】無伴奏チェロ組曲 
第1番（チェロ）、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番
（チェロ・ピッコロ）、無伴奏チェロ組曲 第4番（チェロ）、
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 （チェロ・
ピッコロ）
出演／チェロ：マリオ・ブルネロ
料金／全席指定 一般6,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会　☎045-453-5080

3,000円　＊シニア（70歳以上）各席種10％引き
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎045-226-5045（平日 11時～16時）

出演／解説・バリトン：中村靖、ピアノ：高取達也、アシ
スタント・メゾソプラノ：丹呉由利子
料金／全席自由 1,200円　
※初回の方のみ別途歌集代1,100円
※当日販売のみ（13：15～会場前の受付にて販売）
問合せ／プレルーディオ　☎044-953-2105

講師／黒田隆
料金／全席指定 一般1,500円、学生1,000円、小～高
校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
　　　要事前申込・受講料前払い（銀行振込）

料金／全席自由 1回3,000円、小中高学生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

川崎・しんゆり芸術祭発アート講座2022
10月15日（土）～令和5年2月18日（土）
全8回　10：00～11：45
会場／新百合21ホール 他
対象／18歳以上、150人（抽選）
内容／オペラや演劇などの幅広い一流の専門家から芸術
の魅力を学ぶ。おでかけアート講座は、劇団民藝の稽古
場見学。
講師／読売日本交響楽団コンサートマスター：小森谷巧、
NHK交響楽団コンサートマスター：伊藤亮太郎 他
料金／受講費4,500円（全8回分）、5,000円（全8回
＋おでかけアート講座）
申込方法／①講座名（アート講座受講希望またはアート
講座＋おでかけアート講座）、②住所、③氏名、④電話番号
を明記、9月28日(水)（必着）までにFAX
（044-955-0431）、はがき、QRコードから
問合せ／芸術によるまちづくり・かわさき
2022実行委員会
☎044-952-5024（平日10時～17時）

事前申込制／10月20日（木）締切（抽選で200名）
会場／国際交流センター ホール
出演／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）、佐藤友紀
（東京交響楽団首席トランペット奏者）
問合せ／川崎市国際交流センター
☎ 044-435-7000

ⓒMari Kusakari

川崎市・リューベック市友好都市提携30周年
記念コンサート（2022魅惑の音楽紀行）
11月12日（土）　14：00開演

文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集文化芸術活動応援事業（会場使用料等助成）対象事業を募集
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公演や展示等を実施することが困難な状況が続く
中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使用料等を助成します。

■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。（要事前申請）

■助　成　額：施設使用料及び付帯設備使用料の合計（実費）の2分の1の額（上限あり）

■申請受付期間：令和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。

詳細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　☎044-544-9641　メールjosei@kbz.or.jp　FAX044-544-9647



新百合トウェンティワンホール

川崎ルフロン★

カルッツかわさき

ラゾーナ川崎プラザソル
ミューザ川崎シンフォニーホール

川崎市産業振興会館（ライブ配信あり）★

川崎市アートセンター

昭和音楽大学 ユリホール

洗足学園音楽大学（ライブ配信  無観客）★

料金や詳細はHPをご覧ください。
（★の公演は無料です）

問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局　☎044-223-8623
info@kawasakijazz.jp

　　　

詳細はHPでご確認ください。▶

「ジャズは橋を架ける」
MUSIC BRIDGE 音楽でつながる（ホール公演）

PEOPLE BRIDGE ひととまちがつながる

FUTURE BRIDGE
ミライにつなげる

しんゆりJAZZストリーム 菊地成孔＆ペペ・トルメント・
アスカラール コンサート2022

10月29日土 15時開演
11月3日木㊗
17時開演

The Three Muses
ジャズ・ヴォーカルの煌めき vol.2

11月1日火 19時開演

JUNKO ONISHI in
KAWASAKI

ジャズアカデミー

11月13日日 17時開演

＊詳細は5ページに

川崎ジャズプレーヤーズ
フェスタ2022

11月5日土 12:15開演
Jazz Combo Day
        6日日 11:00開演
Band Jazz Day

しんゆりジャズスクエア vol.56
11月11日金 19時開演
      

ColorfulJAZZ!
with special guest
春風亭昇太
11月12日土
18時開演
      

Senzoku Jazz Heritage Vol.4
11月12日土 13時開演
      

タップダンスコメディユニットTAP DO!
かわさきジャズスペシャル

11月3日木㊗ 14時開演（0歳から入場可）

Labas!クインテット in 川崎（ジャズ×クラシック） 
‒ リトアニアと日本、友好100周年記念コンサート ‒

障害の有無、ジャンルを超えて奏でるその日だけの音楽をお楽しみ下さい。

11月4日金 19時開演

外山喜雄デキシーセインツ
他3バンド出演
外山喜雄デキシーセインツ
他3バンド出演

DAY
1

東響×かわさきジャズ かわさきBRIDGEオーケストラ

10月8日土 19時演奏開始

10月15日土・29日土

9月16日（金）

10月15日土
①11:00～、②13:00～、③14:00～
出演①【MKG Band】坂口 勝(per)、千葉 香織(key) 、

岩永 源内(g)
　　②③川崎ドラム教習所

10月30日日 18時開演

オルケスタ・デ・ラ・ルスオルケスタ・デ・ラ・ルスDAY
2

かわさきジャズの会期スタート！
冠レースを実施、お出迎えのジャズ
ライブも楽しめます。
かわさきジャズグッズも販売！

川崎生まれの芸術家・岡本太郎の芸術を顕
彰する美術館で、子どもや親子が楽しめる
ライブ・ワークショップを開催。アフリカの
楽器に触れる体験や、キッズドラム演奏体
験など楽しいプログラムを企画。

船上でジャズとともに工場地帯の
景観・夜景を満喫！

料金（乗船料）

問合せ先・申込み
9月15日（木）9:30～電話またHPで予約開始
名鉄観光サービス株式会社 東京メディア国内予約センター

☎  03-5759-8400（平日9:30～18:00）

出演：10月15日 文梨衛（sax、かわさ
きジャズ2019キーアティスト）
10月29日 jaja

①サンセットクルーズ　16:00～18:00

②工場夜景クルーズ 　18:45～20:45

①5,900円（フリードリンク付）
②7,900円（フリードリンク付）

〇9月25日日 [中原区]
　グランツリー武蔵小杉

〇10月8日土 [麻生区]
　新百合ヶ丘駅南口広場
〇10月16日日 [中原区]
　こすぎコアパーク

〇10月26日水 [幸区]
　ラゾーナ川崎プラザ
〇10月29日日 [川崎区]
　川崎ルフロン
〇11月5日土 [高津区]
　川崎市民プラザ

〇10月23日日 [多摩区]
　生田緑地ばら苑

●川崎競馬ジャズナイト

●かわジャズLIVE！Rainbow（旧公募スペシャルライブ）★

●音あそび♪かわジャズ＠川崎市
　岡本太郎美術館★

●ジャズクルーズ

〇10月2日日[宮前区]
　フレルさぎ沼
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第14回狂言全集
人間のおかしさ、悲しさ、愚かしさ。 狂言の哲学がここにある。

KSMBウェブサイト▶

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）問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会  ☎044-544-9641

　川崎大師平間寺の山門前広場で、ダンスエクササイズを楽しむ
「ほしぞらディスコ」が毎月20日に開かれています。イヤホンで音
楽を聴きながら、コロンビア発祥のZumba（ズンバ）をインストラ
クターに合わせて踊ります。子どもたちや赤ちゃんをおんぶした
お母さんも参加するなど、楽しい時間を過ごすことができます。

若手ミュージシャンが参加する勝ち抜き形式のコンテストイベント
「KAWASAKI STREET MUSIC BATTLE!」。過去10回の出演
者から歴代グランプリを中心に6組がスペシャルステージを披露! 

•日時  9月19日（月・祝）12:00～19:00 
•会場  川崎駅東口駅前広場（川崎ルフロン前）

イベントを除く、「音楽のまち・かわさき」をPRす
る事業で「応援ロゴ・マーク」を使用できます。
一緒に川崎のまちを盛り上げましょう♪

使用申請はおんまちホームページで受け付けて
います。
音楽イベントへの後援依頼も同様にホームペー
ジよりご申請ください。

使用例：封筒、名刺、パンフレット、ホームページ等
※非営利の物品が対象です。営利目的での使用についてはお問合せください。

♪ミュージックスポット♪

●問合せ／大師ONE博　☎080-5546-5641

ほしぞらディスコ

2022年10月15日（土） 14:00開演（13:30開場）
「蚊相撲」 山本　則秀　「布施無経」 山本東次郎（人間国宝）
「蜘盗人」 山本泰太郎　狂言のお話  山本東次郎

川崎能楽堂

9月12日（月）より発売（先着順）※取扱い座席は全て共通です

「音楽のまち・かわさき」

応援ロゴ・マーク

みんなで楽
しく

夜遊びしよ
う！！

開催は毎月20日の18時半～20時（雨天時特別会場）
事前申込制で、参加費1,000円（小学生以下無料）
詳細・申込みは「大師ＯＮＥ博」HP（QR）より

蚊相撲（撮影：尾形美砂子） 蜘盗人（撮影：尾形美砂子）

布施無経
（撮影：神田佳明）

会場

正面席………………3,500円（全席指定）
脇正面・中正面席……3,000円（全席指定）

料金

チケット発売

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）
※窓口は翌日10時～販売いたします。

TEL：0120-240-540
（平日10時～18時）

WEB：川崎市文化財団ホームページよりご確認ください。
（24時間対応※初日は10時～）

申請ページ
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カンフェティ

川崎駅前フェス　KSMBスペシャルライブ

12：00　サニチル・サニママ
（オープニング）

12：45　澪

13：30　DONOR NON
SUGAR 

14：15　オルタード

15：00　imim

15：45　style-3!

キッチンカーと
共にお楽しみ
ください

川崎能楽堂

カンフェティ


