
第1回
ボリビア「アンデスからこんにちは！」

第4回
ブルガリア「大地の恵みと歌のある暮らし」

第6回
イタリア「オペラとイタリアの美味しいお話」

音楽を通してSDGs（持続可能な開発目標）にアプローチする団体をご紹介

THE アート・プロジェクト
多文化読み聞かせ隊

チラシ配布
ワークショップ運営
アナウンス等

検温
チケットもぎり
客席案内等

音楽イベントボランティア リポート
■おんまち・みぞのくちライブ
毎月第3土曜日(１・２月を除く)に溝
の口駅そばノクティ2（マルイ）で開
催するフリーライブ。毎回ボラン
ティアの皆さんと一緒に運営して
います。

■ボランティア参加者の声

●出演者でも観客でもない立場で
音楽に関われる貴重な機会です。

●現場でボランティアメンバーと再
会できるのと、生の音楽が聴ける
雰囲気が楽しいです。

●希望する日時に無理なく参加
できる点が良いです。回数を重
ねていくごとに顔や名前を憶
えてもらえて、スタッフのひと
りとして楽しめると思います。

■ボランティアメンバー随時募集中
写真や映像の撮影、SNSの発信など得意なことを活か
したい方大歓迎！ご希望の方は、会員制SNS「おんまち
交流広場」にご登録ください。

※現在、主な募集情報の対象年齢は18歳以上です。

■かわさきジャズ2022
「ジャズは橋を架ける」を
合言葉に、音楽とまちを
つなげる都市型フェス
ティバル。約2ヶ月にわ
たって、市内各所で開催
されたホールライブやま
ちなかライブ等をサポー
トいただきました。

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

より詳細な
経験者の

インタビューは
こちらから▼

国や地域の違い、障がいの有無や
性別、大人と子どもなど、文化の異なり
にふれあう機会をつくり、誰もが理解
し合える社会を目指して活動してい
ます。

2022年6月から実施された「多文化公開連続講座」
の講師による実演やワークショップなど、多文化な
表現を実践するイベント。ガムラン（インドネシア音
楽）付きワヤン（影絵芝居）などを予定。

日にち：1月28日(土)・29日(日)
会　場：にこぷら新地（高津区二子2-6-47 二子新地駅徒歩3分）
入場料：大人1,000円、障害者手帳をお持ちの方・小学生500円

〈多文化公開講座の様子〉

問合せ／THE アート・プロジェクト多文化読み聞かせ隊
メール：theartpro@gmail.com 
☎044-852-3034（平日10:00～16:00） 公式HP▶

多文化表現フェスタ
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詳しいイベント情報は
音楽のまち 検 索

※詳細は5ページに

おんまち新CMがtvkで放送中！！
１５周年を迎えた「かわさきミュートン」がマジシャンで登場？！

※続きは2ページに※料金について表記のないものは無料です 未…未就学児入場可

　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 野村万蔵による芸能サロン
～狂言を楽しもう～
1月22日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／川崎能楽堂
＊詳細は5ページに

未

かわさき区ビオラコンサート
IN田島支所
2月1日（水）　11：30開場　12：10開演 
事前申込／1月16日（月）8：30から先着順
会場／田島支所 3階会議室
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127

銀座街バスカーライブ
毎週土曜・日曜・祝日 13：00開演　
問合せ／銀座街愛知ふとん店（小林）
☎044-211-2251

川 崎 区

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

第128回川崎市定期能
3月11日（土）　第1部　12：30開場　13：00開演
　　　　　　　第2部　15：30開場　16：00開演
会場／川崎能楽堂
演目／【第1部】狂言「饅頭」山本則孝（大蔵流）、
能「源氏供養」観世恭秀（観世流）
【第2部】狂言「千鳥」山本泰太郎（大蔵流）、
能「鵜飼」田邉哲久、岡本房雄（観世流）
料金／全席指定 正面席4,500円、脇正面・中正面席
4,000円、U25(25歳以下)3,000円

＊2月6日（月）10時より発売（先着順）
問合せ／川崎能楽堂　☎044-222-7995

3月4日（土）13：00～14:30
講師／田邉哲久、岡本房雄
料金／無料（本公演チケット購入者のみ参加可）

定期能をより楽しむための事前講座

幸 区
FRIDAY MUSIC NIGHT
毎週金曜日　19：00開演
会場／ホテルメトロポリタン川崎 2階ロビー
出演／YOKOHAMA JAZZ EGGS 他
料金／ミュージックチャージなし（投げ銭方式） 
問合せ／ホテルメトロポリタン川崎
☎044-533-1111

水曜ナイトライブ in LAZONA
1月11日（水）　18：00開演 
出演／コンソメ+、もどかしマーケッツ、伊藤さくら
1月25日（水）　18：00開演
出演／Rebellion、chyai、待良
会場／ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場
問合せ／水曜ナイトライブ in LAZONA運営委員会
事務局　☎044-200-3725
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今まで開催されたコンサートや音楽イベントの映像がご覧になれます ミュートンチャンネル 検索 ※料金について表記のないものは無料です ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応による掲載公演の中止・変更等にご注意ください。未未…未就学児入場可託…託児あり

METライブビューイング2022-23シーズン
ケヴィン・プッツ《めぐりあう時間たち》（英語）
＊MET上演日：2022年12月10日（世界初演）
2月3日（金）～9日（木）　開演時間未定
上映時間：2時間55分（休憩1回）
出演／ルネ・フレミング、ケリー・オハラ、ジョイス・ディ
ドナート
ジョルダーノ《フェドーラ》（イタリア語）新演出
＊MET上演日：2023年1月14日
3月3日（金）～9日（木）　開演時間未定
上映時間：2時間25分（休憩1回）
出演／ソニア・ヨンチェヴァ、ピョートル・ベチャワ、ローザ・
フェオラ、アルトゥール・ルチンスキー
会場／109シネマズ川崎
料金／全席指定 一般3,700円、学生2,500円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

映像オペラを楽しむ会
1月例会
1月19日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／プッチーニ：トスカ「星も光りぬ」、「歌に生き恋に
生き」
2月例会
2月16日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／ワーグナー：恋愛禁制
出演／解説：竹内貴久雄
会場／国際交流センター
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

ランチタイム・ロビーコンサート
第120回　1月19日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／早春譜、日記帳、昴、ゴンドラの唄、ムジカプロイ
ヴィータ、夜明けのうた
出演／声楽バリトン：飯田研良、ピアノ：飯田典子
第121回　2月2日（木）　12：00開場　12：10開演 
曲目／バッハ：主よ人の望みの喜びよ、ずいずいずっころ
ばし、坂本九メドレー 他
出演／マリンバ、カホン：ナチュラルビート
会場／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

中 原 区

In Unity2023
1月21日（土）　16：30開場　16：45開演
出演／和太鼓蓮、大西学園高等学校ダンス部、イーモンズ、
ARTISTA、橋本聖子×RINAスクールスペシャルコラボ
1月22日（日）　13：00開場　13：15開演
出演／和太鼓祇園、笠井俊佑、OUT OF BEANS、
Prhythm、上々軍団、自称・夢見ヶ崎動物公園専属アイドル
GABU、実験的音楽（第二回カワサキ学生バンドオーディ
ション最優秀バンド）
会場／NECルネッサンスシティ ホール
問合せ／In Unity2023実行委員会事務局（中原区役
所地域振興課）　☎044-744-3324

音楽喫茶 in なかはら
1月20日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
2月17日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
会場／かわさきゆめホール
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、行事の歌、青春
時代に歌ったフォークソングや歌謡曲等
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
☎＆FAX044-711-2316

国際交流
和楽器（箏・三絃）ふれあいコンサート
1月29日（日）　13：00開場　14：00開演 
会場／国際交流センター
曲目／沢井忠夫：鳥のように、峰崎勾当(作詞不詳）：
越後獅子、牧野由多可：花舞、沢井比河流：夢の輪、栗林
秀明：紺碧く、沢井忠夫：あこがれ、菅野よう子(岩井俊二
作詞／丸田美紀編曲)：花は咲く
出演／箏・17絃・三絃：カーティス・パターソン、箏・17絃:
横浜インターナショナルスクール箏アンサンブル、外山
香、滝川美鶴、ぐるーぷ「琴音人」会員 他　
＊要事前申込
問合せ／ぐるーぷ「琴音人」 達（ダテ）
☎090-8848-4228

プラザ・おへやライブ Vol.3 
～Herbert Hunger a.k.a 曽我大穂 ソロ
ライブ～
2月26日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／市民プラザ 2階セミナールーム
料金／全席自由 2,300円
問合せ／市民プラザ　☎044-888-3131

花コンサート　第243回
2月26日（日）　13：30開場　14：00開演
事前申込／1月27日（金）締切
出演／ソプラノ：井上夕貴、ピアノ：伊藤瑞基
会場／高津区役所 １階市民ホール（ロビー）
＊要事前申込
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

高 津 区

第10回なかはらミュージカル
「桃の里の物語～すみ子とカンナ～」
3月11日（土）　月組12：30開場　13：00開演
　　　　　　　星組16：30開場　17：00開演 
　　12日（日）　星組12：30開場　13：00開演 
　　　　　　　月組16：30開場　17：00開演
会場／中原市民館
内容／桃の栽培が盛んであった頃の中原区周辺市民の
戦争によって翻弄された生活と葛藤を子どもたちの友情
を中心に描いたミュージカル
出演／中原区に関係する小学生～60代までの一般市民
料金／全席自由 2,000円  
問合せ／実行委員会　☎090-6020-3362 未

夢こんさぁと
2月16日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／1月20日（金）締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／サクソフォン四重奏：Saxophone Quartet Ideal
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606 未

第77回たまアトリウムコンサート
2月22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

第33回コーラルフェストかわさき
2月4日（土）　12：15開場　12：45開演
　　5日（日）　　9：50開場　10：15開演
会場／多摩市民館　
問合せ／川崎市合唱連盟事務局（中山）
☎070-4211-6457

川崎混声合唱団　第55回定期演奏会
1月29日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／祈ってもいいだろうか、Maria,Mater gratiea、
Ave verum、ジグザグな屋根の下で、昔はどこへ、春に、
未来へ、赤いスイートピー、さくら、秋桜 他
出演／指揮：今井祐之、ピアノ：遠藤有子
料金／全席自由1,000円　＊子供室あり
問合せ／川崎混声合唱団事務局（粟飯原）
☎044-900-3211

第12回たま音楽祭
1月28日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩区総合庁舎内2ヵ所、市民館大ホール、1階
アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3239

多 摩 区
多摩ミュージックビレッジ「Liproll 新年ライブ」
1月21日（土）　13：30開場　14：00開演
会場・問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター
☎044-281-4422（火～金10時～16時）

川崎市アートセンター開館15周年記念
小劇場×映像館コラボレーション企画vol.5
映画を奏でる素敵な時間
Ciné-Piano kawasaki
～Yanashita Mie Trio～
2月4日（土）　コドモの部　11：00開演
　　　　　　　オトナの部　14：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
出演／柳下美恵トリオ（ピアノ：柳下美恵、フルート：菊池
奏絵、ヴァイオリン：小池吾郎）
料金／コドモの部 一般1,500円 他、オトナの部 一般
2,200円 他
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

男声合唱
コーロ・マスキーレ・あさお定期演奏会 2023
1月29日（日）　12：45開場　13：30開演
会場／麻生市民館
内容／アカペラ愛唱曲、鈴木憲夫：男声合唱曲集「ほほ
えみ」、器楽の調べと朗読、来し方100年を歌で綴る～
明日へ
出演／指揮：辻端幹彦、ピアノ：飛永美穂子、尾形由美、
トランペット：奥田敏雄、パーカッション：田中まさよし、
ヴァイオリン：鈴木智子、ソプラノ：大森寿枝、朗読：
吉野昭子(麻の会)

しんゆりジャズスクエア
vol.57　1月20日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／コーヒールンバ、アマポーラ、ボラーレ、ホテルカ
リフォルニア、スマイル、Morning (Una mañana)、
I concentrate on you 他
出演／ヴォーカル：やまもときょうこ、ピアノ：奥山勝、
トランペット：村田千紘、ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正、
ドラム：吉岡大輔
vol.58　3月10日（金）　18：30開場　19：00開演
出演／平山織絵ストリングスカルテット、ピアノ：廣瀬
みちる、ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
各料金／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

麻 生 区

2月1日よりアルテリッカしんゆり2023チケット
販売開始！
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちし
ます。
詳細はアルテリッカしんゆり
公式ホームページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2023
実行委員会事務局 　☎044-952-5024
（10時～16時　土日祝祭日を除く）

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。

読売日本交響楽団
第7回川崎マチネーシリーズ
1月15日（日）　14：00開演
曲目／黛敏郎：曼荼羅交響曲、マーラー：交響曲第6番
「悲劇的」
出演／指揮：山田和樹、管弦楽：読売日本交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390（10時～18時/年中無休）

★MUZAランチタイムコンサート
尺八、翔ける！
1月17日（火）　 11：30開場　12：10開演 
曲目／宮城道雄：春の海、バッハ：無伴奏フルートのため
のパルティータ イ短調、初代中尾都山：慷月調、尺八・
ピアノ・小鼓による新作トリオ 他
出演／尺八：長谷川将山、ピアノ・作曲：永井秀和、囃子：
藤舎呂近
この日に聴きたいロマンティック・クラシック
2月14日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／モーツァルト：歌劇「ドン・ジョバンニ」より お手を
どうぞ、レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より とざ
した唇に 他
出演／ソプラノ：コロンえりか、バリトン：ヴィタリ・
ユシュマノフ、ピアノ：高橋優介
各日料金／全席指定 500円 託

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265回例会
<ベートーヴェン、シューベルトの後期ピアノソナタを
聴く>

生涯学習センター公開講座「名画が語る音楽」
1月30日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／日本女子大学生涯学習センター
曲目／ドビュッシー：プレリュード第1集
出演／講師：伊藤里麻子、ピアノ：柴田浩希
料金／全席自由 2,500円
＊生涯学習センターホームページまたはメール
（nlc@atlas.jwu.ac.jp）で申込
問合せ／日本女子大学生涯学習センター
☎044-952-6961

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講
1月11日（水）、18日（水）、25日（水）、2月8日（水）、22日
（水）、3月1日（水）、8日（水）、15日（水）　17：30開演
1月12日（木）、19日（木）、26日（木）、2月9日（木）、23日
（木）、3月2日（木）、9日（木）　19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の
砂漠、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、小中高校生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

第19回 子どもの音楽の祭典
1月22日（日）　13：00開演
曲目／ジェイムズ・スウェアリンジェン：コヴィントン広場、
赤間孝：行進曲「川崎」、ヤン・ヴァンデルロースト：プロ
ヴァンス組曲、リード：シンフォニック・プレリュード、久石
譲（森田一浩）：ラピュタ～キャッスル・イン・ザ・スカイ、
J.ヴィンソン：グランド・ギャロップ
出演／指揮：小林恵子、ヤングかわさきジョイフルバンド
（第1部）、小・中学生による演奏（第2部）
問合せ／川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課 
「子どもの音楽の祭典事務局」
☎044-200-3286

◇令和4年度音楽学部音楽芸術運営学科
　バレエコース卒業公演
2月5日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／「白鳥の湖」より第2幕、「ドン・キホーテ」より
第3幕 、コンテンポラリー作品、創作作品 他
出演／音楽学部音楽芸術運営学科 バレエコース卒業
年次生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、一般A席1,000円、
学生S席800円、学生A席500円
※4歳から入場可

◇令和4年度音楽学部・短期大学部
　ジャズコース／ポピュラー音楽コース卒業
　ライブ
2月26日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／昭和音楽大学音楽学部・短期大学部 ジャズ
コース／ポピュラー音楽コース卒業年次生 他
※申込方法は大学公式ウェブサイトをご確認ください。

◇音楽療法講座
　第3回 「歌ってウェルビーイング」
3月12日（日）　14：00開講 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511
内容／「歌うこと」それは、心と体のビタミンです。歌う
こと・声を出すことが私たちの心身に与える作用に
ついて、様々な角度から考え、感じます。
講師／羽石英里
料金／一般1,500円、学生1,000円　＊小～高校生無料
申込期間／3月6日(月)まで
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込制・受講料前払い（銀行振込）

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第26回定期演奏会
3月11日（土）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／シューマン：序曲、スケルツォとフィナーレ、ショ
パン：ピアノ協奏曲第1番、ベートーヴェン：交響曲第7番
出演／指揮：阪哲朗、ピアノ：古海行子（2021年ショパン
国際ピアノコンクールセミファイナリスト、2022年
ダブリン国際ピアノコンクール第2位）
料金／全席指定 S席3,500円、A席2,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇令和4年度短期大学部音楽科
　バレエコース卒業公演
2月19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
曲目／「タランテラ」、「海賊」より、コンテンポラリー作品 他
出演／昭和音楽大学短期大学部 バレエコース 卒業
年次生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、一般A席1,000円、
学生S席800円、学生A席500円
※4歳から入場可

◇令和4年度大学院修士課程修了オペラ公演
2月12日（日）　①12：00開演　②16：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／①≪イル・カンピエッロ≫より抜粋
②≪ファルスタッフ≫≪ピーア・デ・トロメイ≫より抜粋
出演／昭和音楽大学大学院音楽研究科修士課程音楽
芸術表現専攻（オペラ）修了年次生 他
料金／（各公演）全席自由 一般1,000円、学生500円、
（2回セット）一般1,800円、学生1,000円

福田こうへいコンサートツアー2023
1月19日（木）　①13：00開場　13：30開演
　　　　　　　②17：30開場　18：00開演
出演／福田こうへい
料金／全席指定 S席7,000円
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～17時）

池上ウインドアンサンブル
第40回記念演奏会
1月15日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／保科洋：風紋〈原典版〉、福島弘和：梁塵秘抄
～熊野古道の幻想～、チャイコフスキー：交響曲
第４番 他
出演／指揮：外田豊久
問合せ／池上ウインドアンサンブル（相浦）
☎090-6120-8476

▲ブラス エクシード トウキョウ　
　吹奏楽が奏でるゲーム音楽コンサート
　～歴代名作ゲーム音楽と吹奏楽の響宴～
1月28日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／【第一部】ドラゴンクエストⅠ.Ⅱ.Ⅲ ロト三部作
セレクション、魔界塔士Sa・Gaメドレー
【第二部】クロノ・トリガーメドレー、クロノ・クロスメドレー
【第三部】アークザラッドⅢセレクション、F ina l  
FantasyⅧより Fisherman’s Horizon、Eyes On Me、
Final Fantasyシリーズより Select de Chocobo、
Final FantasyⅦメドレー
出演／指揮：大滝実、演奏：ブラス エクシード トウキョウ、
コーラス・オブ・エクシード、ミュージックナビゲーター：
吉田純也、ソプラノ：前嶋のぞみ、テノール：田口昌範、
バリトン：小池優介
料金／全席指定 一般4,000円、U18 2,400円

▲ウィズ・ミューズシリーズ　
　第30回　黒田鈴尊 尺八コンサート
2月13日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／古典本曲：虚空、J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲
第1番より、藤倉大：ころころ 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／尺八：黒田鈴尊
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

▲カルッツかわさき×こどもブリッツ　
　0才から楽しめる親子コンサート
3月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／道化師のギャロップ／さんぽ／グーチョキパー
でなにつくろう 他
※プログラムは変更になる場合があります。
出演／指揮：松元宏康、吹奏楽：ブリッツフィルハーモ
ニックウインズ
料金／全席自由 １,000円（税込）
※保護者1人につき、小学生以下のお子さま2人まで
　無料、3人目からは、入場料500円で入場可。
※小学生以下の方のみのご入場は不可。中学生以上の
　保護者同伴での要申込。

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

★MUZAミュージック・カレッジ 
第1回　知る “̶バロック”を問い直す
1月31日（火）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：浅井寛子（オルガニスト）
第2回　体験する̶音楽家の頭の中?!
2月21日（火）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：水谷晃（ヴァイオリン／東京交響楽団コン
サートマスター）、松岡あさひ（ピアノ／作曲）
第3回　聴く̶聴く“耳”の作り方
3月6日（月）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：三ツ木紀英（アートエデュケーター・アート
プランナー）、ハープ：景山梨乃 他
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室

★MUZA MUSIC BAR 
　この夜に聴きたいロマンティック・クラシック
2月14日（火）　18：30開場　19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール ホワイエ
曲目／レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より 唇は語ら
ずとも、サティ：ジュ・トゥ・ヴ 他　
出演／ソプラノ：コロンえりか、バリトン：ヴィタリ・
ユシュマノフ、ピアノ：高橋優介
料金／全席自由 一般3,000円、ぺア割5,000円

★第9回 被災地復興支援チャリティ・コンサート
3月11日（土）　14：45開演　＊プレトークあり（約10分）
曲目／新実徳英：交響組曲〈生命（いのち）のうた〉（委嘱
作品・オーケストラ版世界初演）、ベートーヴェン：交響
曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：秋山和慶、ソプラノ：塩田美奈子、アルト：
藤井麻美、テノール：中鉢聡、バリトン：ジョン・ハオ、管
弦楽：洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団、合唱：
被災地復興支援チャリティ合唱団（合唱指揮：中村拓紀）
料金／全席指定 1,000円 託

★トン・コープマン　パイプオルガンリサイタル
　～トン・コープマンの芸術～
2月18日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ブクステフーデ：前奏曲 ト短調、いざ来ませ、異邦
人の救い主よ、われらが神は堅き砦、ブルーナ：聖母の
連祷による第2旋法のティエント、コルネ：ファンタジ
ア、モーツァルト：自動オルガンのためのアンダンテ、
C.P.E.バッハ：オルガン・ソナタ イ短調、J.S.バッハ：
アッラ・ブレーヴェ、前奏曲とフーガ ハ短調、バビロン
川のほとりに、パッサカリア 
出演／パイプオルガン：トン・コープマン
料金／全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳以下）：
1,500円 託

ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル
2月27日（月）　19：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ第11番「トルコ行進
曲付」、ショパン：4つのマズルカ、ノクターン ヘ短調、ポロ
ネーズ第7番「幻想ポロネーズ」、2つのポロネーズ イ長調・
ハ短調、ポロネーズ第6番「英雄」、シマノフスキ：12の
変奏曲、ドビュッシー：ベルガマスク組曲
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,500円、B席
6,500円、C席5,000円、S席シニア（65歳以上）
8,100円、A席シニア（65歳以上）6,800円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

託

★ホールアドバイザー小川典子企画 
　歌曲でめぐる世界　～ことばと愛～
2月25日（土）  13：00開場　14：00開演
＊詳細は6ページに

★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183回　1月29日（日） 13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲、
エルガー：交響曲第2番 
出演／指揮：大友直人（東京交響楽団 名誉客演指揮者）、
ピアノ：上原彩子
第184回　2月5日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番、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：アレッサンドロ・ボナート、ピアノ：金子
三勇士
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

アウローラ管弦楽団　第28回定期演奏会
1月21日（土）　18：00開場　19：00開演
曲目／リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲、
ハチャトゥリアン：劇音楽「バレンシアの寡婦」組曲、
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」
出演／指揮：鈴木衛
料金／全席指定 1,000円
問合せ／アウローラ管弦楽団広報担当
☎090-3596-4639

★モーツァルト・マチネ
　～川崎市・ザルツブルク市友好都市提携30周年記念
1月21日（土）　10：30開場 　11：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇『魔笛』ハイライト
※日本語字幕付き 「オイラは鳥刺し」「復讐の炎は地獄
のように我が心に燃え」 他
出演／指揮：川瀬賢太郎、共演：モーツァルト・シンガーズ・
ジャパン（MSJ）、ナレーション・演出：宮本益光、タミーノ：
澤原行正、パミーナ：嘉目真木子、夜の女王：針生美智子、
パパゲーノ：近藤圭、パパゲーナ：鵜木絵里、管弦楽：東京
交響楽団
第52回　
3月4日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／モーツァルト：クラリネット五重奏曲、チャイコフ
スキー：弦楽セレナード
出演／ヴァイオリン（弾き振り）：小林壱成（東京交響楽団
コンサートマスター）、クラリネット五重奏：クラリネット：
近藤千花子（東京交響楽団クラリネット奏者）、第1ヴァイ
オリン：小林壱成、第2ヴァイオリン：水谷晃（東京交響
楽団コンサートマスター）、ヴィオラ：西村眞紀（東京交響
楽団首席ヴィオラ奏者）、チェロ：伊藤文嗣（東京交響楽
団ソロ首席チェロ奏者）、管弦楽：東京交響楽団
各日料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～
25歳）：1,500円 託

1・2月号の情報は12月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。

新春!ラゾーナ寄席
1月17日（火）　18：00開場　18：30開演
出演／桂米多朗、マグナム小林（バイオリン漫談）、初音
家左橋、桂れん児
料金／全席自由 一般2,000円、25歳以下（要証明）
1,000円
問合せ／ラゾーナ川崎プラザソル　☎044-874-8501

第28回
外国人市民による日本語スピーチコンテスト
2月18日（土）　12：30開場　13：00開演
＊ミニコンサート　14：15～14：45（予定）
申込み制／右のQRコードより2月5日（日）まで
出演／中国笛：王明君（ワンミンジュン）
（昭和音楽大学教授）
問合せ／国際交流センター
☎044-435-7000

宮 前 区
音楽のおもちゃ箱11
～オーケストラと冒険の旅へ!～
2月19日（日）　13：00開場　14：00開演

未

会場／宮前市民館
曲目／「カルメン」より 闘牛士、ロトのテーマ（ドラゴン
クエスト）、パイレーツオブカリビアンメドレー 他
出演／指揮：久世武志、司会：岡田慶子、管弦楽：宮前
フィルハーモニー交響楽団
＊要申込（詳細は団HPで要確認）
問合せ／宮前フィルハーモニー交響楽団
☎044-870-7187（平日9時～18時）

料金／全席自由 1,000円
問合せ／コーロ・マスキーレ・あさお(鈴木)
☎044-988-6489

料金／全席自由 1回券3,000円、3回セット券7,800円
（50名限定）

1月23日（月）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話:加藤文夫
第266回例会
<世界を席巻したユダヤ系音楽家>
2月25日（土）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：江沢冨次郎
会場／宮前市民館 視聴覚室
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

次回3月10日発刊号は、3月11日
から5月15日までの情報を掲載
する予定ですので、情報
をお寄せください。
1月13日締め切り
＊掲載無料

イベント登録ページ

演奏会やイベントが
終了したら、
どんな様子だったかを
シェアできます。
皆様の投稿をお待ちしています。

イベントリポート
の登録ページ

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

METライブビューイング2022-23シーズン
ケヴィン・プッツ《めぐりあう時間たち》（英語）
＊MET上演日：2022年12月10日（世界初演）
2月3日（金）～9日（木）　開演時間未定
上映時間：2時間55分（休憩1回）
出演／ルネ・フレミング、ケリー・オハラ、ジョイス・ディ
ドナート
ジョルダーノ《フェドーラ》（イタリア語）新演出
＊MET上演日：2023年1月14日
3月3日（金）～9日（木）　開演時間未定
上映時間：2時間25分（休憩1回）
出演／ソニア・ヨンチェヴァ、ピョートル・ベチャワ、ローザ・
フェオラ、アルトゥール・ルチンスキー
会場／109シネマズ川崎
料金／全席指定 一般3,700円、学生2,500円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

映像オペラを楽しむ会
1月例会
1月19日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／プッチーニ：トスカ「星も光りぬ」、「歌に生き恋に
生き」
2月例会
2月16日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／ワーグナー：恋愛禁制
出演／解説：竹内貴久雄
会場／国際交流センター
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

ランチタイム・ロビーコンサート
第120回　1月19日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／早春譜、日記帳、昴、ゴンドラの唄、ムジカプロイ
ヴィータ、夜明けのうた
出演／声楽バリトン：飯田研良、ピアノ：飯田典子
第121回　2月2日（木）　12：00開場　12：10開演 
曲目／バッハ：主よ人の望みの喜びよ、ずいずいずっころ
ばし、坂本九メドレー 他
出演／マリンバ、カホン：ナチュラルビート
会場／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

中 原 区

In Unity2023
1月21日（土）　16：30開場　16：45開演
出演／和太鼓蓮、大西学園高等学校ダンス部、イーモンズ、
ARTISTA、橋本聖子×RINAスクールスペシャルコラボ
1月22日（日）　13：00開場　13：15開演
出演／和太鼓祇園、笠井俊佑、OUT OF BEANS、
Prhythm、上々軍団、自称・夢見ヶ崎動物公園専属アイドル
GABU、実験的音楽（第二回カワサキ学生バンドオーディ
ション最優秀バンド）
会場／NECルネッサンスシティ ホール
問合せ／In Unity2023実行委員会事務局（中原区役
所地域振興課）　☎044-744-3324

音楽喫茶 in なかはら
1月20日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
2月17日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
会場／かわさきゆめホール
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、行事の歌、青春
時代に歌ったフォークソングや歌謡曲等
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
☎＆FAX044-711-2316

国際交流
和楽器（箏・三絃）ふれあいコンサート
1月29日（日）　13：00開場　14：00開演 
会場／国際交流センター
曲目／沢井忠夫：鳥のように、峰崎勾当(作詞不詳）：
越後獅子、牧野由多可：花舞、沢井比河流：夢の輪、栗林
秀明：紺碧く、沢井忠夫：あこがれ、菅野よう子(岩井俊二
作詞／丸田美紀編曲)：花は咲く
出演／箏・17絃・三絃：カーティス・パターソン、箏・17絃:
横浜インターナショナルスクール箏アンサンブル、外山
香、滝川美鶴、ぐるーぷ「琴音人」会員 他　
＊要事前申込
問合せ／ぐるーぷ「琴音人」 達（ダテ）
☎090-8848-4228

プラザ・おへやライブ Vol.3 
～Herbert Hunger a.k.a 曽我大穂 ソロ
ライブ～
2月26日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／市民プラザ 2階セミナールーム
料金／全席自由 2,300円
問合せ／市民プラザ　☎044-888-3131

花コンサート　第243回
2月26日（日）　13：30開場　14：00開演
事前申込／1月27日（金）締切
出演／ソプラノ：井上夕貴、ピアノ：伊藤瑞基
会場／高津区役所 １階市民ホール（ロビー）
＊要事前申込
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

高 津 区

第10回なかはらミュージカル
「桃の里の物語～すみ子とカンナ～」
3月11日（土）　月組12：30開場　13：00開演
　　　　　　　星組16：30開場　17：00開演 
　　12日（日）　星組12：30開場　13：00開演 
　　　　　　　月組16：30開場　17：00開演
会場／中原市民館
内容／桃の栽培が盛んであった頃の中原区周辺市民の
戦争によって翻弄された生活と葛藤を子どもたちの友情
を中心に描いたミュージカル
出演／中原区に関係する小学生～60代までの一般市民
料金／全席自由 2,000円  
問合せ／実行委員会　☎090-6020-3362 未

夢こんさぁと
2月16日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／1月20日（金）締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／サクソフォン四重奏：Saxophone Quartet Ideal
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606 未

第77回たまアトリウムコンサート
2月22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

第33回コーラルフェストかわさき
2月4日（土）　12：15開場　12：45開演
　　5日（日）　　9：50開場　10：15開演
会場／多摩市民館　
問合せ／川崎市合唱連盟事務局（中山）
☎070-4211-6457

川崎混声合唱団　第55回定期演奏会
1月29日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／祈ってもいいだろうか、Maria,Mater gratiea、
Ave verum、ジグザグな屋根の下で、昔はどこへ、春に、
未来へ、赤いスイートピー、さくら、秋桜 他
出演／指揮：今井祐之、ピアノ：遠藤有子
料金／全席自由1,000円　＊子供室あり
問合せ／川崎混声合唱団事務局（粟飯原）
☎044-900-3211

第12回たま音楽祭
1月28日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩区総合庁舎内2ヵ所、市民館大ホール、1階
アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3239

多 摩 区
多摩ミュージックビレッジ「Liproll 新年ライブ」
1月21日（土）　13：30開場　14：00開演
会場・問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター
☎044-281-4422（火～金10時～16時）

川崎市アートセンター開館15周年記念
小劇場×映像館コラボレーション企画vol.5
映画を奏でる素敵な時間
Ciné-Piano kawasaki
～Yanashita Mie Trio～
2月4日（土）　コドモの部　11：00開演
　　　　　　　オトナの部　14：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
出演／柳下美恵トリオ（ピアノ：柳下美恵、フルート：菊池
奏絵、ヴァイオリン：小池吾郎）
料金／コドモの部 一般1,500円 他、オトナの部 一般
2,200円 他
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

男声合唱
コーロ・マスキーレ・あさお定期演奏会 2023
1月29日（日）　12：45開場　13：30開演
会場／麻生市民館
内容／アカペラ愛唱曲、鈴木憲夫：男声合唱曲集「ほほ
えみ」、器楽の調べと朗読、来し方100年を歌で綴る～
明日へ
出演／指揮：辻端幹彦、ピアノ：飛永美穂子、尾形由美、
トランペット：奥田敏雄、パーカッション：田中まさよし、
ヴァイオリン：鈴木智子、ソプラノ：大森寿枝、朗読：
吉野昭子(麻の会)

しんゆりジャズスクエア
vol.57　1月20日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／コーヒールンバ、アマポーラ、ボラーレ、ホテルカ
リフォルニア、スマイル、Morning (Una mañana)、
I concentrate on you 他
出演／ヴォーカル：やまもときょうこ、ピアノ：奥山勝、
トランペット：村田千紘、ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正、
ドラム：吉岡大輔
vol.58　3月10日（金）　18：30開場　19：00開演
出演／平山織絵ストリングスカルテット、ピアノ：廣瀬
みちる、ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
各料金／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

麻 生 区

2月1日よりアルテリッカしんゆり2023チケット
販売開始！
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちし
ます。
詳細はアルテリッカしんゆり
公式ホームページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2023
実行委員会事務局 　☎044-952-5024
（10時～16時　土日祝祭日を除く）

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。

読売日本交響楽団
第7回川崎マチネーシリーズ
1月15日（日）　14：00開演
曲目／黛敏郎：曼荼羅交響曲、マーラー：交響曲第6番
「悲劇的」
出演／指揮：山田和樹、管弦楽：読売日本交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390（10時～18時/年中無休）

★MUZAランチタイムコンサート
尺八、翔ける！
1月17日（火）　 11：30開場　12：10開演 
曲目／宮城道雄：春の海、バッハ：無伴奏フルートのため
のパルティータ イ短調、初代中尾都山：慷月調、尺八・
ピアノ・小鼓による新作トリオ 他
出演／尺八：長谷川将山、ピアノ・作曲：永井秀和、囃子：
藤舎呂近
この日に聴きたいロマンティック・クラシック
2月14日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／モーツァルト：歌劇「ドン・ジョバンニ」より お手を
どうぞ、レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より とざ
した唇に 他
出演／ソプラノ：コロンえりか、バリトン：ヴィタリ・
ユシュマノフ、ピアノ：高橋優介
各日料金／全席指定 500円 託

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265回例会
<ベートーヴェン、シューベルトの後期ピアノソナタを
聴く>

生涯学習センター公開講座「名画が語る音楽」
1月30日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／日本女子大学生涯学習センター
曲目／ドビュッシー：プレリュード第1集
出演／講師：伊藤里麻子、ピアノ：柴田浩希
料金／全席自由 2,500円
＊生涯学習センターホームページまたはメール
（nlc@atlas.jwu.ac.jp）で申込
問合せ／日本女子大学生涯学習センター
☎044-952-6961

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講
1月11日（水）、18日（水）、25日（水）、2月8日（水）、22日
（水）、3月1日（水）、8日（水）、15日（水）　17：30開演
1月12日（木）、19日（木）、26日（木）、2月9日（木）、23日
（木）、3月2日（木）、9日（木）　19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の
砂漠、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、小中高校生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

第19回 子どもの音楽の祭典
1月22日（日）　13：00開演
曲目／ジェイムズ・スウェアリンジェン：コヴィントン広場、
赤間孝：行進曲「川崎」、ヤン・ヴァンデルロースト：プロ
ヴァンス組曲、リード：シンフォニック・プレリュード、久石
譲（森田一浩）：ラピュタ～キャッスル・イン・ザ・スカイ、
J.ヴィンソン：グランド・ギャロップ
出演／指揮：小林恵子、ヤングかわさきジョイフルバンド
（第1部）、小・中学生による演奏（第2部）
問合せ／川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課 
「子どもの音楽の祭典事務局」
☎044-200-3286

◇令和4年度音楽学部音楽芸術運営学科
　バレエコース卒業公演
2月5日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／「白鳥の湖」より第2幕、「ドン・キホーテ」より
第3幕 、コンテンポラリー作品、創作作品 他
出演／音楽学部音楽芸術運営学科 バレエコース卒業
年次生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、一般A席1,000円、
学生S席800円、学生A席500円
※4歳から入場可

◇令和4年度音楽学部・短期大学部
　ジャズコース／ポピュラー音楽コース卒業
　ライブ
2月26日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／昭和音楽大学音楽学部・短期大学部 ジャズ
コース／ポピュラー音楽コース卒業年次生 他
※申込方法は大学公式ウェブサイトをご確認ください。

◇音楽療法講座
　第3回 「歌ってウェルビーイング」
3月12日（日）　14：00開講 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511
内容／「歌うこと」それは、心と体のビタミンです。歌う
こと・声を出すことが私たちの心身に与える作用に
ついて、様々な角度から考え、感じます。
講師／羽石英里
料金／一般1,500円、学生1,000円　＊小～高校生無料
申込期間／3月6日(月)まで
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込制・受講料前払い（銀行振込）

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第26回定期演奏会
3月11日（土）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／シューマン：序曲、スケルツォとフィナーレ、ショ
パン：ピアノ協奏曲第1番、ベートーヴェン：交響曲第7番
出演／指揮：阪哲朗、ピアノ：古海行子（2021年ショパン
国際ピアノコンクールセミファイナリスト、2022年
ダブリン国際ピアノコンクール第2位）
料金／全席指定 S席3,500円、A席2,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇令和4年度短期大学部音楽科
　バレエコース卒業公演
2月19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
曲目／「タランテラ」、「海賊」より、コンテンポラリー作品 他
出演／昭和音楽大学短期大学部 バレエコース 卒業
年次生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、一般A席1,000円、
学生S席800円、学生A席500円
※4歳から入場可

◇令和4年度大学院修士課程修了オペラ公演
2月12日（日）　①12：00開演　②16：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／①≪イル・カンピエッロ≫より抜粋
②≪ファルスタッフ≫≪ピーア・デ・トロメイ≫より抜粋
出演／昭和音楽大学大学院音楽研究科修士課程音楽
芸術表現専攻（オペラ）修了年次生 他
料金／（各公演）全席自由 一般1,000円、学生500円、
（2回セット）一般1,800円、学生1,000円

福田こうへいコンサートツアー2023
1月19日（木）　①13：00開場　13：30開演
　　　　　　　②17：30開場　18：00開演
出演／福田こうへい
料金／全席指定 S席7,000円
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～17時）

池上ウインドアンサンブル
第40回記念演奏会
1月15日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／保科洋：風紋〈原典版〉、福島弘和：梁塵秘抄
～熊野古道の幻想～、チャイコフスキー：交響曲
第４番 他
出演／指揮：外田豊久
問合せ／池上ウインドアンサンブル（相浦）
☎090-6120-8476

▲ブラス エクシード トウキョウ　
　吹奏楽が奏でるゲーム音楽コンサート
　～歴代名作ゲーム音楽と吹奏楽の響宴～
1月28日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／【第一部】ドラゴンクエストⅠ.Ⅱ.Ⅲ ロト三部作
セレクション、魔界塔士Sa・Gaメドレー
【第二部】クロノ・トリガーメドレー、クロノ・クロスメドレー
【第三部】アークザラッドⅢセレクション、F ina l  
FantasyⅧより Fisherman’s Horizon、Eyes On Me、
Final Fantasyシリーズより Select de Chocobo、
Final FantasyⅦメドレー
出演／指揮：大滝実、演奏：ブラス エクシード トウキョウ、
コーラス・オブ・エクシード、ミュージックナビゲーター：
吉田純也、ソプラノ：前嶋のぞみ、テノール：田口昌範、
バリトン：小池優介
料金／全席指定 一般4,000円、U18 2,400円

▲ウィズ・ミューズシリーズ　
　第30回　黒田鈴尊 尺八コンサート
2月13日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／古典本曲：虚空、J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲
第1番より、藤倉大：ころころ 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／尺八：黒田鈴尊
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

▲カルッツかわさき×こどもブリッツ　
　0才から楽しめる親子コンサート
3月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／道化師のギャロップ／さんぽ／グーチョキパー
でなにつくろう 他
※プログラムは変更になる場合があります。
出演／指揮：松元宏康、吹奏楽：ブリッツフィルハーモ
ニックウインズ
料金／全席自由 １,000円（税込）
※保護者1人につき、小学生以下のお子さま2人まで
　無料、3人目からは、入場料500円で入場可。
※小学生以下の方のみのご入場は不可。中学生以上の
　保護者同伴での要申込。

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

★MUZAミュージック・カレッジ 
第1回　知る “̶バロック”を問い直す
1月31日（火）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：浅井寛子（オルガニスト）
第2回　体験する̶音楽家の頭の中?!
2月21日（火）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：水谷晃（ヴァイオリン／東京交響楽団コン
サートマスター）、松岡あさひ（ピアノ／作曲）
第3回　聴く̶聴く“耳”の作り方
3月6日（月）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：三ツ木紀英（アートエデュケーター・アート
プランナー）、ハープ：景山梨乃 他
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室

★MUZA MUSIC BAR 
　この夜に聴きたいロマンティック・クラシック
2月14日（火）　18：30開場　19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール ホワイエ
曲目／レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より 唇は語ら
ずとも、サティ：ジュ・トゥ・ヴ 他　
出演／ソプラノ：コロンえりか、バリトン：ヴィタリ・
ユシュマノフ、ピアノ：高橋優介
料金／全席自由 一般3,000円、ぺア割5,000円

★第9回 被災地復興支援チャリティ・コンサート
3月11日（土）　14：45開演　＊プレトークあり（約10分）
曲目／新実徳英：交響組曲〈生命（いのち）のうた〉（委嘱
作品・オーケストラ版世界初演）、ベートーヴェン：交響
曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：秋山和慶、ソプラノ：塩田美奈子、アルト：
藤井麻美、テノール：中鉢聡、バリトン：ジョン・ハオ、管
弦楽：洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団、合唱：
被災地復興支援チャリティ合唱団（合唱指揮：中村拓紀）
料金／全席指定 1,000円 託

★トン・コープマン　パイプオルガンリサイタル
　～トン・コープマンの芸術～
2月18日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ブクステフーデ：前奏曲 ト短調、いざ来ませ、異邦
人の救い主よ、われらが神は堅き砦、ブルーナ：聖母の
連祷による第2旋法のティエント、コルネ：ファンタジ
ア、モーツァルト：自動オルガンのためのアンダンテ、
C.P.E.バッハ：オルガン・ソナタ イ短調、J.S.バッハ：
アッラ・ブレーヴェ、前奏曲とフーガ ハ短調、バビロン
川のほとりに、パッサカリア 
出演／パイプオルガン：トン・コープマン
料金／全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳以下）：
1,500円 託

ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル
2月27日（月）　19：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ第11番「トルコ行進
曲付」、ショパン：4つのマズルカ、ノクターン ヘ短調、ポロ
ネーズ第7番「幻想ポロネーズ」、2つのポロネーズ イ長調・
ハ短調、ポロネーズ第6番「英雄」、シマノフスキ：12の
変奏曲、ドビュッシー：ベルガマスク組曲
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,500円、B席
6,500円、C席5,000円、S席シニア（65歳以上）
8,100円、A席シニア（65歳以上）6,800円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

託

★ホールアドバイザー小川典子企画 
　歌曲でめぐる世界　～ことばと愛～
2月25日（土）  13：00開場　14：00開演
＊詳細は6ページに

★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183回　1月29日（日） 13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲、
エルガー：交響曲第2番 
出演／指揮：大友直人（東京交響楽団 名誉客演指揮者）、
ピアノ：上原彩子
第184回　2月5日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番、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：アレッサンドロ・ボナート、ピアノ：金子
三勇士
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

アウローラ管弦楽団　第28回定期演奏会
1月21日（土）　18：00開場　19：00開演
曲目／リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲、
ハチャトゥリアン：劇音楽「バレンシアの寡婦」組曲、
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」
出演／指揮：鈴木衛
料金／全席指定 1,000円
問合せ／アウローラ管弦楽団広報担当
☎090-3596-4639

★モーツァルト・マチネ
　～川崎市・ザルツブルク市友好都市提携30周年記念
1月21日（土）　10：30開場 　11：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇『魔笛』ハイライト
※日本語字幕付き 「オイラは鳥刺し」「復讐の炎は地獄
のように我が心に燃え」 他
出演／指揮：川瀬賢太郎、共演：モーツァルト・シンガーズ・
ジャパン（MSJ）、ナレーション・演出：宮本益光、タミーノ：
澤原行正、パミーナ：嘉目真木子、夜の女王：針生美智子、
パパゲーノ：近藤圭、パパゲーナ：鵜木絵里、管弦楽：東京
交響楽団
第52回　
3月4日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／モーツァルト：クラリネット五重奏曲、チャイコフ
スキー：弦楽セレナード
出演／ヴァイオリン（弾き振り）：小林壱成（東京交響楽団
コンサートマスター）、クラリネット五重奏：クラリネット：
近藤千花子（東京交響楽団クラリネット奏者）、第1ヴァイ
オリン：小林壱成、第2ヴァイオリン：水谷晃（東京交響
楽団コンサートマスター）、ヴィオラ：西村眞紀（東京交響
楽団首席ヴィオラ奏者）、チェロ：伊藤文嗣（東京交響楽
団ソロ首席チェロ奏者）、管弦楽：東京交響楽団
各日料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～
25歳）：1,500円 託

1・2月号の情報は12月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。

新春!ラゾーナ寄席
1月17日（火）　18：00開場　18：30開演
出演／桂米多朗、マグナム小林（バイオリン漫談）、初音
家左橋、桂れん児
料金／全席自由 一般2,000円、25歳以下（要証明）
1,000円
問合せ／ラゾーナ川崎プラザソル　☎044-874-8501

第28回
外国人市民による日本語スピーチコンテスト
2月18日（土）　12：30開場　13：00開演
＊ミニコンサート　14：15～14：45（予定）
申込み制／右のQRコードより2月5日（日）まで
出演／中国笛：王明君（ワンミンジュン）
（昭和音楽大学教授）
問合せ／国際交流センター
☎044-435-7000

宮 前 区
音楽のおもちゃ箱11
～オーケストラと冒険の旅へ!～
2月19日（日）　13：00開場　14：00開演

未

会場／宮前市民館
曲目／「カルメン」より 闘牛士、ロトのテーマ（ドラゴン
クエスト）、パイレーツオブカリビアンメドレー 他
出演／指揮：久世武志、司会：岡田慶子、管弦楽：宮前
フィルハーモニー交響楽団
＊要申込（詳細は団HPで要確認）
問合せ／宮前フィルハーモニー交響楽団
☎044-870-7187（平日9時～18時）

料金／全席自由 1,000円
問合せ／コーロ・マスキーレ・あさお(鈴木)
☎044-988-6489

料金／全席自由 1回券3,000円、3回セット券7,800円
（50名限定）

1月23日（月）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話:加藤文夫
第266回例会
<世界を席巻したユダヤ系音楽家>
2月25日（土）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：江沢冨次郎
会場／宮前市民館 視聴覚室
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

次回3月10日発刊号は、3月11日
から5月15日までの情報を掲載
する予定ですので、情報
をお寄せください。
1月13日締め切り
＊掲載無料

イベント登録ページ

演奏会やイベントが
終了したら、
どんな様子だったかを
シェアできます。
皆様の投稿をお待ちしています。

イベントリポート
の登録ページ

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

METライブビューイング2022-23シーズン
ケヴィン・プッツ《めぐりあう時間たち》（英語）
＊MET上演日：2022年12月10日（世界初演）
2月3日（金）～9日（木）　開演時間未定
上映時間：2時間55分（休憩1回）
出演／ルネ・フレミング、ケリー・オハラ、ジョイス・ディ
ドナート
ジョルダーノ《フェドーラ》（イタリア語）新演出
＊MET上演日：2023年1月14日
3月3日（金）～9日（木）　開演時間未定
上映時間：2時間25分（休憩1回）
出演／ソニア・ヨンチェヴァ、ピョートル・ベチャワ、ローザ・
フェオラ、アルトゥール・ルチンスキー
会場／109シネマズ川崎
料金／全席指定 一般3,700円、学生2,500円
問合せ／METライブビューイング事務局
☎03-5550-1718

映像オペラを楽しむ会
1月例会
1月19日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／プッチーニ：トスカ「星も光りぬ」、「歌に生き恋に
生き」
2月例会
2月16日（木）　13：10開場　13：25開演 
曲目／ワーグナー：恋愛禁制
出演／解説：竹内貴久雄
会場／国際交流センター
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

ランチタイム・ロビーコンサート
第120回　1月19日（木）　12：00開場　12：10開演
曲目／早春譜、日記帳、昴、ゴンドラの唄、ムジカプロイ
ヴィータ、夜明けのうた
出演／声楽バリトン：飯田研良、ピアノ：飯田典子
第121回　2月2日（木）　12：00開場　12：10開演 
曲目／バッハ：主よ人の望みの喜びよ、ずいずいずっころ
ばし、坂本九メドレー 他
出演／マリンバ、カホン：ナチュラルビート
会場／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

中 原 区

In Unity2023
1月21日（土）　16：30開場　16：45開演
出演／和太鼓蓮、大西学園高等学校ダンス部、イーモンズ、
ARTISTA、橋本聖子×RINAスクールスペシャルコラボ
1月22日（日）　13：00開場　13：15開演
出演／和太鼓祇園、笠井俊佑、OUT OF BEANS、
Prhythm、上々軍団、自称・夢見ヶ崎動物公園専属アイドル
GABU、実験的音楽（第二回カワサキ学生バンドオーディ
ション最優秀バンド）
会場／NECルネッサンスシティ ホール
問合せ／In Unity2023実行委員会事務局（中原区役
所地域振興課）　☎044-744-3324

音楽喫茶 in なかはら
1月20日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
2月17日（金）　13：30開場　14：00開演
出演／ナビゲーター・ソプラノ：市川洋子
会場／かわさきゆめホール
曲目／懐かしい童謡・唱歌や季節の歌、行事の歌、青春
時代に歌ったフォークソングや歌謡曲等
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
☎＆FAX044-711-2316

国際交流
和楽器（箏・三絃）ふれあいコンサート
1月29日（日）　13：00開場　14：00開演 
会場／国際交流センター
曲目／沢井忠夫：鳥のように、峰崎勾当(作詞不詳）：
越後獅子、牧野由多可：花舞、沢井比河流：夢の輪、栗林
秀明：紺碧く、沢井忠夫：あこがれ、菅野よう子(岩井俊二
作詞／丸田美紀編曲)：花は咲く
出演／箏・17絃・三絃：カーティス・パターソン、箏・17絃:
横浜インターナショナルスクール箏アンサンブル、外山
香、滝川美鶴、ぐるーぷ「琴音人」会員 他　
＊要事前申込
問合せ／ぐるーぷ「琴音人」 達（ダテ）
☎090-8848-4228

プラザ・おへやライブ Vol.3 
～Herbert Hunger a.k.a 曽我大穂 ソロ
ライブ～
2月26日（日）　16：30開場　17：00開演
会場／市民プラザ 2階セミナールーム
料金／全席自由 2,300円
問合せ／市民プラザ　☎044-888-3131

花コンサート　第243回
2月26日（日）　13：30開場　14：00開演
事前申込／1月27日（金）締切
出演／ソプラノ：井上夕貴、ピアノ：伊藤瑞基
会場／高津区役所 １階市民ホール（ロビー）
＊要事前申込
問合せ／高津区役所地域振興課　☎044-861-3133

高 津 区

第10回なかはらミュージカル
「桃の里の物語～すみ子とカンナ～」
3月11日（土）　月組12：30開場　13：00開演
　　　　　　　星組16：30開場　17：00開演 
　　12日（日）　星組12：30開場　13：00開演 
　　　　　　　月組16：30開場　17：00開演
会場／中原市民館
内容／桃の栽培が盛んであった頃の中原区周辺市民の
戦争によって翻弄された生活と葛藤を子どもたちの友情
を中心に描いたミュージカル
出演／中原区に関係する小学生～60代までの一般市民
料金／全席自由 2,000円  
問合せ／実行委員会　☎090-6020-3362 未

夢こんさぁと
2月16日（木）　11：30開場　12：05開演 
事前申込／1月20日（金）締切
会場／幸市民館 大会議室
出演／サクソフォン四重奏：Saxophone Quartet Ideal
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606 未

第77回たまアトリウムコンサート
2月22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

第33回コーラルフェストかわさき
2月4日（土）　12：15開場　12：45開演
　　5日（日）　　9：50開場　10：15開演
会場／多摩市民館　
問合せ／川崎市合唱連盟事務局（中山）
☎070-4211-6457

川崎混声合唱団　第55回定期演奏会
1月29日（日）　13：30開場　14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／祈ってもいいだろうか、Maria,Mater gratiea、
Ave verum、ジグザグな屋根の下で、昔はどこへ、春に、
未来へ、赤いスイートピー、さくら、秋桜 他
出演／指揮：今井祐之、ピアノ：遠藤有子
料金／全席自由1,000円　＊子供室あり
問合せ／川崎混声合唱団事務局（粟飯原）
☎044-900-3211

第12回たま音楽祭
1月28日（土）　12：30開場　13：00開演
会場／多摩区総合庁舎内2ヵ所、市民館大ホール、1階
アトリウム
問合せ／多摩区役所地域振興課　☎044-935-3239

多 摩 区
多摩ミュージックビレッジ「Liproll 新年ライブ」
1月21日（土）　13：30開場　14：00開演
会場・問合せ／多摩区ソーシャルデザインセンター
☎044-281-4422（火～金10時～16時）

川崎市アートセンター開館15周年記念
小劇場×映像館コラボレーション企画vol.5
映画を奏でる素敵な時間
Ciné-Piano kawasaki
～Yanashita Mie Trio～
2月4日（土）　コドモの部　11：00開演
　　　　　　　オトナの部　14：00開演
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
出演／柳下美恵トリオ（ピアノ：柳下美恵、フルート：菊池
奏絵、ヴァイオリン：小池吾郎）
料金／コドモの部 一般1,500円 他、オトナの部 一般
2,200円 他
問合せ／川崎市アートセンター　☎044-955-0107

男声合唱
コーロ・マスキーレ・あさお定期演奏会 2023
1月29日（日）　12：45開場　13：30開演
会場／麻生市民館
内容／アカペラ愛唱曲、鈴木憲夫：男声合唱曲集「ほほ
えみ」、器楽の調べと朗読、来し方100年を歌で綴る～
明日へ
出演／指揮：辻端幹彦、ピアノ：飛永美穂子、尾形由美、
トランペット：奥田敏雄、パーカッション：田中まさよし、
ヴァイオリン：鈴木智子、ソプラノ：大森寿枝、朗読：
吉野昭子(麻の会)

しんゆりジャズスクエア
vol.57　1月20日（金）　18：30開場　19：00開演
曲目／コーヒールンバ、アマポーラ、ボラーレ、ホテルカ
リフォルニア、スマイル、Morning (Una mañana)、
I concentrate on you 他
出演／ヴォーカル：やまもときょうこ、ピアノ：奥山勝、
トランペット：村田千紘、ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正、
ドラム：吉岡大輔
vol.58　3月10日（金）　18：30開場　19：00開演
出演／平山織絵ストリングスカルテット、ピアノ：廣瀬
みちる、ギター：田辺充邦、ベース：佐瀬正
会場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
各料金／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

麻 生 区

2月1日よりアルテリッカしんゆり2023チケット
販売開始！
今年も様々なジャンルの芸術が皆さんをお待ちし
ます。
詳細はアルテリッカしんゆり
公式ホームページをご覧ください。
問合せ／アルテリッカしんゆり2023
実行委員会事務局 　☎044-952-5024
（10時～16時　土日祝祭日を除く）

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。

読売日本交響楽団
第7回川崎マチネーシリーズ
1月15日（日）　14：00開演
曲目／黛敏郎：曼荼羅交響曲、マーラー：交響曲第6番
「悲劇的」
出演／指揮：山田和樹、管弦楽：読売日本交響楽団
料金／全席指定 S席6,000円、A席5,000円
問合せ／読響チケットセンター
☎0570-00-4390（10時～18時/年中無休）

★MUZAランチタイムコンサート
尺八、翔ける！
1月17日（火）　 11：30開場　12：10開演 
曲目／宮城道雄：春の海、バッハ：無伴奏フルートのため
のパルティータ イ短調、初代中尾都山：慷月調、尺八・
ピアノ・小鼓による新作トリオ 他
出演／尺八：長谷川将山、ピアノ・作曲：永井秀和、囃子：
藤舎呂近
この日に聴きたいロマンティック・クラシック
2月14日（火）　11：30開場　12：10開演 
曲目／モーツァルト：歌劇「ドン・ジョバンニ」より お手を
どうぞ、レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より とざ
した唇に 他
出演／ソプラノ：コロンえりか、バリトン：ヴィタリ・
ユシュマノフ、ピアノ：高橋優介
各日料金／全席指定 500円 託

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265回例会
<ベートーヴェン、シューベルトの後期ピアノソナタを
聴く>

生涯学習センター公開講座「名画が語る音楽」
1月30日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／日本女子大学生涯学習センター
曲目／ドビュッシー：プレリュード第1集
出演／講師：伊藤里麻子、ピアノ：柴田浩希
料金／全席自由 2,500円
＊生涯学習センターホームページまたはメール
（nlc@atlas.jwu.ac.jp）で申込
問合せ／日本女子大学生涯学習センター
☎044-952-6961

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講
1月11日（水）、18日（水）、25日（水）、2月8日（水）、22日
（水）、3月1日（水）、8日（水）、15日（水）　17：30開演
1月12日（木）、19日（木）、26日（木）、2月9日（木）、23日
（木）、3月2日（木）、9日（木）　19：00開演
会場／中原市民館 会議室
曲目／夜来香、草原情歌、蘇州夜曲、愛の賛歌、月の
砂漠、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、小中高校生2,500円
少人数レッスン40分　＊要事前予約
問合せ／金恵娟　☎080-1049-9621

公 開 講 座

第19回 子どもの音楽の祭典
1月22日（日）　13：00開演
曲目／ジェイムズ・スウェアリンジェン：コヴィントン広場、
赤間孝：行進曲「川崎」、ヤン・ヴァンデルロースト：プロ
ヴァンス組曲、リード：シンフォニック・プレリュード、久石
譲（森田一浩）：ラピュタ～キャッスル・イン・ザ・スカイ、
J.ヴィンソン：グランド・ギャロップ
出演／指揮：小林恵子、ヤングかわさきジョイフルバンド
（第1部）、小・中学生による演奏（第2部）
問合せ／川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課 
「子どもの音楽の祭典事務局」
☎044-200-3286

◇令和4年度音楽学部音楽芸術運営学科
　バレエコース卒業公演
2月5日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／「白鳥の湖」より第2幕、「ドン・キホーテ」より
第3幕 、コンテンポラリー作品、創作作品 他
出演／音楽学部音楽芸術運営学科 バレエコース卒業
年次生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、一般A席1,000円、
学生S席800円、学生A席500円
※4歳から入場可

◇令和4年度音楽学部・短期大学部
　ジャズコース／ポピュラー音楽コース卒業
　ライブ
2月26日（日）　14：15開場　15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／昭和音楽大学音楽学部・短期大学部 ジャズ
コース／ポピュラー音楽コース卒業年次生 他
※申込方法は大学公式ウェブサイトをご確認ください。

◇音楽療法講座
　第3回 「歌ってウェルビーイング」
3月12日（日）　14：00開講 
会場／ 昭和音楽大学 南校舎5F C511
内容／「歌うこと」それは、心と体のビタミンです。歌う
こと・声を出すことが私たちの心身に与える作用に
ついて、様々な角度から考え、感じます。
講師／羽石英里
料金／一般1,500円、学生1,000円　＊小～高校生無料
申込期間／3月6日(月)まで
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより
要事前申込制・受講料前払い（銀行振込）

◇テアトロ･ジーリオ･ショウワ・オーケストラ
　第26回定期演奏会
3月11日（土）　13：15開場　14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／シューマン：序曲、スケルツォとフィナーレ、ショ
パン：ピアノ協奏曲第1番、ベートーヴェン：交響曲第7番
出演／指揮：阪哲朗、ピアノ：古海行子（2021年ショパン
国際ピアノコンクールセミファイナリスト、2022年
ダブリン国際ピアノコンクール第2位）
料金／全席指定 S席3,500円、A席2,500円、学生
（A席のみ）1,000円

◇令和4年度短期大学部音楽科
　バレエコース卒業公演
2月19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
曲目／「タランテラ」、「海賊」より、コンテンポラリー作品 他
出演／昭和音楽大学短期大学部 バレエコース 卒業
年次生 他
料金／全席指定 一般S席1,500円、一般A席1,000円、
学生S席800円、学生A席500円
※4歳から入場可

◇令和4年度大学院修士課程修了オペラ公演
2月12日（日）　①12：00開演　②16：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／①≪イル・カンピエッロ≫より抜粋
②≪ファルスタッフ≫≪ピーア・デ・トロメイ≫より抜粋
出演／昭和音楽大学大学院音楽研究科修士課程音楽
芸術表現専攻（オペラ）修了年次生 他
料金／（各公演）全席自由 一般1,000円、学生500円、
（2回セット）一般1,800円、学生1,000円

福田こうへいコンサートツアー2023
1月19日（木）　①13：00開場　13：30開演
　　　　　　　②17：30開場　18：00開演
出演／福田こうへい
料金／全席指定 S席7,000円
問合せ／ベルワールドミュージック
☎03-3222-7982（平日12時～17時）

池上ウインドアンサンブル
第40回記念演奏会
1月15日（日）　13：00開場　14：00開演
曲目／保科洋：風紋〈原典版〉、福島弘和：梁塵秘抄
～熊野古道の幻想～、チャイコフスキー：交響曲
第４番 他
出演／指揮：外田豊久
問合せ／池上ウインドアンサンブル（相浦）
☎090-6120-8476

▲ブラス エクシード トウキョウ　
　吹奏楽が奏でるゲーム音楽コンサート
　～歴代名作ゲーム音楽と吹奏楽の響宴～
1月28日（土）　13：00開場　14：00開演
曲目／【第一部】ドラゴンクエストⅠ.Ⅱ.Ⅲ ロト三部作
セレクション、魔界塔士Sa・Gaメドレー
【第二部】クロノ・トリガーメドレー、クロノ・クロスメドレー
【第三部】アークザラッドⅢセレクション、F ina l  
FantasyⅧより Fisherman’s Horizon、Eyes On Me、
Final Fantasyシリーズより Select de Chocobo、
Final FantasyⅦメドレー
出演／指揮：大滝実、演奏：ブラス エクシード トウキョウ、
コーラス・オブ・エクシード、ミュージックナビゲーター：
吉田純也、ソプラノ：前嶋のぞみ、テノール：田口昌範、
バリトン：小池優介
料金／全席指定 一般4,000円、U18 2,400円

▲ウィズ・ミューズシリーズ　
　第30回　黒田鈴尊 尺八コンサート
2月13日（月）　13：00開場　13：30開演
会場／アクトスタジオ
曲目／古典本曲：虚空、J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲
第1番より、藤倉大：ころころ 他
※プログラムは変更になる場合がございます。
出演／尺八：黒田鈴尊
料金／全席自由 一般1,000円、18歳以下600円

▲カルッツかわさき×こどもブリッツ　
　0才から楽しめる親子コンサート
3月11日（土）　13：30開場　14：00開演
会場／アクトスタジオ
曲目／道化師のギャロップ／さんぽ／グーチョキパー
でなにつくろう 他
※プログラムは変更になる場合があります。
出演／指揮：松元宏康、吹奏楽：ブリッツフィルハーモ
ニックウインズ
料金／全席自由 １,000円（税込）
※保護者1人につき、小学生以下のお子さま2人まで
　無料、3人目からは、入場料500円で入場可。
※小学生以下の方のみのご入場は不可。中学生以上の
　保護者同伴での要申込。

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

★MUZAミュージック・カレッジ 
第1回　知る “̶バロック”を問い直す
1月31日（火）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：浅井寛子（オルガニスト）
第2回　体験する̶音楽家の頭の中?!
2月21日（火）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：水谷晃（ヴァイオリン／東京交響楽団コン
サートマスター）、松岡あさひ（ピアノ／作曲）
第3回　聴く̶聴く“耳”の作り方
3月6日（月）　13：30開場　14：00開演
出演／講師：三ツ木紀英（アートエデュケーター・アート
プランナー）、ハープ：景山梨乃 他
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室

★MUZA MUSIC BAR 
　この夜に聴きたいロマンティック・クラシック
2月14日（火）　18：30開場　19：00開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール ホワイエ
曲目／レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より 唇は語ら
ずとも、サティ：ジュ・トゥ・ヴ 他　
出演／ソプラノ：コロンえりか、バリトン：ヴィタリ・
ユシュマノフ、ピアノ：高橋優介
料金／全席自由 一般3,000円、ぺア割5,000円

★第9回 被災地復興支援チャリティ・コンサート
3月11日（土）　14：45開演　＊プレトークあり（約10分）
曲目／新実徳英：交響組曲〈生命（いのち）のうた〉（委嘱
作品・オーケストラ版世界初演）、ベートーヴェン：交響
曲第9番「合唱付き」
出演／指揮：秋山和慶、ソプラノ：塩田美奈子、アルト：
藤井麻美、テノール：中鉢聡、バリトン：ジョン・ハオ、管
弦楽：洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団、合唱：
被災地復興支援チャリティ合唱団（合唱指揮：中村拓紀）
料金／全席指定 1,000円 託

★トン・コープマン　パイプオルガンリサイタル
　～トン・コープマンの芸術～
2月18日（土）　13：15開場　14：00開演
曲目／ブクステフーデ：前奏曲 ト短調、いざ来ませ、異邦
人の救い主よ、われらが神は堅き砦、ブルーナ：聖母の
連祷による第2旋法のティエント、コルネ：ファンタジ
ア、モーツァルト：自動オルガンのためのアンダンテ、
C.P.E.バッハ：オルガン・ソナタ イ短調、J.S.バッハ：
アッラ・ブレーヴェ、前奏曲とフーガ ハ短調、バビロン
川のほとりに、パッサカリア 
出演／パイプオルガン：トン・コープマン
料金／全席指定 4,000円、U25（小学生～25歳以下）：
1,500円 託

ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル
2月27日（月）　19：00開演
曲目／モーツァルト：ピアノ・ソナタ第11番「トルコ行進
曲付」、ショパン：4つのマズルカ、ノクターン ヘ短調、ポロ
ネーズ第7番「幻想ポロネーズ」、2つのポロネーズ イ長調・
ハ短調、ポロネーズ第6番「英雄」、シマノフスキ：12の
変奏曲、ドビュッシー：ベルガマスク組曲
料金／全席指定 S席9,000円、A席7,500円、B席
6,500円、C席5,000円、S席シニア（65歳以上）
8,100円、A席シニア（65歳以上）6,800円
問合せ／神奈川芸術協会
☎045-453-5080

託

★ホールアドバイザー小川典子企画 
　歌曲でめぐる世界　～ことばと愛～
2月25日（土）  13：00開場　14：00開演
＊詳細は6ページに

★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183回　1月29日（日） 13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲、
エルガー：交響曲第2番 
出演／指揮：大友直人（東京交響楽団 名誉客演指揮者）、
ピアノ：上原彩子
第184回　2月5日（日）　13：15開場　14：00開演
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番、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：アレッサンドロ・ボナート、ピアノ：金子
三勇士
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

アウローラ管弦楽団　第28回定期演奏会
1月21日（土）　18：00開場　19：00開演
曲目／リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲、
ハチャトゥリアン：劇音楽「バレンシアの寡婦」組曲、
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「ペトルーシュカ」
出演／指揮：鈴木衛
料金／全席指定 1,000円
問合せ／アウローラ管弦楽団広報担当
☎090-3596-4639

★モーツァルト・マチネ
　～川崎市・ザルツブルク市友好都市提携30周年記念
1月21日（土）　10：30開場 　11：00開演
曲目／モーツァルト：歌劇『魔笛』ハイライト
※日本語字幕付き 「オイラは鳥刺し」「復讐の炎は地獄
のように我が心に燃え」 他
出演／指揮：川瀬賢太郎、共演：モーツァルト・シンガーズ・
ジャパン（MSJ）、ナレーション・演出：宮本益光、タミーノ：
澤原行正、パミーナ：嘉目真木子、夜の女王：針生美智子、
パパゲーノ：近藤圭、パパゲーナ：鵜木絵里、管弦楽：東京
交響楽団
第52回　
3月4日（土）　10：30開場　11：00開演
曲目／モーツァルト：クラリネット五重奏曲、チャイコフ
スキー：弦楽セレナード
出演／ヴァイオリン（弾き振り）：小林壱成（東京交響楽団
コンサートマスター）、クラリネット五重奏：クラリネット：
近藤千花子（東京交響楽団クラリネット奏者）、第1ヴァイ
オリン：小林壱成、第2ヴァイオリン：水谷晃（東京交響
楽団コンサートマスター）、ヴィオラ：西村眞紀（東京交響
楽団首席ヴィオラ奏者）、チェロ：伊藤文嗣（東京交響楽
団ソロ首席チェロ奏者）、管弦楽：東京交響楽団
各日料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生～
25歳）：1,500円 託

1・2月号の情報は12月16日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。

新春!ラゾーナ寄席
1月17日（火）　18：00開場　18：30開演
出演／桂米多朗、マグナム小林（バイオリン漫談）、初音
家左橋、桂れん児
料金／全席自由 一般2,000円、25歳以下（要証明）
1,000円
問合せ／ラゾーナ川崎プラザソル　☎044-874-8501

第28回
外国人市民による日本語スピーチコンテスト
2月18日（土）　12：30開場　13：00開演
＊ミニコンサート　14：15～14：45（予定）
申込み制／右のQRコードより2月5日（日）まで
出演／中国笛：王明君（ワンミンジュン）
（昭和音楽大学教授）
問合せ／国際交流センター
☎044-435-7000

宮 前 区
音楽のおもちゃ箱11
～オーケストラと冒険の旅へ!～
2月19日（日）　13：00開場　14：00開演

未

会場／宮前市民館
曲目／「カルメン」より 闘牛士、ロトのテーマ（ドラゴン
クエスト）、パイレーツオブカリビアンメドレー 他
出演／指揮：久世武志、司会：岡田慶子、管弦楽：宮前
フィルハーモニー交響楽団
＊要申込（詳細は団HPで要確認）
問合せ／宮前フィルハーモニー交響楽団
☎044-870-7187（平日9時～18時）

料金／全席自由 1,000円
問合せ／コーロ・マスキーレ・あさお(鈴木)
☎044-988-6489

料金／全席自由 1回券3,000円、3回セット券7,800円
（50名限定）

1月23日（月）　13：00開場　13：30開演 
出演／お話:加藤文夫
第266回例会
<世界を席巻したユダヤ系音楽家>
2月25日（土）　13：00開場　13：30開演
出演／お話：江沢冨次郎
会場／宮前市民館 視聴覚室
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

次回3月10日発刊号は、3月11日
から5月15日までの情報を掲載
する予定ですので、情報
をお寄せください。
1月13日締め切り
＊掲載無料

イベント登録ページ

演奏会やイベントが
終了したら、
どんな様子だったかを
シェアできます。
皆様の投稿をお待ちしています。

イベントリポート
の登録ページ

イベントリポートを
活用しよう
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■販売方法

①川崎能楽堂 TEL.044-222-7995
　（10：00～17：00、水曜定休日）

②カンフェティ TEL.0120-240-540
　（平日10：00～18：00）

電話申込

川崎能楽堂 川崎市川崎区日進町1-37
（10：00～17：00、水曜定休日）窓口申込

カンフェティ
https://confetti-web.com/kbz_geinosaron2023/

インターネット
申込

狂言を楽
し
も
う

■入場料（全席指定）

正面席3,500円、脇正面・中正面席3,000円

■日時

2023年1月22日（日）
14：00開演（13：30開場）
■会場

川崎能楽堂（JR川崎駅東口徒歩5分）

■狂言のお話

野村万蔵
■狂言

し      みず

「清水」 野村万之丞
■狂言
ちゃ     つぼ

「茶壷」 野村万蔵

15周年おめでとう！！15周年おめでとう！！
おんまち新CMがtvkで放送中！！おんまち新CMがtvkで放送中！！

カンフェティ 川崎市文化財団

好評発売中

2007年2月4日（水瓶座）
川崎市生まれ。川崎大師
名物のくずもち、とんとこ
あめ、多摩川梨、禅寺丸柿
が大好き。尊敬する人は坂
本九さん。
これからも、川崎のまち
で音楽をたくさん探して
いくよ！

15周年を迎えた「音楽のまち・かわさき」のマスコットキャラクター
の「かわさきミュートン」が、みんなの音楽を応援！
「イベント情報の発信」や「演奏する方のサポート」、「親子で楽しめ
る音楽の提供」などを紹介しています。
曲はフリーアナウンサーの宮下敏子さんが歌う「らら♪ミュートン」
です。

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会  ☎044-544-9641

顔まわり：323cm

親指：肉まんくらい

つばさ：40cm

くるくる回って
空が飛べるトン♪

しっぽ：40cm

足：40cm

胴：55cm

プロフィール

〈5〉

＊『プチマガ』は、市役所及び各区公共施設のほか、ミューザ川崎シンフォニーホール、川崎市内の鉄道の主な駅やシティホテル、理・美容組合加盟店、一部のスーパーマーケット、郵便局、JAセレサ川崎、川崎信用金庫の各店舗などで入手できます。

̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会　☎０４４-544-9641

川崎市内の音楽活動の推進に役立てるため、当協議会宛にご寄付
や現物提供などでご協力くださる団体を募集しております。ご興味の
ある方は協議会まで。

当協議会に対する寄付等のお願いについて

菓子匠 末広庵に感謝状を贈呈
11月19日に開催した
「おんまち・みぞのくち
ライブ」の中で、感謝
状を贈呈。
オリジナル菓子「エン
ゼルのほっぺ」などの
売上より一部をご寄付
いただいており、これま
で約40万円をこども
向けのパンフレット作
成やイベントに活用し
ています。

末広庵の三藤慎也社長
は、「地元に貢献できれば
との思いで寄付をしてきま
した。引き続き皆さんとこ
の街を盛り上げていきた
い」とのことでした。

ミュートン
チャンネルでも
公開中
▼
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11月19日に開催した
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ライブ」の中で、感謝
状を贈呈。
オリジナル菓子「エン
ゼルのほっぺ」などの
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いただいており、これま
で約40万円をこども
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ミュートン
チャンネルでも
公開中
▼

第1回
ボリビア「アンデスからこんにちは！」

第4回
ブルガリア「大地の恵みと歌のある暮らし」

第6回
イタリア「オペラとイタリアの美味しいお話」

音楽を通してSDGs（持続可能な開発目標）にアプローチする団体をご紹介

THE アート・プロジェクト
多文化読み聞かせ隊

チラシ配布
ワークショップ運営
アナウンス等

検温
チケットもぎり
客席案内等

音楽イベントボランティア リポート
■おんまち・みぞのくちライブ
毎月第3土曜日(１・２月を除く)に溝
の口駅そばノクティ2（マルイ）で開
催するフリーライブ。毎回ボラン
ティアの皆さんと一緒に運営して
います。

■ボランティア参加者の声

●出演者でも観客でもない立場で
音楽に関われる貴重な機会です。

●現場でボランティアメンバーと再
会できるのと、生の音楽が聴ける
雰囲気が楽しいです。

●希望する日時に無理なく参加
できる点が良いです。回数を重
ねていくごとに顔や名前を憶
えてもらえて、スタッフのひと
りとして楽しめると思います。

■ボランティアメンバー随時募集中
写真や映像の撮影、SNSの発信など得意なことを活か
したい方大歓迎！ご希望の方は、会員制SNS「おんまち
交流広場」にご登録ください。

※現在、主な募集情報の対象年齢は18歳以上です。

■かわさきジャズ2022
「ジャズは橋を架ける」を
合言葉に、音楽とまちを
つなげる都市型フェス
ティバル。約2ヶ月にわ
たって、市内各所で開催
されたホールライブやま
ちなかライブ等をサポー
トいただきました。

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

より詳細な
経験者の

インタビューは
こちらから▼

国や地域の違い、障がいの有無や
性別、大人と子どもなど、文化の異なり
にふれあう機会をつくり、誰もが理解
し合える社会を目指して活動してい
ます。

2022年6月から実施された「多文化公開連続講座」
の講師による実演やワークショップなど、多文化な
表現を実践するイベント。ガムラン（インドネシア音
楽）付きワヤン（影絵芝居）などを予定。

日にち：1月28日(土)・29日(日)
会　場：にこぷら新地（高津区二子2-6-47 二子新地駅徒歩3分）
入場料：大人1,000円、障害者手帳をお持ちの方・小学生500円

〈多文化公開講座の様子〉

問合せ／THE アート・プロジェクト多文化読み聞かせ隊
メール：theartpro@gmail.com 
☎044-852-3034（平日10:00～16:00） 公式HP▶

多文化表現フェスタ

〈6〉 ̶　　　　　　　　　　　　www.ongakunomachi.jp ̶


