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詳しいイベント情報は
検 索
音楽のまち

サ マ ーミュー ザ

みんな大好き夏音。

7/22

8/9

（木・祝）〜

「土蜘蛛黒頭」提供：観世宗家

お知らせ

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。

（月・振休）

会場・問合せ／Public House ぴあにしも
☎044-201-1668

jaja秋山幸男究極のデュオ
7月15日
（木） 18：30開場

19：00開演

川崎区
ぴあにしも

Weekday Special LIVE
7月15日（木）、21日（水） 18：00開場 19：00開演
料金／全席自由 チャージ3,000円、
3,500円
（7/21）
No Charge LIVE
7月16日
（金）
、
8月20日
（金） 18：00開場 19：00開演
料金／チャージ無料の投げ銭(チップ)スタイル
Sunday afternoon LIVE
7月18日
（日）
、
8月1日
（日） 15：00開場 15：30開演
料金／全席自由 チャージ2,500円
（7/11）
、
1,500円
Monday JAM Session
8月2日
（月） 18：00開場 19：00開演
料金／全席自由 参加費2,000円、
オブザーバー1,000円

※料金について表記のないものは無料です

※詳細は3・4ページに

かわさき区ビオラコンサート
〜坂本九さん追悼コンサート〜

8月12日
（木） 14：00開演
会場／川崎ルフロン 1階イベントスペース
出演／川崎市立川崎小学校児童、川崎市消防音楽隊
未
＊詳細は8ページに
9月1日
（水） 12：10開演
事前申込／8月16日
（月）
より
会場／川崎アゼリア サンライト広場
出演／雅楽：下熊健
（下宮弘聖・岡庭健・熊井戸啓貴）
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

会場／Public House ぴあにしも
出演／サックス：秋山幸男、
ギター：南部栄作
料金／全席自由 3,000円
問合せ／秋山 ☎090-3315-5891

第123回川崎市定期能

8月7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
＊詳細は7ページに

毎週土曜・日曜・祝日 13：00開演
浴衣まつり2021
8月22日(日) 13：00開演
出演／前田有加里、
岡田茜、
小野亜里沙、
SENA、
裏浴衣
まつり女王
大人の浴衣まつり
8月28日(土) 13：00開演
出演／松岡里果、大森真理子、小平加奈、
やもとなおこ
会場／川崎駅東口銀座街
問合せ／銀座街愛知ふとん店
（小林）
☎044-211-2251

未 …未就学児入場可
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会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／ヒンデミット：ヴィオラとピアノのためのソナタ、
プロコフィエフ：
「ロミオとジュリエット」、石島正博：
無 伴 奏ヴィオラの為 のソナタ（世界 初 演）、ベートー
ヴェン：ピ アノソ ナタ 第14 番「月光ソ ナタ」、ショス
タコーヴィッチ：ヴィオラとピアノのためのソナタ
出演／ピアノ：松田龍、
ヴィオラ：山本一輝
料金／全席自由 一般3,000円、
学生2,000円
問合せ／事務局 ☎080-4370-5516

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

7月14日（水）、28日（水）、8月4日
（水）
、
11日
（水）
18：00〜20：00
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

METライブビューイング
プレミアム・コレクション2021

ヴェルディ
《アイーダ》
（イタリア語）
＊MET上演日：2018年10月6日
7月30日
（金）
〜8月5日
（木) 11：20開演
＊上映時間：3時間45分
（休憩2回）
会場／109シネマズ川崎
出演／指揮：ニコラ・ルイゾッティ、
演出：ソニヤ・フリゼル
アンナ・ネトレプコ、アニータ・ラチヴェリシュヴィリ、
アレクサンドルス・アントネンコ、クイン・ケルシー
問合せ／事務局 ☎03-5550-1718

夢こんさぁと

8月19日
（木） 11：30開場 12：05開演
事前申込／7月20日
（火）
締め切り
会場／日吉分館 第3・4学習室
出演／竹製オカリナバンブリーナ
（竹製オカリナバンブリーナ、
ピアノ）
＊詳細は幸区役所ホームページまで
問合せ／幸区役所地域振興課
☎044-556-6606

ふれあいコンサート

7月23日
（金・祝） ①10：30開場 11：00開演
②14：30開場 15：00開演
会場／国際交流センター
曲目／サン＝サーンス：象、白鳥、エルガー：愛の挨拶、
ロンドンデリーの歌 他
出演／左手のピアノ：大西ますみ、
コントラバス：大西雄二
料金／全席自由 一般2,000円、
学生1,000円、
障がい
手帳所持者1,000円、
介助者1,000円
問合せ／グループ・アディ（大西）
未
☎090-8815-7062（9時〜17時）

平家(琵琶)をじっくりと

7月31日
（土） 14：30開場 15：00開演
会場／Coﬀee Spot Life
内容／明治時代に公認の 座 を廃されて衰退した
『平家
(琵琶)』
(本流)の再興と伝承を試みる､ひと味違う演奏。
出演／(平家)琵琶：日吉章吾
料金／全席自由 1,500円（1ドリンク付）
問合せ／新妻 ☎080-1279-2203
（18時〜22時／木曜は不可）

ソレイユ ウィンド オーケストラ コンサート
〜咲かせよう 大輪のひまわり〜
未

相澤政宏（東響）＆大村友樹（九響）のフルート・
デュオコンサート
8月22日
（日） 17：45開場

アンサンブル・アディ

18：10開演

8月9日
（月・振） 12：30開場 13：30開演
会場／総合福祉センター
（エポックなかはら）
曲目／バレエ音楽
「三角帽子」より、銀河鉄道999、
TVアニメ
「鬼滅の刃」
より 他
出演／指揮：竹内俊明
＊入場の際には座席指定
（予約）が必要。
問合せ／ソレイユウィンドオーケストラ
事前申込は
団長代行
（亀子）
こちら
☎070-3287-1015

2021魅惑の音楽紀行
〜川崎市・中国 瀋陽市 姉妹都市提携40周年
記念コンサート〜

会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室
曲目／モーツァルト；
「魔 笛」より、ピ アソラ：タンゴ・
エチュードより、
ドップラー：リゴレット・ファンタジー 他
出演／フルート：相澤政宏（東響首席）、大村友樹（九響
首席）、ピアノ：三田純子
料金／全席自由 3,500円(要予約)
＊新型コロナや自然災害による変更等がある場合は
HPに掲載いたします。
問合せ／ファンタジー・フルート
（三田）
☎090-1775-2161

山本一輝×松田龍デュオリサイタル
8月28日
（土） 13：00開場

14：00開演

9月23日
（木・祝） 2回公演予定
事前申込期間／8月1日
（日）
〜20日
（金）
会場／国際交流センター ホール
問合せ／国際交流センター
☎044-435-7000

子どもから楽しめるオペラ
「ヘンゼルとグレーテル」

8月4日（水） 14：30開場 14：50開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
出演／洗足学園音楽大学の講師等
申込／高津区ホームページもしくは
詳細はこちら
往復はがきで
問合せ／高津区役所地域振興課 ☎044-861-3133

劇団東少ミュージカル 白雪姫

中 原 区

水曜ナイトライブ in LAZONA

〈2〉

8月21日（土） 14：00開場 14：30開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
出演／白雪姫：鈴木まりや、王子：渡辺和貴、妃：瀬戸内
美八、
狩人：湯川尚樹 他
料金／全席指定 2,500円
＊対象：4歳以上、
小学2年生以下保護者同伴
未
問合せ／川崎市民プラザ ☎044-888-3131

プラザ・ウィンドコンサート2021

8月29日（日） 13：30開場 14：00開演
会場／川崎市民プラザ ふるさと劇場
曲目／小 山 清 茂：吹 奏 楽 のため の木 挽 歌、外 山 雄 三：
管弦楽のためのラプソディ、
M・モレイラ：恋のカーニバル、
チャック・マンジョーネ：サンチェスの子供達 他
出演／指揮：箕輪響、
望月 昇
料金／全席自由 1,000円
問合せ／田園都市音楽祭実行委員会
☎044-853-1451

プラザ・アフタヌーンジャズVol.3

9月11日（土） 13：30開場 14：00開演
会場／川崎市民プラザ
曲目／バート・ハワード：フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン、
コール・ポーター：ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス、
フランク・チャー チル：いつか王子様 が、ファン・ティ
ゾール：キャラバン、大野雄二：ルパン三世のテーマ 他
出演／江藤良人カルテット
（ドラムス：江藤良人、
ピアノ：
石井彰、ベース：井上陽介、テナーサックス：鈴木央紹）
料金／全席自由 2,500円
申込方法／7月18日（日）10時から1階総合フロント
にて発売開始。
電話、
またはHPでも受付（当日支払）。
問合せ／川崎市民プラザ ☎044-888-3131

麻 生 区

東京交響楽団

8月1日（日） 16：15開場

17：00開演

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
詳細はこちら

高 津 区
おんまち・みぞのくちライブ

開催日程未定
会場／ノクティ2
（マルイファミリー溝口）
＊天候により中止となる場合があります。
問合せ／
「音楽のまち･かわさき」
推進協議会
☎044-544-9641

島津 心美【Kokomi 11th Birthday Live】
7月22日
（木・祝） 11：00開場 11：30開演
料 金 ／全 席自由 一 般 3,0 0 0 円、学 割（高 校 生まで）
2,000円
＊要ワンドリンク600円
出演／ゲスト：生田瑚桃、糸井愛梨、西岡龍生
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎ 044-850-0038（11時〜20時）

8月8日（日・祝） 16：15開場 17：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
＊詳細は4ページに

ゆりがおか児童合唱団
創立50周年記念第44回定期演奏会

8月29日（日） 15：00開場 15：30開演
会場／麻生市民館
曲目／「マザーグースの歌」他
事前申込／定員になり次第終了、
詳細はホームページに。
問合せ／事務局（北村） ☎080-1404-5816

未

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。
未 …未就学児入場可 ※続きは3ページに
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★MUZAランチタイムコンサート

東京交響楽団 弦楽四重奏
二人の天才ヴォルフガングの物語
7月13日（火） 12：10開演
曲目／コルンゴルト：弦楽四重奏曲第2番、
モーツァルト：
「ドン・ジョヴァンニ」
序曲
出演／東京交響楽団 弦楽四重奏（ヴァイオリン：中村
楓子、鈴木浩司、
ヴィオラ：多井千洋、
チェロ：蟹江慶行）
ヴァイオリンとハープが織りなす51絃の調べ
≪夏休み特別企画！4歳から入場OK≫
8月24日（火） 12：10開演
曲目／ジョプリン：ジ・エンターテイナー、加 藤 昌 則：
ケルトスピリッツ、
ピアソラ：タンゴの歴史より 他
出演／ヴァイオリン：奥村愛、
ハープ：山宮るり子
オルガンデュオ 木星がもたらすもの
〜快楽・夢と神秘の世界〜
9月10日（金） 12：10開演
曲目／ホルスト
（河野和雄編）
：組曲
『惑星』
より
「木星」他
出演／オルガン：三原麻里、
原田真侑
各回料金／全席指定 500円

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021《オリジナル名曲＆シネマ珠玉選》

村治佳織 ギター・リサイタル
7月17日（土） 13：30開演
曲目／〈オリジ ナル 名 曲 選〉タレ ガ：アルハ ン ブラ の
思い出、ブリテン：ノクターナル op.70より、
〈 シネマ
珠 玉 選 〉マ ン シ ーニ：
『 ティファニーで 朝 食 を 』か ら
ムーン・リバー、マイヤ ーズ：
『禁じら れ た 遊 び』から
愛 の ロ マ ンス、レスピー ギ：
『ディア・ハ ンター』から
カヴァティーナ 他
阪田知樹ピアノ・リサイタル 特別公演
7月17日（土） 18：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第15番「田園」、
ベート ーヴェン（リスト 編）
：アデライーデ（第 3 稿）、
リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調 他
宮田大＆大萩康司 デュオ・リサイタル
《Travelogue》
9月5日
（日） 13：30開演
曲目／サティ：ジュ・トゥ・ヴ、ニャタリ：チェロとギター
のためのソナタ、ヴォーン・ウィリアムズ：揚げひばり、
ピアソラ：タンティ・アンニ・プリマ、ブエノスアイレス
の冬、
ブエノスアイレスの夏 他
出演／チェロ：宮田大、
ギター：大萩康司
各料金／全席指定 5,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第81回

7月18日（日） 14：0０開演
曲目／R . シュトラ ウ ス：交 響 詩「 ド ン・キ ホ ー テ 」、
シベリウス：交響曲第5番
出 演 ／指 揮：ジョナ サン・ノット、チェロ：伊 藤 文 嗣、
ヴィオラ：青木篤子
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
託
☎044-520-1511

東京交響楽団オープニングコンサート
7月22日
（木・祝） プ 14：00開場

15：00開演

ⓒK.Miura

曲目／ラヴェル
（マリウス・コンスタン編）
：夜のガス
パール
（管弦楽版）
、
ヴァレーズ：アルカナ、
ラヴェル：
ピアノ協奏曲、
ガーシュウィン：パリのアメリカ人 他
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：萩原麻未
料金／全席指定 S席6,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

須川展也＆中野翔太デュオ・コンサート
7月23日（金・祝） 14：15開場

15：00開演

読売日本交響楽団

7月27日（火） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／チャイコフスキー：交響曲第2番
「小ロシア」
、
ラフマニノフ：交響曲第2番
出演／指揮：鈴木雅明
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額
※当初の発表より変更になりました。

ⓒTakashi Fujimoto

曲目／＜オール・J.S.バッハ・プログラム＞前奏曲と
フーガ ハ 長調、イタリア協 奏 曲（C.クロンプ 編）、
カンツォーナ ニ短調、トッカータとフーガ ホ長調、
カン タ ー タ「 満 ち た れ る 安 ら い 、う れし き 魂 の
悦びよ」、管弦楽組曲第3番から アリア
（S.カルク=
エラート編）、半音階的幻想曲とフーガ ニ短調（M.
レーガー編）他
出演／パイプオルガン：大木麻理、
カウンターテナー：
村松稔之、オーボエ・ダモーレ：佐竹真登、ヴァイオ
リン：髙橋奈緒、
鈴木崇洋、
ヴィオラ：吉田篤、
チェロ：
武澤秀平、チェンバロ：廣澤麻美
料金／全席指定 2,500円、U25席1,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
N響室内合奏団

7月28日（水） プ 14：00開場

15：00開演

8月3日（火） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：序曲「謝肉祭」、シューマン：
ヴァイオリン協奏曲、
ドヴォルザーク：交響曲第8番
出演／指揮：鈴木秀美、ヴァイオリン：郷古廉
料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、
B席
2,000円、U25席各席半額

京都市交響楽団

曲目／ビゼー
（朝川朋之編）
：花の歌
（歌劇
「カルメン」
から）
、
ボルヌ：カルメン幻想曲、
J.S.バッハ
（須川展也
編）
：ガヴォット・エン・ロンドー
（無伴奏ヴァイオリン
のためのパルティータ 第3番から）
、
ガーシュウィン
（伊藤康英編）
：サマータイム、
ガーシュウィン
（長生淳
編）
：ラプソディー・イン・ブルー 他
出演／サクソフォン：須川展也、ピアノ：中野翔太
料金／全席指定 一般2,000円、
U25席1,000円
※当初の発表より変更になりました。

サマーナイト・ジャズ
渡辺香津美KW50「トワイライト・ジャム」
7月24日
（土） コ 16：00開場

17：00開演

8月4日（水） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ブラームス：ヴァイオリンとチェロのための
二重協奏曲、
ベートーヴェン：交響曲第3番
「英雄」
出演／指揮：広上淳一、
ヴァイオリン：黒川侑、
チェロ：
佐藤晴真
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、U25席各席半額
曲目／喜歌劇「ジプシー男爵」から、宝石のワルツ
（ウェーベルン編）、酒、女、歌（ベルク編）、マーラー
（K.ジモン編）
：交響曲第4番（室内楽版）他
出演／ヴァイオリン：篠崎史紀、
ソプラノ：盛田麻央、
ピアノ：入江一雄、
ハーモニウム：山口綾規、
フルート：
甲斐雅之、オーボエ：池田昭子、クラリネット：松本
健 司、ファゴット：水 谷上 総、ホ ルン：今 井 仁 志、
打楽器：植松透、打楽器：竹島悟史、ヴァイオリン：
白 井 篤、ヴィオラ：中 村 翔 太 郎、チェロ：市 寛也、
コントラバス：西山真二
料金／全 席 指 定 S席4,000円、A 席3,000円、
B席2,000円、
U25席各席半額

洗足学園音楽大学

7月30日（金） 17：30開場 18：30開演
曲目／グラズノフ：バレエ音楽「ライモンダ」から、
ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から、ドリーブ：バレ
エ音楽
「コッペリア」
から
出演 ／指 揮：秋山和慶、バレエ：谷桃子バレエ団、
東京シティ・バレエ団、牧阿佐美バレヱ団、洗足学
園音楽 大学バレエコース学生、管 弦楽：洗 足学園
ニューフィルハーモニック管弦楽団
料金／全席指定 S席1,200円、
A席800円

コ ……プレコンサート

＊U25席 小学生以上25歳以下・要会場にて
身分証呈示

出演／指揮：三原明人、管弦楽：川崎市民オーケストラ
2021（幹事オケ：川崎市民交響楽団）、ピアノ：東誠三
料金／A席1,500円、
B席1,000円
問合せ／川響お客様専用ダイヤル
☎080-1275-1056（18時〜21時）

オーケストラ・アンサンブル金沢
7月25日
（日） プ 14：00開場

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

15：00開演

ミュートンチャンネル

検索

17：00開演

※料金について表記のないものは無料です

昭和音楽大学

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
東京交響楽団

8月8日（日・祝） 14：15開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：
「コリオラン」序曲、交響曲
第8番、
ストラヴィンスキー：サーカス・ポルカ、
花火、
バレエ音楽「火の鳥」組曲（1919年版）
出演／指揮：山下一史
料金／全席指定 1,000円

8月1日（日）16：15開場

17：00開演

曲目／シューベルト：交響曲第7番
「未完成」
、
チャイ
コフスキー：交響曲第6番
「悲愴」
出演／指揮：秋山和慶
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
8月8日（日・祝） 17：00開演
曲目／＜オール・チャイコフスキー・プログラム＞

東京交響楽団フィナーレコンサート
8月9日（月・振） プ 14：00開場

15：00開演

歌 劇「エフゲニー・オネーギン」から ポロネーズ、

千住真理子フェスティヴァル
〜リサイタルで巡る 春夏秋冬 〜
Vol.３《秋》フランク：ソナタ

9月15日（水） 13：30開演
曲目／アメイジング・グレイス、
ショパン：夜想曲第2番、
夜想曲第20番
（遺作）
、
別れの曲、
フランク：ヴァイオリン･
ソナタ イ長調、
岡野貞一
（山下康介編）
:もみじ、
滝廉太郎
（千住明編）
：荒城の月、
ドビュッシー：月の光 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：山洞智
料金／全席指定 一般4,800円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

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

ヴァイオリン協奏 曲、バレエ音楽「白鳥 の湖」から
序奏・ワルツ・4羽の白鳥・チャールダーシュ（ハン
ガリーの踊り）、バレエ音楽「眠りの森の美女」から
パノラマ・アダージョ、
バレエ音楽
「くるみ割り人形」
から 花のワルツ・パ・ド・ドゥ・タランテラ・金平糖の

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第16回 O'Jizo ケルトミュージックコンサート
7月13日
（火） 13：00開場 13：30開演

踊り・コーダ・フィナーレ・アポテオーズ
各回料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、

8月5日（木） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／バルトーク：ピアノ協奏曲第3番、マーラー：
交響曲第5番
出演／指揮：飯森範親、ピアノ：金子三勇士
料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、
B席
2,000円、
U25席各席半額

B席2,000円、U25席各席半額

★モーツァルト・マチネ

ⓒGeoff L Johnson

東京フィルハーモニー交響楽団

8月6日（金） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」
から 序曲、
レスピーギ：組曲
「シバの女王ベルキス」
、
ニーノ・ロータ：ハープ協奏曲、レスピーギ：交響詩
「ローマの松」
出演／指揮：アンドレア・バッティストーニ、ハープ：
吉野直子
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

15：00開演

ⓒNaoya Yamaguchi

第46回

8月22日
（日） 10：30開場 11：00開演
曲 目／＜ オ ー ル・モ ー ツ ァルト・プ ロ グ ラム ＞ 歌 劇
『フィガロの 結 婚』序 曲、ホルン 協 奏 曲 第 3 番、ホルン
協奏曲第1番、
交響曲第35番
「ハフナー」
出演／指揮：鈴木優人、ホルン：福川伸陽、管弦楽：東京
交響楽団
料金／全席指定 4,000円、
U25席1,500円

TBSK管弦楽団 第12回定期演奏会

8月22日
（日） 17：15開場 18：00開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「プルチネルラ」
（1949年版）
、
ラフマニノフ：交響的舞曲、
プロコフィエフ：
交響曲第5番
問合せ／TBSK管弦楽団 (岸本) ☎080-3497-7895

日本フィルハーモニー交響楽団
8月7日（土） プ 14：00開場

7月23日
（金・祝） 10：15開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：キラキラ星変奏曲
（
「ああ、
お母
さん聞いて」による12の変奏曲）、バターつきパン、
田中カレン：ラム酒の樽、
淋しい料理人、
黒のタートル
ネック、笛吹きと縄 文土器（こどものためのピアノ
小品集
「愛は風にのって」
より）
、
ショパン
（リスト編）
：
乙女の願い、
春
（
「6つのポーランドの歌」
より）
、
グリン
カ（バラキレフ編）
：ひばり、リスト：バラード第2番
出演／ピアノ：仲道祐子
料金／大人1,500円、
こども
（4歳〜中学生）
500円
※当初の発表より変更になりました。
未
※途中休憩なし、1時間プログラム

曲目／ヴェルディ：歌劇
「アイーダ」
から 凱旋行進曲
とバレエ音楽、かわさき＝ドレイク・ミュージック
アンサンブル：即興演奏〜アイーダによる
（世界初演）
、
アダムズ：アブソルート・ジェスト、吉松隆：交響曲
第2番
「地球にて」
出演／指揮：原田慶太楼
（東京交響楽団 正指揮者）
、
弦楽四重奏：カルテット・アマービレ
（ヴァイオリン：
篠原悠那、
北田千尋、
ヴィオラ：中恵菜、
チェロ：笹沼
樹）、かわさき＝ドレイク・ミュージック アンサン
ブルプロジェクト参加者
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

曲目／映画『タイタニック』より、Murphy's Hornpipe、
無印良品BGM、
ロンドンデリーの歌
（アイルランド民謡）
出演／O'Jizo（アイリッシュフルート・ホイッスル：豊田
耕三、ギター・バンジョー・マンドリン：長尾晃司、アコー
ディオン・ブズーキ：中村大史）
第17回 Trombone Quartet 虎徹
Kotetsu トロンボーンコンサート
8月18日
（水） 13：00開場 13：30開演

市民交響楽祭2021

8月29日（日） 14：00開演
曲目／ロッシーニ：セミラーミデ序 曲、ラフマニノフ：
ピアノコンチェルト2番、
ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）
：
展覧会の絵
託 …託児あり

未

…未就学児入場可

曲目／見岳章・秋元康：川の流れのように、A.C.レノン＆
マッカートニー：ビートルズメドレー、ふるさとのうた
（童謡、
唱歌）
出演／Trombone Quartet 虎徹 Kotetsu
（覚張俊介、
竹内優彦、飯田智彦、太田涼平）

www.ongakunomachi.jp ̶
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9月11日
（土） 10：00開場 10：00開演
会場／Caf'e ゆい〜と
（小田急線読売ランド駅前）
出演／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール
（日比野）
☎044-944-9349

〈6〉

お知らせ

大人の鍵盤ハーモニカ

洗 足 学 園 音 楽 大 学

新型コロナウイルスのワクチン接種会場に市民館などが使用
されています。
そのために貸館停止となっている施設を除く、川崎市内で音楽
演奏ができる貸施設一覧をホームページで公開中です。
ご活用ください。

詳細はこちら

問合せ／洗足学園音楽大学

曲目／A.C.ジョビン：イパネマの娘、
モリコーネ：愛のテーマ
〜
「ニュー・シネマ・パラダイス」
より〜、
亀井恵：虹のゆくえ
出演／マリンバ：亀井恵、
ピアノ・オルガン：今井亮太郎
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、
18歳以下600円
＊プログラムは変更になる場合がございます。

公 開 講 座
日本女子大学生涯学習センター公開講座

名画が語る音楽
パリ、ロンドン アール・ヌーヴォーとエキゾティズム
7月12日（月） 13：15開場 13：30開演
フォーレのレクイエム 世紀末のキリスト教芸術
7月26日（月） 13：15開場 13：30開演
内容／19世紀後半の美術と音楽を、
絵画とともに。
新しい
芸 術（アール・ヌーヴォー）の時代の名画（美術）が語る
音楽の物語をひもといて、
その音楽に耳を傾ける。
出演／講師：伊藤里麻子
（美術史家）
料金／全席自由 2,500円
＊Zoomによるオンラインでも受講可
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター
☎044-952-6961

映像オペラを楽しむ会

【チャイコフスキー：イオランタ】 ７月例会
7月15日
（木） 13：10開場 13：30開演
【ビゼー：真珠採り】 8月例会
8月26日
（木） 13：10開場 13：30開演
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
（全12回）
5,000円、
1回500円
問合せ／
「映像オペラを楽しむ会」
事務局
（山本）
☎03-3621-4850

7月21日（水）、8月25日（水）、9月15日（水）
17：30開演
7月22日（木・祝）、8月12日（木）、9月2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

川崎音楽愛好会
〜クラシック音楽を聴き、語り合う音楽の広場

8月28日（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／モーツァルト：歌劇
「魔笛」
序曲、
メンデルスゾーン：
「真夏の夜の夢」
序曲・劇付随音楽
（抜粋）
、
ドボルザーク：
交響曲第6番
出演／指揮：森口真司
料金／全席指定 2,000円
問合せ／FAF管弦楽団チケット窓口
☎090-2472-8900

ミューザ川崎

第18回 亀井恵 Bossa Marimba コンサート
9月15日
（水） 13：00開場 13：30開演

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

FAF管弦楽団 第60回定期演奏会

ⓒT.Tairadate

www.ongakunomachi.jp ̶

定期演奏会第371回

9月11日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ピアノ協奏曲第2番、
ベートーヴェン：
交響曲第7番
出演／指揮：カーチュン・ウォン、
ピアノ:三浦謙司
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席4,50 0 円、B席
3,000円、シニア（70歳以上）各席10%引き
＊当日 券 販 売 が あ る 時 に 限り2 5 歳 以 下（ユース）は
1,000円
（席は選べません）
問合せ／神奈川フィル事務局
☎045-226-5045
（平日11時〜16時）

出演／指揮：渡邊一正、
ヴァイオリン：吉村妃鞠

7月31日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／スメタナ：連作交響詩「我が祖国」
出演／指揮：高関健
料金／全 席 指定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額

真夏のバッハⅥ
大木麻理パイプオルガン・リサイタル

曲 目 ／ウェーバー：歌 劇「 オベ ロ ン 」か ら 序 曲 、
ヴォーン・ウィリアムズ：
「グリーンスリーヴス」に
よる幻想曲、ニコライ：歌 劇「ウィンザーの陽 気な
女房たち」から 序曲、べートーヴェン：劇音楽「エグ
モント」
（全曲）
出演／指揮：下野竜也、
語り：宮本益光(エグモント)、
ソプラノ：石橋栄実
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

東京ニューシティ管弦楽団

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

8月1日（日） プ 16：00開場

神奈川フィル

イッツ・ア・ピアノワールド

7月26日（月） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／リスト：交響詩
「前奏曲
（レ・プレリュード）
」
、
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額

̶
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曲目／シューベルト：交響曲第4番「悲劇的」、プロ
コフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、
古典交響曲
出演／指揮：井上道義、ヴァイオリン：神尾真由子
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額
※当初の発表より変更になりました。

東京都交響楽団

曲目／Water is wide、Tears〜ベートーヴェン
《 悲 愴 》か ら 、I s l a n d 、TA M AY U R A 〜 玉 響 、
Bolero(ラヴェル) 他
出演／ギター：渡辺香津美、
フルート：荒川洋、
ベース：
コモブ チキ イチロウ、フラメンコ・ギ ター：沖 仁
ヴォーカル：SHANTI
料金／全席指定 4,000円、
U25席1,500円
プ ……プレトーク

www.ongakunomachi.jp ̶
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第254回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
7月29日
（木） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：加藤文夫
第255回例会
＜クラシック・ライヴ＃22〜今が旬のヴァイオリニスト
を聴く＞
8月27日
（金） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森紀
会場／高津市民館 視聴覚室
各回料金／資料代500円 ＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局 ☎044-977-3378

☎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。

問合せ 「音楽のまち・かわさき」
推進協議会

かわさきミュートンと一緒に!!

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。

ミュートンと行く♪川崎能楽堂探検!!

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター

☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※未就学児入場不可

☎044-544-9641

川崎能楽堂を
「音楽のまち・かわさき」
のキャラクター
「かわさきミュートン」
が探検！伝統芸能の
「能」
や
「狂言」
について紹介し、
普段では見ることのできない
舞台裏も見られます。
夏休みの自由研究にいかがですか？

＊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。
＊必ず事前にお申し込みください。

◇音楽療法講座
第1回「J-popに学ぶ「指針」ー歌詞に潜む
精神性を読み解くー」

7月18日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
（受付1F）
出演／講師：二俣泉
料金／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イベントページより
要事前申込。

動画はこちらから
問合せ

川崎市文化財団

親子マスク ミュートン＆しまうま

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第99回
7月20日（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：大塚雄太 他
第100回 8月24日（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：中村靖 他
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 1回券1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
（当日直接会場まで）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学オペラ公演2021プレ講座
≪コジ・ファン・トゥッテ≫の原作をめぐって

7月25日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
（受付1F）
出演／講師：森田学
＊演奏はありません。
料金／一般1,000円 ＊小〜高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトイベントページより
要事前申込。

藤原歌劇団Quattro Aria
サマーコンサート2021

8月21日
（土） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F ラ・サーラ・スカラ
曲目／A .ララ：グラナダ、E.デ クル ティス：忘れな 草、
J.ラカジェ：アマポーラ、
S.デスピート：アネマ・エ・コーレ、
E.デ クルティス：泣かないお前、
L.ダッラ：カルーソー 他
出演／出演：藤 原 歌 劇団Quattro Aria（笹岡慎一郎、
黄木透、和下田大典、大塚雄太）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,000円、
学生1,000円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105
未 …未就学児入場可

☎044-272-7366

子ども用/大人用：各800円(税込)
親子セット(各１枚・ミュートンシール)：1,600円(税込)

大人用

子ども用

かわさききたテラス（JR川崎駅
北口通路）
「
、音楽のまち・かわさき
推進協議会」
事務所、
協議会ホーム
ページにて販売中♪
問合せ 「音楽のまち・かわさき」
推進協議会

詳細はこちら

☎044-544-9641

7・8月号の情報は6月18日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回9月10日発刊号は、9月11日から11月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（7月16日締め切り）※掲載無料

＊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。

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

〈3〉

★MUZAランチタイムコンサート

東京交響楽団 弦楽四重奏
二人の天才ヴォルフガングの物語
7月13日（火） 12：10開演
曲目／コルンゴルト：弦楽四重奏曲第2番、
モーツァルト：
「ドン・ジョヴァンニ」
序曲
出演／東京交響楽団 弦楽四重奏（ヴァイオリン：中村
楓子、鈴木浩司、
ヴィオラ：多井千洋、
チェロ：蟹江慶行）
ヴァイオリンとハープが織りなす51絃の調べ
≪夏休み特別企画！4歳から入場OK≫
8月24日（火） 12：10開演
曲目／ジョプリン：ジ・エンターテイナー、加 藤 昌 則：
ケルトスピリッツ、
ピアソラ：タンゴの歴史より 他
出演／ヴァイオリン：奥村愛、
ハープ：山宮るり子
オルガンデュオ 木星がもたらすもの
〜快楽・夢と神秘の世界〜
9月10日（金） 12：10開演
曲目／ホルスト
（河野和雄編）
：組曲
『惑星』
より
「木星」他
出演／オルガン：三原麻里、
原田真侑
各回料金／全席指定 500円

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021《オリジナル名曲＆シネマ珠玉選》

村治佳織 ギター・リサイタル
7月17日（土） 13：30開演
曲目／〈オリジ ナル 名 曲 選〉タレ ガ：アルハ ン ブラ の
思い出、ブリテン：ノクターナル op.70より、
〈 シネマ
珠 玉 選 〉マ ン シ ーニ：
『 ティファニーで 朝 食 を 』か ら
ムーン・リバー、マイヤ ーズ：
『禁じら れ た 遊 び』から
愛 の ロ マ ンス、レスピー ギ：
『ディア・ハ ンター』から
カヴァティーナ 他
阪田知樹ピアノ・リサイタル 特別公演
7月17日（土） 18：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第15番「田園」、
ベート ーヴェン（リスト 編）
：アデライーデ（第 3 稿）、
リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調 他
宮田大＆大萩康司 デュオ・リサイタル
《Travelogue》
9月5日
（日） 13：30開演
曲目／サティ：ジュ・トゥ・ヴ、ニャタリ：チェロとギター
のためのソナタ、ヴォーン・ウィリアムズ：揚げひばり、
ピアソラ：タンティ・アンニ・プリマ、ブエノスアイレス
の冬、
ブエノスアイレスの夏 他
出演／チェロ：宮田大、
ギター：大萩康司
各料金／全席指定 5,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第81回

7月18日（日） 14：0０開演
曲目／R . シュトラ ウ ス：交 響 詩「 ド ン・キ ホ ー テ 」、
シベリウス：交響曲第5番
出 演 ／指 揮：ジョナ サン・ノット、チェロ：伊 藤 文 嗣、
ヴィオラ：青木篤子
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
託
☎044-520-1511

東京交響楽団オープニングコンサート
7月22日
（木・祝） プ 14：00開場

15：00開演

ⓒK.Miura

曲目／ラヴェル
（マリウス・コンスタン編）
：夜のガス
パール
（管弦楽版）
、
ヴァレーズ：アルカナ、
ラヴェル：
ピアノ協奏曲、
ガーシュウィン：パリのアメリカ人 他
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：萩原麻未
料金／全席指定 S席6,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

須川展也＆中野翔太デュオ・コンサート
7月23日（金・祝） 14：15開場

15：00開演

読売日本交響楽団

7月27日（火） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／チャイコフスキー：交響曲第2番
「小ロシア」
、
ラフマニノフ：交響曲第2番
出演／指揮：鈴木雅明
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額
※当初の発表より変更になりました。

ⓒTakashi Fujimoto

曲目／＜オール・J.S.バッハ・プログラム＞前奏曲と
フーガ ハ 長調、イタリア協 奏 曲（C.クロンプ 編）、
カンツォーナ ニ短調、トッカータとフーガ ホ長調、
カン タ ー タ「 満 ち た れ る 安 ら い 、う れし き 魂 の
悦びよ」、管弦楽組曲第3番から アリア
（S.カルク=
エラート編）、半音階的幻想曲とフーガ ニ短調（M.
レーガー編）他
出演／パイプオルガン：大木麻理、
カウンターテナー：
村松稔之、オーボエ・ダモーレ：佐竹真登、ヴァイオ
リン：髙橋奈緒、
鈴木崇洋、
ヴィオラ：吉田篤、
チェロ：
武澤秀平、チェンバロ：廣澤麻美
料金／全席指定 2,500円、U25席1,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
N響室内合奏団

7月28日（水） プ 14：00開場

15：00開演

8月3日（火） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：序曲「謝肉祭」、シューマン：
ヴァイオリン協奏曲、
ドヴォルザーク：交響曲第8番
出演／指揮：鈴木秀美、ヴァイオリン：郷古廉
料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、
B席
2,000円、U25席各席半額

京都市交響楽団

曲目／ビゼー
（朝川朋之編）
：花の歌
（歌劇
「カルメン」
から）
、
ボルヌ：カルメン幻想曲、
J.S.バッハ
（須川展也
編）
：ガヴォット・エン・ロンドー
（無伴奏ヴァイオリン
のためのパルティータ 第3番から）
、
ガーシュウィン
（伊藤康英編）
：サマータイム、
ガーシュウィン
（長生淳
編）
：ラプソディー・イン・ブルー 他
出演／サクソフォン：須川展也、ピアノ：中野翔太
料金／全席指定 一般2,000円、
U25席1,000円
※当初の発表より変更になりました。

サマーナイト・ジャズ
渡辺香津美KW50「トワイライト・ジャム」
7月24日
（土） コ 16：00開場

17：00開演

8月4日（水） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ブラームス：ヴァイオリンとチェロのための
二重協奏曲、
ベートーヴェン：交響曲第3番
「英雄」
出演／指揮：広上淳一、
ヴァイオリン：黒川侑、
チェロ：
佐藤晴真
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、U25席各席半額
曲目／喜歌劇「ジプシー男爵」から、宝石のワルツ
（ウェーベルン編）、酒、女、歌（ベルク編）、マーラー
（K.ジモン編）
：交響曲第4番（室内楽版）他
出演／ヴァイオリン：篠崎史紀、
ソプラノ：盛田麻央、
ピアノ：入江一雄、
ハーモニウム：山口綾規、
フルート：
甲斐雅之、オーボエ：池田昭子、クラリネット：松本
健 司、ファゴット：水 谷上 総、ホ ルン：今 井 仁 志、
打楽器：植松透、打楽器：竹島悟史、ヴァイオリン：
白 井 篤、ヴィオラ：中 村 翔 太 郎、チェロ：市 寛也、
コントラバス：西山真二
料金／全 席 指 定 S席4,000円、A 席3,000円、
B席2,000円、
U25席各席半額

洗足学園音楽大学

7月30日（金） 17：30開場 18：30開演
曲目／グラズノフ：バレエ音楽「ライモンダ」から、
ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から、ドリーブ：バレ
エ音楽
「コッペリア」
から
出演 ／指 揮：秋山和慶、バレエ：谷桃子バレエ団、
東京シティ・バレエ団、牧阿佐美バレヱ団、洗足学
園音楽 大学バレエコース学生、管 弦楽：洗 足学園
ニューフィルハーモニック管弦楽団
料金／全席指定 S席1,200円、
A席800円

コ ……プレコンサート

＊U25席 小学生以上25歳以下・要会場にて
身分証呈示

出演／指揮：三原明人、管弦楽：川崎市民オーケストラ
2021（幹事オケ：川崎市民交響楽団）、ピアノ：東誠三
料金／A席1,500円、
B席1,000円
問合せ／川響お客様専用ダイヤル
☎080-1275-1056（18時〜21時）

オーケストラ・アンサンブル金沢
7月25日
（日） プ 14：00開場

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

15：00開演

ミュートンチャンネル

検索

17：00開演

※料金について表記のないものは無料です

昭和音楽大学

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
東京交響楽団

8月8日（日・祝） 14：15開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：
「コリオラン」序曲、交響曲
第8番、
ストラヴィンスキー：サーカス・ポルカ、
花火、
バレエ音楽「火の鳥」組曲（1919年版）
出演／指揮：山下一史
料金／全席指定 1,000円

8月1日（日）16：15開場

17：00開演

曲目／シューベルト：交響曲第7番
「未完成」
、
チャイ
コフスキー：交響曲第6番
「悲愴」
出演／指揮：秋山和慶
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
8月8日（日・祝） 17：00開演
曲目／＜オール・チャイコフスキー・プログラム＞

東京交響楽団フィナーレコンサート
8月9日（月・振） プ 14：00開場

15：00開演

歌 劇「エフゲニー・オネーギン」から ポロネーズ、

千住真理子フェスティヴァル
〜リサイタルで巡る 春夏秋冬 〜
Vol.３《秋》フランク：ソナタ

9月15日（水） 13：30開演
曲目／アメイジング・グレイス、
ショパン：夜想曲第2番、
夜想曲第20番
（遺作）
、
別れの曲、
フランク：ヴァイオリン･
ソナタ イ長調、
岡野貞一
（山下康介編）
:もみじ、
滝廉太郎
（千住明編）
：荒城の月、
ドビュッシー：月の光 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：山洞智
料金／全席指定 一般4,800円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

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

ヴァイオリン協奏 曲、バレエ音楽「白鳥 の湖」から
序奏・ワルツ・4羽の白鳥・チャールダーシュ（ハン
ガリーの踊り）、バレエ音楽「眠りの森の美女」から
パノラマ・アダージョ、
バレエ音楽
「くるみ割り人形」
から 花のワルツ・パ・ド・ドゥ・タランテラ・金平糖の

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第16回 O'Jizo ケルトミュージックコンサート
7月13日
（火） 13：00開場 13：30開演

踊り・コーダ・フィナーレ・アポテオーズ
各回料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、

8月5日（木） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／バルトーク：ピアノ協奏曲第3番、マーラー：
交響曲第5番
出演／指揮：飯森範親、ピアノ：金子三勇士
料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、
B席
2,000円、
U25席各席半額

B席2,000円、U25席各席半額

★モーツァルト・マチネ

ⓒGeoff L Johnson

東京フィルハーモニー交響楽団

8月6日（金） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」
から 序曲、
レスピーギ：組曲
「シバの女王ベルキス」
、
ニーノ・ロータ：ハープ協奏曲、レスピーギ：交響詩
「ローマの松」
出演／指揮：アンドレア・バッティストーニ、ハープ：
吉野直子
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

15：00開演

ⓒNaoya Yamaguchi

第46回

8月22日
（日） 10：30開場 11：00開演
曲 目／＜ オ ー ル・モ ー ツ ァルト・プ ロ グ ラム ＞ 歌 劇
『フィガロの 結 婚』序 曲、ホルン 協 奏 曲 第 3 番、ホルン
協奏曲第1番、
交響曲第35番
「ハフナー」
出演／指揮：鈴木優人、ホルン：福川伸陽、管弦楽：東京
交響楽団
料金／全席指定 4,000円、
U25席1,500円

TBSK管弦楽団 第12回定期演奏会

8月22日
（日） 17：15開場 18：00開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「プルチネルラ」
（1949年版）
、
ラフマニノフ：交響的舞曲、
プロコフィエフ：
交響曲第5番
問合せ／TBSK管弦楽団 (岸本) ☎080-3497-7895

日本フィルハーモニー交響楽団
8月7日（土） プ 14：00開場

7月23日
（金・祝） 10：15開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：キラキラ星変奏曲
（
「ああ、
お母
さん聞いて」による12の変奏曲）、バターつきパン、
田中カレン：ラム酒の樽、
淋しい料理人、
黒のタートル
ネック、笛吹きと縄 文土器（こどものためのピアノ
小品集
「愛は風にのって」
より）
、
ショパン
（リスト編）
：
乙女の願い、
春
（
「6つのポーランドの歌」
より）
、
グリン
カ（バラキレフ編）
：ひばり、リスト：バラード第2番
出演／ピアノ：仲道祐子
料金／大人1,500円、
こども
（4歳〜中学生）
500円
※当初の発表より変更になりました。
未
※途中休憩なし、1時間プログラム

曲目／ヴェルディ：歌劇
「アイーダ」
から 凱旋行進曲
とバレエ音楽、かわさき＝ドレイク・ミュージック
アンサンブル：即興演奏〜アイーダによる
（世界初演）
、
アダムズ：アブソルート・ジェスト、吉松隆：交響曲
第2番
「地球にて」
出演／指揮：原田慶太楼
（東京交響楽団 正指揮者）
、
弦楽四重奏：カルテット・アマービレ
（ヴァイオリン：
篠原悠那、
北田千尋、
ヴィオラ：中恵菜、
チェロ：笹沼
樹）、かわさき＝ドレイク・ミュージック アンサン
ブルプロジェクト参加者
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

曲目／映画『タイタニック』より、Murphy's Hornpipe、
無印良品BGM、
ロンドンデリーの歌
（アイルランド民謡）
出演／O'Jizo（アイリッシュフルート・ホイッスル：豊田
耕三、ギター・バンジョー・マンドリン：長尾晃司、アコー
ディオン・ブズーキ：中村大史）
第17回 Trombone Quartet 虎徹
Kotetsu トロンボーンコンサート
8月18日
（水） 13：00開場 13：30開演

市民交響楽祭2021

8月29日（日） 14：00開演
曲目／ロッシーニ：セミラーミデ序 曲、ラフマニノフ：
ピアノコンチェルト2番、
ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）
：
展覧会の絵
託 …託児あり

未

…未就学児入場可

曲目／見岳章・秋元康：川の流れのように、A.C.レノン＆
マッカートニー：ビートルズメドレー、ふるさとのうた
（童謡、
唱歌）
出演／Trombone Quartet 虎徹 Kotetsu
（覚張俊介、
竹内優彦、飯田智彦、太田涼平）
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9月11日
（土） 10：00開場 10：00開演
会場／Caf'e ゆい〜と
（小田急線読売ランド駅前）
出演／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール
（日比野）
☎044-944-9349
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お知らせ

大人の鍵盤ハーモニカ

洗 足 学 園 音 楽 大 学

新型コロナウイルスのワクチン接種会場に市民館などが使用
されています。
そのために貸館停止となっている施設を除く、川崎市内で音楽
演奏ができる貸施設一覧をホームページで公開中です。
ご活用ください。

詳細はこちら

問合せ／洗足学園音楽大学

曲目／A.C.ジョビン：イパネマの娘、
モリコーネ：愛のテーマ
〜
「ニュー・シネマ・パラダイス」
より〜、
亀井恵：虹のゆくえ
出演／マリンバ：亀井恵、
ピアノ・オルガン：今井亮太郎
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、
18歳以下600円
＊プログラムは変更になる場合がございます。

公 開 講 座
日本女子大学生涯学習センター公開講座

名画が語る音楽
パリ、ロンドン アール・ヌーヴォーとエキゾティズム
7月12日（月） 13：15開場 13：30開演
フォーレのレクイエム 世紀末のキリスト教芸術
7月26日（月） 13：15開場 13：30開演
内容／19世紀後半の美術と音楽を、
絵画とともに。
新しい
芸 術（アール・ヌーヴォー）の時代の名画（美術）が語る
音楽の物語をひもといて、
その音楽に耳を傾ける。
出演／講師：伊藤里麻子
（美術史家）
料金／全席自由 2,500円
＊Zoomによるオンラインでも受講可
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター
☎044-952-6961

映像オペラを楽しむ会

【チャイコフスキー：イオランタ】 ７月例会
7月15日
（木） 13：10開場 13：30開演
【ビゼー：真珠採り】 8月例会
8月26日
（木） 13：10開場 13：30開演
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
（全12回）
5,000円、
1回500円
問合せ／
「映像オペラを楽しむ会」
事務局
（山本）
☎03-3621-4850

7月21日（水）、8月25日（水）、9月15日（水）
17：30開演
7月22日（木・祝）、8月12日（木）、9月2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

川崎音楽愛好会
〜クラシック音楽を聴き、語り合う音楽の広場

8月28日（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／モーツァルト：歌劇
「魔笛」
序曲、
メンデルスゾーン：
「真夏の夜の夢」
序曲・劇付随音楽
（抜粋）
、
ドボルザーク：
交響曲第6番
出演／指揮：森口真司
料金／全席指定 2,000円
問合せ／FAF管弦楽団チケット窓口
☎090-2472-8900

ミューザ川崎

第18回 亀井恵 Bossa Marimba コンサート
9月15日
（水） 13：00開場 13：30開演

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

FAF管弦楽団 第60回定期演奏会

ⓒT.Tairadate

www.ongakunomachi.jp ̶

定期演奏会第371回

9月11日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ピアノ協奏曲第2番、
ベートーヴェン：
交響曲第7番
出演／指揮：カーチュン・ウォン、
ピアノ:三浦謙司
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席4,50 0 円、B席
3,000円、シニア（70歳以上）各席10%引き
＊当日 券 販 売 が あ る 時 に 限り2 5 歳 以 下（ユース）は
1,000円
（席は選べません）
問合せ／神奈川フィル事務局
☎045-226-5045
（平日11時〜16時）

出演／指揮：渡邊一正、
ヴァイオリン：吉村妃鞠

7月31日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／スメタナ：連作交響詩「我が祖国」
出演／指揮：高関健
料金／全 席 指定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額

真夏のバッハⅥ
大木麻理パイプオルガン・リサイタル

曲 目 ／ウェーバー：歌 劇「 オベ ロ ン 」か ら 序 曲 、
ヴォーン・ウィリアムズ：
「グリーンスリーヴス」に
よる幻想曲、ニコライ：歌 劇「ウィンザーの陽 気な
女房たち」から 序曲、べートーヴェン：劇音楽「エグ
モント」
（全曲）
出演／指揮：下野竜也、
語り：宮本益光(エグモント)、
ソプラノ：石橋栄実
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

東京ニューシティ管弦楽団

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

8月1日（日） プ 16：00開場

神奈川フィル

イッツ・ア・ピアノワールド

7月26日（月） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／リスト：交響詩
「前奏曲
（レ・プレリュード）
」
、
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額

̶
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曲目／シューベルト：交響曲第4番「悲劇的」、プロ
コフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、
古典交響曲
出演／指揮：井上道義、ヴァイオリン：神尾真由子
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額
※当初の発表より変更になりました。

東京都交響楽団

曲目／Water is wide、Tears〜ベートーヴェン
《 悲 愴 》か ら 、I s l a n d 、TA M AY U R A 〜 玉 響 、
Bolero(ラヴェル) 他
出演／ギター：渡辺香津美、
フルート：荒川洋、
ベース：
コモブ チキ イチロウ、フラメンコ・ギ ター：沖 仁
ヴォーカル：SHANTI
料金／全席指定 4,000円、
U25席1,500円
プ ……プレトーク

www.ongakunomachi.jp ̶
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第254回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
7月29日
（木） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：加藤文夫
第255回例会
＜クラシック・ライヴ＃22〜今が旬のヴァイオリニスト
を聴く＞
8月27日
（金） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森紀
会場／高津市民館 視聴覚室
各回料金／資料代500円 ＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局 ☎044-977-3378

☎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。

問合せ 「音楽のまち・かわさき」
推進協議会

かわさきミュートンと一緒に!!

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。

ミュートンと行く♪川崎能楽堂探検!!

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター

☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※未就学児入場不可

☎044-544-9641

川崎能楽堂を
「音楽のまち・かわさき」
のキャラクター
「かわさきミュートン」
が探検！伝統芸能の
「能」
や
「狂言」
について紹介し、
普段では見ることのできない
舞台裏も見られます。
夏休みの自由研究にいかがですか？

＊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。
＊必ず事前にお申し込みください。

◇音楽療法講座
第1回「J-popに学ぶ「指針」ー歌詞に潜む
精神性を読み解くー」

7月18日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
（受付1F）
出演／講師：二俣泉
料金／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イベントページより
要事前申込。

動画はこちらから
問合せ

川崎市文化財団

親子マスク ミュートン＆しまうま

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第99回
7月20日（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：大塚雄太 他
第100回 8月24日（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：中村靖 他
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 1回券1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
（当日直接会場まで）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学オペラ公演2021プレ講座
≪コジ・ファン・トゥッテ≫の原作をめぐって

7月25日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
（受付1F）
出演／講師：森田学
＊演奏はありません。
料金／一般1,000円 ＊小〜高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトイベントページより
要事前申込。

藤原歌劇団Quattro Aria
サマーコンサート2021

8月21日
（土） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F ラ・サーラ・スカラ
曲目／A .ララ：グラナダ、E.デ クル ティス：忘れな 草、
J.ラカジェ：アマポーラ、
S.デスピート：アネマ・エ・コーレ、
E.デ クルティス：泣かないお前、
L.ダッラ：カルーソー 他
出演／出演：藤 原 歌 劇団Quattro Aria（笹岡慎一郎、
黄木透、和下田大典、大塚雄太）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,000円、
学生1,000円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105
未 …未就学児入場可

☎044-272-7366

子ども用/大人用：各800円(税込)
親子セット(各１枚・ミュートンシール)：1,600円(税込)

大人用

子ども用

かわさききたテラス（JR川崎駅
北口通路）
「
、音楽のまち・かわさき
推進協議会」
事務所、
協議会ホーム
ページにて販売中♪
問合せ 「音楽のまち・かわさき」
推進協議会

詳細はこちら

☎044-544-9641

7・8月号の情報は6月18日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回9月10日発刊号は、9月11日から11月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（7月16日締め切り）※掲載無料

＊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。

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業
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★MUZAランチタイムコンサート

東京交響楽団 弦楽四重奏
二人の天才ヴォルフガングの物語
7月13日（火） 12：10開演
曲目／コルンゴルト：弦楽四重奏曲第2番、
モーツァルト：
「ドン・ジョヴァンニ」
序曲
出演／東京交響楽団 弦楽四重奏（ヴァイオリン：中村
楓子、鈴木浩司、
ヴィオラ：多井千洋、
チェロ：蟹江慶行）
ヴァイオリンとハープが織りなす51絃の調べ
≪夏休み特別企画！4歳から入場OK≫
8月24日（火） 12：10開演
曲目／ジョプリン：ジ・エンターテイナー、加 藤 昌 則：
ケルトスピリッツ、
ピアソラ：タンゴの歴史より 他
出演／ヴァイオリン：奥村愛、
ハープ：山宮るり子
オルガンデュオ 木星がもたらすもの
〜快楽・夢と神秘の世界〜
9月10日（金） 12：10開演
曲目／ホルスト
（河野和雄編）
：組曲
『惑星』
より
「木星」他
出演／オルガン：三原麻里、
原田真侑
各回料金／全席指定 500円

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021《オリジナル名曲＆シネマ珠玉選》

村治佳織 ギター・リサイタル
7月17日（土） 13：30開演
曲目／〈オリジ ナル 名 曲 選〉タレ ガ：アルハ ン ブラ の
思い出、ブリテン：ノクターナル op.70より、
〈 シネマ
珠 玉 選 〉マ ン シ ーニ：
『 ティファニーで 朝 食 を 』か ら
ムーン・リバー、マイヤ ーズ：
『禁じら れ た 遊 び』から
愛 の ロ マ ンス、レスピー ギ：
『ディア・ハ ンター』から
カヴァティーナ 他
阪田知樹ピアノ・リサイタル 特別公演
7月17日（土） 18：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第15番「田園」、
ベート ーヴェン（リスト 編）
：アデライーデ（第 3 稿）、
リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調 他
宮田大＆大萩康司 デュオ・リサイタル
《Travelogue》
9月5日
（日） 13：30開演
曲目／サティ：ジュ・トゥ・ヴ、ニャタリ：チェロとギター
のためのソナタ、ヴォーン・ウィリアムズ：揚げひばり、
ピアソラ：タンティ・アンニ・プリマ、ブエノスアイレス
の冬、
ブエノスアイレスの夏 他
出演／チェロ：宮田大、
ギター：大萩康司
各料金／全席指定 5,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第81回

7月18日（日） 14：0０開演
曲目／R . シュトラ ウ ス：交 響 詩「 ド ン・キ ホ ー テ 」、
シベリウス：交響曲第5番
出 演 ／指 揮：ジョナ サン・ノット、チェロ：伊 藤 文 嗣、
ヴィオラ：青木篤子
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
託
☎044-520-1511

東京交響楽団オープニングコンサート
7月22日
（木・祝） プ 14：00開場

15：00開演

ⓒK.Miura

曲目／ラヴェル
（マリウス・コンスタン編）
：夜のガス
パール
（管弦楽版）
、
ヴァレーズ：アルカナ、
ラヴェル：
ピアノ協奏曲、
ガーシュウィン：パリのアメリカ人 他
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：萩原麻未
料金／全席指定 S席6,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

須川展也＆中野翔太デュオ・コンサート
7月23日（金・祝） 14：15開場

15：00開演

読売日本交響楽団

7月27日（火） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／チャイコフスキー：交響曲第2番
「小ロシア」
、
ラフマニノフ：交響曲第2番
出演／指揮：鈴木雅明
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額
※当初の発表より変更になりました。

ⓒTakashi Fujimoto

曲目／＜オール・J.S.バッハ・プログラム＞前奏曲と
フーガ ハ 長調、イタリア協 奏 曲（C.クロンプ 編）、
カンツォーナ ニ短調、トッカータとフーガ ホ長調、
カン タ ー タ「 満 ち た れ る 安 ら い 、う れし き 魂 の
悦びよ」、管弦楽組曲第3番から アリア
（S.カルク=
エラート編）、半音階的幻想曲とフーガ ニ短調（M.
レーガー編）他
出演／パイプオルガン：大木麻理、
カウンターテナー：
村松稔之、オーボエ・ダモーレ：佐竹真登、ヴァイオ
リン：髙橋奈緒、
鈴木崇洋、
ヴィオラ：吉田篤、
チェロ：
武澤秀平、チェンバロ：廣澤麻美
料金／全席指定 2,500円、U25席1,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
N響室内合奏団

7月28日（水） プ 14：00開場

15：00開演

8月3日（火） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：序曲「謝肉祭」、シューマン：
ヴァイオリン協奏曲、
ドヴォルザーク：交響曲第8番
出演／指揮：鈴木秀美、ヴァイオリン：郷古廉
料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、
B席
2,000円、U25席各席半額

京都市交響楽団

曲目／ビゼー
（朝川朋之編）
：花の歌
（歌劇
「カルメン」
から）
、
ボルヌ：カルメン幻想曲、
J.S.バッハ
（須川展也
編）
：ガヴォット・エン・ロンドー
（無伴奏ヴァイオリン
のためのパルティータ 第3番から）
、
ガーシュウィン
（伊藤康英編）
：サマータイム、
ガーシュウィン
（長生淳
編）
：ラプソディー・イン・ブルー 他
出演／サクソフォン：須川展也、ピアノ：中野翔太
料金／全席指定 一般2,000円、
U25席1,000円
※当初の発表より変更になりました。

サマーナイト・ジャズ
渡辺香津美KW50「トワイライト・ジャム」
7月24日
（土） コ 16：00開場

17：00開演

8月4日（水） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ブラームス：ヴァイオリンとチェロのための
二重協奏曲、
ベートーヴェン：交響曲第3番
「英雄」
出演／指揮：広上淳一、
ヴァイオリン：黒川侑、
チェロ：
佐藤晴真
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、U25席各席半額
曲目／喜歌劇「ジプシー男爵」から、宝石のワルツ
（ウェーベルン編）、酒、女、歌（ベルク編）、マーラー
（K.ジモン編）
：交響曲第4番（室内楽版）他
出演／ヴァイオリン：篠崎史紀、
ソプラノ：盛田麻央、
ピアノ：入江一雄、
ハーモニウム：山口綾規、
フルート：
甲斐雅之、オーボエ：池田昭子、クラリネット：松本
健 司、ファゴット：水 谷上 総、ホ ルン：今 井 仁 志、
打楽器：植松透、打楽器：竹島悟史、ヴァイオリン：
白 井 篤、ヴィオラ：中 村 翔 太 郎、チェロ：市 寛也、
コントラバス：西山真二
料金／全 席 指 定 S席4,000円、A 席3,000円、
B席2,000円、
U25席各席半額

洗足学園音楽大学

7月30日（金） 17：30開場 18：30開演
曲目／グラズノフ：バレエ音楽「ライモンダ」から、
ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から、ドリーブ：バレ
エ音楽
「コッペリア」
から
出演 ／指 揮：秋山和慶、バレエ：谷桃子バレエ団、
東京シティ・バレエ団、牧阿佐美バレヱ団、洗足学
園音楽 大学バレエコース学生、管 弦楽：洗 足学園
ニューフィルハーモニック管弦楽団
料金／全席指定 S席1,200円、
A席800円

コ ……プレコンサート

＊U25席 小学生以上25歳以下・要会場にて
身分証呈示

出演／指揮：三原明人、管弦楽：川崎市民オーケストラ
2021（幹事オケ：川崎市民交響楽団）、ピアノ：東誠三
料金／A席1,500円、
B席1,000円
問合せ／川響お客様専用ダイヤル
☎080-1275-1056（18時〜21時）

オーケストラ・アンサンブル金沢
7月25日
（日） プ 14：00開場

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

15：00開演

ミュートンチャンネル

検索

17：00開演

※料金について表記のないものは無料です

昭和音楽大学

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
東京交響楽団

8月8日（日・祝） 14：15開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：
「コリオラン」序曲、交響曲
第8番、
ストラヴィンスキー：サーカス・ポルカ、
花火、
バレエ音楽「火の鳥」組曲（1919年版）
出演／指揮：山下一史
料金／全席指定 1,000円

8月1日（日）16：15開場

17：00開演

曲目／シューベルト：交響曲第7番
「未完成」
、
チャイ
コフスキー：交響曲第6番
「悲愴」
出演／指揮：秋山和慶
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
8月8日（日・祝） 17：00開演
曲目／＜オール・チャイコフスキー・プログラム＞

東京交響楽団フィナーレコンサート
8月9日（月・振） プ 14：00開場

15：00開演

歌 劇「エフゲニー・オネーギン」から ポロネーズ、

千住真理子フェスティヴァル
〜リサイタルで巡る 春夏秋冬 〜
Vol.３《秋》フランク：ソナタ

9月15日（水） 13：30開演
曲目／アメイジング・グレイス、
ショパン：夜想曲第2番、
夜想曲第20番
（遺作）
、
別れの曲、
フランク：ヴァイオリン･
ソナタ イ長調、
岡野貞一
（山下康介編）
:もみじ、
滝廉太郎
（千住明編）
：荒城の月、
ドビュッシー：月の光 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：山洞智
料金／全席指定 一般4,800円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

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

ヴァイオリン協奏 曲、バレエ音楽「白鳥 の湖」から
序奏・ワルツ・4羽の白鳥・チャールダーシュ（ハン
ガリーの踊り）、バレエ音楽「眠りの森の美女」から
パノラマ・アダージョ、
バレエ音楽
「くるみ割り人形」
から 花のワルツ・パ・ド・ドゥ・タランテラ・金平糖の

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第16回 O'Jizo ケルトミュージックコンサート
7月13日
（火） 13：00開場 13：30開演

踊り・コーダ・フィナーレ・アポテオーズ
各回料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、

8月5日（木） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／バルトーク：ピアノ協奏曲第3番、マーラー：
交響曲第5番
出演／指揮：飯森範親、ピアノ：金子三勇士
料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、
B席
2,000円、
U25席各席半額

B席2,000円、U25席各席半額

★モーツァルト・マチネ

ⓒGeoff L Johnson

東京フィルハーモニー交響楽団

8月6日（金） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」
から 序曲、
レスピーギ：組曲
「シバの女王ベルキス」
、
ニーノ・ロータ：ハープ協奏曲、レスピーギ：交響詩
「ローマの松」
出演／指揮：アンドレア・バッティストーニ、ハープ：
吉野直子
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

15：00開演

ⓒNaoya Yamaguchi

第46回

8月22日
（日） 10：30開場 11：00開演
曲 目／＜ オ ー ル・モ ー ツ ァルト・プ ロ グ ラム ＞ 歌 劇
『フィガロの 結 婚』序 曲、ホルン 協 奏 曲 第 3 番、ホルン
協奏曲第1番、
交響曲第35番
「ハフナー」
出演／指揮：鈴木優人、ホルン：福川伸陽、管弦楽：東京
交響楽団
料金／全席指定 4,000円、
U25席1,500円

TBSK管弦楽団 第12回定期演奏会

8月22日
（日） 17：15開場 18：00開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「プルチネルラ」
（1949年版）
、
ラフマニノフ：交響的舞曲、
プロコフィエフ：
交響曲第5番
問合せ／TBSK管弦楽団 (岸本) ☎080-3497-7895

日本フィルハーモニー交響楽団
8月7日（土） プ 14：00開場

7月23日
（金・祝） 10：15開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：キラキラ星変奏曲
（
「ああ、
お母
さん聞いて」による12の変奏曲）、バターつきパン、
田中カレン：ラム酒の樽、
淋しい料理人、
黒のタートル
ネック、笛吹きと縄 文土器（こどものためのピアノ
小品集
「愛は風にのって」
より）
、
ショパン
（リスト編）
：
乙女の願い、
春
（
「6つのポーランドの歌」
より）
、
グリン
カ（バラキレフ編）
：ひばり、リスト：バラード第2番
出演／ピアノ：仲道祐子
料金／大人1,500円、
こども
（4歳〜中学生）
500円
※当初の発表より変更になりました。
未
※途中休憩なし、1時間プログラム

曲目／ヴェルディ：歌劇
「アイーダ」
から 凱旋行進曲
とバレエ音楽、かわさき＝ドレイク・ミュージック
アンサンブル：即興演奏〜アイーダによる
（世界初演）
、
アダムズ：アブソルート・ジェスト、吉松隆：交響曲
第2番
「地球にて」
出演／指揮：原田慶太楼
（東京交響楽団 正指揮者）
、
弦楽四重奏：カルテット・アマービレ
（ヴァイオリン：
篠原悠那、
北田千尋、
ヴィオラ：中恵菜、
チェロ：笹沼
樹）、かわさき＝ドレイク・ミュージック アンサン
ブルプロジェクト参加者
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

曲目／映画『タイタニック』より、Murphy's Hornpipe、
無印良品BGM、
ロンドンデリーの歌
（アイルランド民謡）
出演／O'Jizo（アイリッシュフルート・ホイッスル：豊田
耕三、ギター・バンジョー・マンドリン：長尾晃司、アコー
ディオン・ブズーキ：中村大史）
第17回 Trombone Quartet 虎徹
Kotetsu トロンボーンコンサート
8月18日
（水） 13：00開場 13：30開演

市民交響楽祭2021

8月29日（日） 14：00開演
曲目／ロッシーニ：セミラーミデ序 曲、ラフマニノフ：
ピアノコンチェルト2番、
ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）
：
展覧会の絵
託 …託児あり

未

…未就学児入場可

曲目／見岳章・秋元康：川の流れのように、A.C.レノン＆
マッカートニー：ビートルズメドレー、ふるさとのうた
（童謡、
唱歌）
出演／Trombone Quartet 虎徹 Kotetsu
（覚張俊介、
竹内優彦、飯田智彦、太田涼平）

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

〈5〉

9月11日
（土） 10：00開場 10：00開演
会場／Caf'e ゆい〜と
（小田急線読売ランド駅前）
出演／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール
（日比野）
☎044-944-9349

〈6〉

お知らせ

大人の鍵盤ハーモニカ

洗 足 学 園 音 楽 大 学

新型コロナウイルスのワクチン接種会場に市民館などが使用
されています。
そのために貸館停止となっている施設を除く、川崎市内で音楽
演奏ができる貸施設一覧をホームページで公開中です。
ご活用ください。

詳細はこちら

問合せ／洗足学園音楽大学

曲目／A.C.ジョビン：イパネマの娘、
モリコーネ：愛のテーマ
〜
「ニュー・シネマ・パラダイス」
より〜、
亀井恵：虹のゆくえ
出演／マリンバ：亀井恵、
ピアノ・オルガン：今井亮太郎
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、
18歳以下600円
＊プログラムは変更になる場合がございます。

公 開 講 座
日本女子大学生涯学習センター公開講座

名画が語る音楽
パリ、ロンドン アール・ヌーヴォーとエキゾティズム
7月12日（月） 13：15開場 13：30開演
フォーレのレクイエム 世紀末のキリスト教芸術
7月26日（月） 13：15開場 13：30開演
内容／19世紀後半の美術と音楽を、
絵画とともに。
新しい
芸 術（アール・ヌーヴォー）の時代の名画（美術）が語る
音楽の物語をひもといて、
その音楽に耳を傾ける。
出演／講師：伊藤里麻子
（美術史家）
料金／全席自由 2,500円
＊Zoomによるオンラインでも受講可
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター
☎044-952-6961

映像オペラを楽しむ会

【チャイコフスキー：イオランタ】 ７月例会
7月15日
（木） 13：10開場 13：30開演
【ビゼー：真珠採り】 8月例会
8月26日
（木） 13：10開場 13：30開演
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
（全12回）
5,000円、
1回500円
問合せ／
「映像オペラを楽しむ会」
事務局
（山本）
☎03-3621-4850

7月21日（水）、8月25日（水）、9月15日（水）
17：30開演
7月22日（木・祝）、8月12日（木）、9月2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

川崎音楽愛好会
〜クラシック音楽を聴き、語り合う音楽の広場

8月28日（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／モーツァルト：歌劇
「魔笛」
序曲、
メンデルスゾーン：
「真夏の夜の夢」
序曲・劇付随音楽
（抜粋）
、
ドボルザーク：
交響曲第6番
出演／指揮：森口真司
料金／全席指定 2,000円
問合せ／FAF管弦楽団チケット窓口
☎090-2472-8900

ミューザ川崎

第18回 亀井恵 Bossa Marimba コンサート
9月15日
（水） 13：00開場 13：30開演

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

FAF管弦楽団 第60回定期演奏会

ⓒT.Tairadate

www.ongakunomachi.jp ̶

定期演奏会第371回

9月11日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ピアノ協奏曲第2番、
ベートーヴェン：
交響曲第7番
出演／指揮：カーチュン・ウォン、
ピアノ:三浦謙司
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席4,50 0 円、B席
3,000円、シニア（70歳以上）各席10%引き
＊当日 券 販 売 が あ る 時 に 限り2 5 歳 以 下（ユース）は
1,000円
（席は選べません）
問合せ／神奈川フィル事務局
☎045-226-5045
（平日11時〜16時）

出演／指揮：渡邊一正、
ヴァイオリン：吉村妃鞠

7月31日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／スメタナ：連作交響詩「我が祖国」
出演／指揮：高関健
料金／全 席 指定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額

真夏のバッハⅥ
大木麻理パイプオルガン・リサイタル

曲 目 ／ウェーバー：歌 劇「 オベ ロ ン 」か ら 序 曲 、
ヴォーン・ウィリアムズ：
「グリーンスリーヴス」に
よる幻想曲、ニコライ：歌 劇「ウィンザーの陽 気な
女房たち」から 序曲、べートーヴェン：劇音楽「エグ
モント」
（全曲）
出演／指揮：下野竜也、
語り：宮本益光(エグモント)、
ソプラノ：石橋栄実
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

東京ニューシティ管弦楽団

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

8月1日（日） プ 16：00開場

神奈川フィル

イッツ・ア・ピアノワールド

7月26日（月） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／リスト：交響詩
「前奏曲
（レ・プレリュード）
」
、
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額

̶
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曲目／シューベルト：交響曲第4番「悲劇的」、プロ
コフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、
古典交響曲
出演／指揮：井上道義、ヴァイオリン：神尾真由子
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額
※当初の発表より変更になりました。

東京都交響楽団

曲目／Water is wide、Tears〜ベートーヴェン
《 悲 愴 》か ら 、I s l a n d 、TA M AY U R A 〜 玉 響 、
Bolero(ラヴェル) 他
出演／ギター：渡辺香津美、
フルート：荒川洋、
ベース：
コモブ チキ イチロウ、フラメンコ・ギ ター：沖 仁
ヴォーカル：SHANTI
料金／全席指定 4,000円、
U25席1,500円
プ ……プレトーク

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

第254回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
7月29日
（木） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：加藤文夫
第255回例会
＜クラシック・ライヴ＃22〜今が旬のヴァイオリニスト
を聴く＞
8月27日
（金） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森紀
会場／高津市民館 視聴覚室
各回料金／資料代500円 ＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局 ☎044-977-3378

☎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。

問合せ 「音楽のまち・かわさき」
推進協議会

かわさきミュートンと一緒に!!

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。

ミュートンと行く♪川崎能楽堂探検!!

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター

☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※未就学児入場不可

☎044-544-9641

川崎能楽堂を
「音楽のまち・かわさき」
のキャラクター
「かわさきミュートン」
が探検！伝統芸能の
「能」
や
「狂言」
について紹介し、
普段では見ることのできない
舞台裏も見られます。
夏休みの自由研究にいかがですか？

＊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。
＊必ず事前にお申し込みください。

◇音楽療法講座
第1回「J-popに学ぶ「指針」ー歌詞に潜む
精神性を読み解くー」

7月18日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
（受付1F）
出演／講師：二俣泉
料金／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イベントページより
要事前申込。

動画はこちらから
問合せ

川崎市文化財団

親子マスク ミュートン＆しまうま

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第99回
7月20日（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：大塚雄太 他
第100回 8月24日（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：中村靖 他
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 1回券1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
（当日直接会場まで）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学オペラ公演2021プレ講座
≪コジ・ファン・トゥッテ≫の原作をめぐって

7月25日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
（受付1F）
出演／講師：森田学
＊演奏はありません。
料金／一般1,000円 ＊小〜高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトイベントページより
要事前申込。

藤原歌劇団Quattro Aria
サマーコンサート2021

8月21日
（土） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F ラ・サーラ・スカラ
曲目／A .ララ：グラナダ、E.デ クル ティス：忘れな 草、
J.ラカジェ：アマポーラ、
S.デスピート：アネマ・エ・コーレ、
E.デ クルティス：泣かないお前、
L.ダッラ：カルーソー 他
出演／出演：藤 原 歌 劇団Quattro Aria（笹岡慎一郎、
黄木透、和下田大典、大塚雄太）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,000円、
学生1,000円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105
未 …未就学児入場可

☎044-272-7366

子ども用/大人用：各800円(税込)
親子セット(各１枚・ミュートンシール)：1,600円(税込)

大人用

子ども用

かわさききたテラス（JR川崎駅
北口通路）
「
、音楽のまち・かわさき
推進協議会」
事務所、
協議会ホーム
ページにて販売中♪
問合せ 「音楽のまち・かわさき」
推進協議会

詳細はこちら

☎044-544-9641

7・8月号の情報は6月18日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回9月10日発刊号は、9月11日から11月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（7月16日締め切り）※掲載無料

＊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。

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

www.ongakunomachi.jp ̶

̶
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★MUZAランチタイムコンサート

東京交響楽団 弦楽四重奏
二人の天才ヴォルフガングの物語
7月13日（火） 12：10開演
曲目／コルンゴルト：弦楽四重奏曲第2番、
モーツァルト：
「ドン・ジョヴァンニ」
序曲
出演／東京交響楽団 弦楽四重奏（ヴァイオリン：中村
楓子、鈴木浩司、
ヴィオラ：多井千洋、
チェロ：蟹江慶行）
ヴァイオリンとハープが織りなす51絃の調べ
≪夏休み特別企画！4歳から入場OK≫
8月24日（火） 12：10開演
曲目／ジョプリン：ジ・エンターテイナー、加 藤 昌 則：
ケルトスピリッツ、
ピアソラ：タンゴの歴史より 他
出演／ヴァイオリン：奥村愛、
ハープ：山宮るり子
オルガンデュオ 木星がもたらすもの
〜快楽・夢と神秘の世界〜
9月10日（金） 12：10開演
曲目／ホルスト
（河野和雄編）
：組曲
『惑星』
より
「木星」他
出演／オルガン：三原麻里、
原田真侑
各回料金／全席指定 500円

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
2021《オリジナル名曲＆シネマ珠玉選》

村治佳織 ギター・リサイタル
7月17日（土） 13：30開演
曲目／〈オリジ ナル 名 曲 選〉タレ ガ：アルハ ン ブラ の
思い出、ブリテン：ノクターナル op.70より、
〈 シネマ
珠 玉 選 〉マ ン シ ーニ：
『 ティファニーで 朝 食 を 』か ら
ムーン・リバー、マイヤ ーズ：
『禁じら れ た 遊 び』から
愛 の ロ マ ンス、レスピー ギ：
『ディア・ハ ンター』から
カヴァティーナ 他
阪田知樹ピアノ・リサイタル 特別公演
7月17日（土） 18：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第15番「田園」、
ベート ーヴェン（リスト 編）
：アデライーデ（第 3 稿）、
リスト：ピアノ・ソナタ ロ短調 他
宮田大＆大萩康司 デュオ・リサイタル
《Travelogue》
9月5日
（日） 13：30開演
曲目／サティ：ジュ・トゥ・ヴ、ニャタリ：チェロとギター
のためのソナタ、ヴォーン・ウィリアムズ：揚げひばり、
ピアソラ：タンティ・アンニ・プリマ、ブエノスアイレス
の冬、
ブエノスアイレスの夏 他
出演／チェロ：宮田大、
ギター：大萩康司
各料金／全席指定 5,000円、舞台後方席3,000円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

東京交響楽団 川崎定期演奏会 第81回

7月18日（日） 14：0０開演
曲目／R . シュトラ ウ ス：交 響 詩「 ド ン・キ ホ ー テ 」、
シベリウス：交響曲第5番
出 演 ／指 揮：ジョナ サン・ノット、チェロ：伊 藤 文 嗣、
ヴィオラ：青木篤子
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
託
☎044-520-1511

東京交響楽団オープニングコンサート
7月22日
（木・祝） プ 14：00開場

15：00開演

ⓒK.Miura

曲目／ラヴェル
（マリウス・コンスタン編）
：夜のガス
パール
（管弦楽版）
、
ヴァレーズ：アルカナ、
ラヴェル：
ピアノ協奏曲、
ガーシュウィン：パリのアメリカ人 他
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ピアノ：萩原麻未
料金／全席指定 S席6,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

須川展也＆中野翔太デュオ・コンサート
7月23日（金・祝） 14：15開場

15：00開演

読売日本交響楽団

7月27日（火） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／チャイコフスキー：交響曲第2番
「小ロシア」
、
ラフマニノフ：交響曲第2番
出演／指揮：鈴木雅明
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額
※当初の発表より変更になりました。

ⓒTakashi Fujimoto

曲目／＜オール・J.S.バッハ・プログラム＞前奏曲と
フーガ ハ 長調、イタリア協 奏 曲（C.クロンプ 編）、
カンツォーナ ニ短調、トッカータとフーガ ホ長調、
カン タ ー タ「 満 ち た れ る 安 ら い 、う れし き 魂 の
悦びよ」、管弦楽組曲第3番から アリア
（S.カルク=
エラート編）、半音階的幻想曲とフーガ ニ短調（M.
レーガー編）他
出演／パイプオルガン：大木麻理、
カウンターテナー：
村松稔之、オーボエ・ダモーレ：佐竹真登、ヴァイオ
リン：髙橋奈緒、
鈴木崇洋、
ヴィオラ：吉田篤、
チェロ：
武澤秀平、チェンバロ：廣澤麻美
料金／全席指定 2,500円、U25席1,000円

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
N響室内合奏団

7月28日（水） プ 14：00開場

15：00開演

8月3日（火） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／ドヴォルザーク：序曲「謝肉祭」、シューマン：
ヴァイオリン協奏曲、
ドヴォルザーク：交響曲第8番
出演／指揮：鈴木秀美、ヴァイオリン：郷古廉
料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、
B席
2,000円、U25席各席半額

京都市交響楽団

曲目／ビゼー
（朝川朋之編）
：花の歌
（歌劇
「カルメン」
から）
、
ボルヌ：カルメン幻想曲、
J.S.バッハ
（須川展也
編）
：ガヴォット・エン・ロンドー
（無伴奏ヴァイオリン
のためのパルティータ 第3番から）
、
ガーシュウィン
（伊藤康英編）
：サマータイム、
ガーシュウィン
（長生淳
編）
：ラプソディー・イン・ブルー 他
出演／サクソフォン：須川展也、ピアノ：中野翔太
料金／全席指定 一般2,000円、
U25席1,000円
※当初の発表より変更になりました。

サマーナイト・ジャズ
渡辺香津美KW50「トワイライト・ジャム」
7月24日
（土） コ 16：00開場

17：00開演

8月4日（水） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ブラームス：ヴァイオリンとチェロのための
二重協奏曲、
ベートーヴェン：交響曲第3番
「英雄」
出演／指揮：広上淳一、
ヴァイオリン：黒川侑、
チェロ：
佐藤晴真
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、U25席各席半額
曲目／喜歌劇「ジプシー男爵」から、宝石のワルツ
（ウェーベルン編）、酒、女、歌（ベルク編）、マーラー
（K.ジモン編）
：交響曲第4番（室内楽版）他
出演／ヴァイオリン：篠崎史紀、
ソプラノ：盛田麻央、
ピアノ：入江一雄、
ハーモニウム：山口綾規、
フルート：
甲斐雅之、オーボエ：池田昭子、クラリネット：松本
健 司、ファゴット：水 谷上 総、ホ ルン：今 井 仁 志、
打楽器：植松透、打楽器：竹島悟史、ヴァイオリン：
白 井 篤、ヴィオラ：中 村 翔 太 郎、チェロ：市 寛也、
コントラバス：西山真二
料金／全 席 指 定 S席4,000円、A 席3,000円、
B席2,000円、
U25席各席半額

洗足学園音楽大学

7月30日（金） 17：30開場 18：30開演
曲目／グラズノフ：バレエ音楽「ライモンダ」から、
ボロディン：歌劇「イーゴリ公」から、ドリーブ：バレ
エ音楽
「コッペリア」
から
出演 ／指 揮：秋山和慶、バレエ：谷桃子バレエ団、
東京シティ・バレエ団、牧阿佐美バレヱ団、洗足学
園音楽 大学バレエコース学生、管 弦楽：洗 足学園
ニューフィルハーモニック管弦楽団
料金／全席指定 S席1,200円、
A席800円

コ ……プレコンサート

＊U25席 小学生以上25歳以下・要会場にて
身分証呈示

出演／指揮：三原明人、管弦楽：川崎市民オーケストラ
2021（幹事オケ：川崎市民交響楽団）、ピアノ：東誠三
料金／A席1,500円、
B席1,000円
問合せ／川響お客様専用ダイヤル
☎080-1275-1056（18時〜21時）

オーケストラ・アンサンブル金沢
7月25日
（日） プ 14：00開場

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

15：00開演

ミュートンチャンネル

検索

17：00開演

※料金について表記のないものは無料です

昭和音楽大学

会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
東京交響楽団

8月8日（日・祝） 14：15開場 15：00開演
曲目／ベートーヴェン：
「コリオラン」序曲、交響曲
第8番、
ストラヴィンスキー：サーカス・ポルカ、
花火、
バレエ音楽「火の鳥」組曲（1919年版）
出演／指揮：山下一史
料金／全席指定 1,000円

8月1日（日）16：15開場

17：00開演

曲目／シューベルト：交響曲第7番
「未完成」
、
チャイ
コフスキー：交響曲第6番
「悲愴」
出演／指揮：秋山和慶
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
8月8日（日・祝） 17：00開演
曲目／＜オール・チャイコフスキー・プログラム＞

東京交響楽団フィナーレコンサート
8月9日（月・振） プ 14：00開場

15：00開演

歌 劇「エフゲニー・オネーギン」から ポロネーズ、

千住真理子フェスティヴァル
〜リサイタルで巡る 春夏秋冬 〜
Vol.３《秋》フランク：ソナタ

9月15日（水） 13：30開演
曲目／アメイジング・グレイス、
ショパン：夜想曲第2番、
夜想曲第20番
（遺作）
、
別れの曲、
フランク：ヴァイオリン･
ソナタ イ長調、
岡野貞一
（山下康介編）
:もみじ、
滝廉太郎
（千住明編）
：荒城の月、
ドビュッシー：月の光 他
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：山洞智
料金／全席指定 一般4,800円、
舞台後方席2,500円
問合せ／神奈川芸術協会 ☎045-453-5080

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

ヴァイオリン協奏 曲、バレエ音楽「白鳥 の湖」から
序奏・ワルツ・4羽の白鳥・チャールダーシュ（ハン
ガリーの踊り）、バレエ音楽「眠りの森の美女」から
パノラマ・アダージョ、
バレエ音楽
「くるみ割り人形」
から 花のワルツ・パ・ド・ドゥ・タランテラ・金平糖の

▲ウィズ・ミューズシリーズ

第16回 O'Jizo ケルトミュージックコンサート
7月13日
（火） 13：00開場 13：30開演

踊り・コーダ・フィナーレ・アポテオーズ
各回料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、

8月5日（木） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／バルトーク：ピアノ協奏曲第3番、マーラー：
交響曲第5番
出演／指揮：飯森範親、ピアノ：金子三勇士
料金／全席指定 S席4,000円、
A席3,000円、
B席
2,000円、
U25席各席半額

B席2,000円、U25席各席半額

★モーツァルト・マチネ

ⓒGeoff L Johnson

東京フィルハーモニー交響楽団

8月6日（金） プ 18：00開場 19：00開演
曲目／ヴェルディ：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」
から 序曲、
レスピーギ：組曲
「シバの女王ベルキス」
、
ニーノ・ロータ：ハープ協奏曲、レスピーギ：交響詩
「ローマの松」
出演／指揮：アンドレア・バッティストーニ、ハープ：
吉野直子
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

15：00開演

ⓒNaoya Yamaguchi

第46回

8月22日
（日） 10：30開場 11：00開演
曲 目／＜ オ ー ル・モ ー ツ ァルト・プ ロ グ ラム ＞ 歌 劇
『フィガロの 結 婚』序 曲、ホルン 協 奏 曲 第 3 番、ホルン
協奏曲第1番、
交響曲第35番
「ハフナー」
出演／指揮：鈴木優人、ホルン：福川伸陽、管弦楽：東京
交響楽団
料金／全席指定 4,000円、
U25席1,500円

TBSK管弦楽団 第12回定期演奏会

8月22日
（日） 17：15開場 18：00開演
曲目／ストラヴィンスキー：バレエ組曲「プルチネルラ」
（1949年版）
、
ラフマニノフ：交響的舞曲、
プロコフィエフ：
交響曲第5番
問合せ／TBSK管弦楽団 (岸本) ☎080-3497-7895

日本フィルハーモニー交響楽団
8月7日（土） プ 14：00開場

7月23日
（金・祝） 10：15開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：キラキラ星変奏曲
（
「ああ、
お母
さん聞いて」による12の変奏曲）、バターつきパン、
田中カレン：ラム酒の樽、
淋しい料理人、
黒のタートル
ネック、笛吹きと縄 文土器（こどものためのピアノ
小品集
「愛は風にのって」
より）
、
ショパン
（リスト編）
：
乙女の願い、
春
（
「6つのポーランドの歌」
より）
、
グリン
カ（バラキレフ編）
：ひばり、リスト：バラード第2番
出演／ピアノ：仲道祐子
料金／大人1,500円、
こども
（4歳〜中学生）
500円
※当初の発表より変更になりました。
未
※途中休憩なし、1時間プログラム

曲目／ヴェルディ：歌劇
「アイーダ」
から 凱旋行進曲
とバレエ音楽、かわさき＝ドレイク・ミュージック
アンサンブル：即興演奏〜アイーダによる
（世界初演）
、
アダムズ：アブソルート・ジェスト、吉松隆：交響曲
第2番
「地球にて」
出演／指揮：原田慶太楼
（東京交響楽団 正指揮者）
、
弦楽四重奏：カルテット・アマービレ
（ヴァイオリン：
篠原悠那、
北田千尋、
ヴィオラ：中恵菜、
チェロ：笹沼
樹）、かわさき＝ドレイク・ミュージック アンサン
ブルプロジェクト参加者
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

曲目／映画『タイタニック』より、Murphy's Hornpipe、
無印良品BGM、
ロンドンデリーの歌
（アイルランド民謡）
出演／O'Jizo（アイリッシュフルート・ホイッスル：豊田
耕三、ギター・バンジョー・マンドリン：長尾晃司、アコー
ディオン・ブズーキ：中村大史）
第17回 Trombone Quartet 虎徹
Kotetsu トロンボーンコンサート
8月18日
（水） 13：00開場 13：30開演

市民交響楽祭2021

8月29日（日） 14：00開演
曲目／ロッシーニ：セミラーミデ序 曲、ラフマニノフ：
ピアノコンチェルト2番、
ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）
：
展覧会の絵
託 …託児あり

未

…未就学児入場可

曲目／見岳章・秋元康：川の流れのように、A.C.レノン＆
マッカートニー：ビートルズメドレー、ふるさとのうた
（童謡、
唱歌）
出演／Trombone Quartet 虎徹 Kotetsu
（覚張俊介、
竹内優彦、飯田智彦、太田涼平）

www.ongakunomachi.jp ̶
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9月11日
（土） 10：00開場 10：00開演
会場／Caf'e ゆい〜と
（小田急線読売ランド駅前）
出演／鍵盤ハーモニカ：日比野綾子
問合せ／AYAケンハモスクール
（日比野）
☎044-944-9349

〈6〉

お知らせ

大人の鍵盤ハーモニカ

洗 足 学 園 音 楽 大 学

新型コロナウイルスのワクチン接種会場に市民館などが使用
されています。
そのために貸館停止となっている施設を除く、川崎市内で音楽
演奏ができる貸施設一覧をホームページで公開中です。
ご活用ください。

詳細はこちら

問合せ／洗足学園音楽大学

曲目／A.C.ジョビン：イパネマの娘、
モリコーネ：愛のテーマ
〜
「ニュー・シネマ・パラダイス」
より〜、
亀井恵：虹のゆくえ
出演／マリンバ：亀井恵、
ピアノ・オルガン：今井亮太郎
会場／アクトスタジオ
料金／全席自由 一般1,000円、
18歳以下600円
＊プログラムは変更になる場合がございます。

公 開 講 座
日本女子大学生涯学習センター公開講座

名画が語る音楽
パリ、ロンドン アール・ヌーヴォーとエキゾティズム
7月12日（月） 13：15開場 13：30開演
フォーレのレクイエム 世紀末のキリスト教芸術
7月26日（月） 13：15開場 13：30開演
内容／19世紀後半の美術と音楽を、
絵画とともに。
新しい
芸 術（アール・ヌーヴォー）の時代の名画（美術）が語る
音楽の物語をひもといて、
その音楽に耳を傾ける。
出演／講師：伊藤里麻子
（美術史家）
料金／全席自由 2,500円
＊Zoomによるオンラインでも受講可
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター
☎044-952-6961

映像オペラを楽しむ会

【チャイコフスキー：イオランタ】 ７月例会
7月15日
（木） 13：10開場 13：30開演
【ビゼー：真珠採り】 8月例会
8月26日
（木） 13：10開場 13：30開演
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
（全12回）
5,000円、
1回500円
問合せ／
「映像オペラを楽しむ会」
事務局
（山本）
☎03-3621-4850

7月21日（水）、8月25日（水）、9月15日（水）
17：30開演
7月22日（木・祝）、8月12日（木）、9月2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

川崎音楽愛好会
〜クラシック音楽を聴き、語り合う音楽の広場

8月28日（土） 12：30開場 13：30開演
曲目／モーツァルト：歌劇
「魔笛」
序曲、
メンデルスゾーン：
「真夏の夜の夢」
序曲・劇付随音楽
（抜粋）
、
ドボルザーク：
交響曲第6番
出演／指揮：森口真司
料金／全席指定 2,000円
問合せ／FAF管弦楽団チケット窓口
☎090-2472-8900

ミューザ川崎

第18回 亀井恵 Bossa Marimba コンサート
9月15日
（水） 13：00開場 13：30開演

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

FAF管弦楽団 第60回定期演奏会

ⓒT.Tairadate

www.ongakunomachi.jp ̶

定期演奏会第371回

9月11日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ピアノ協奏曲第2番、
ベートーヴェン：
交響曲第7番
出演／指揮：カーチュン・ウォン、
ピアノ:三浦謙司
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席4,50 0 円、B席
3,000円、シニア（70歳以上）各席10%引き
＊当日 券 販 売 が あ る 時 に 限り2 5 歳 以 下（ユース）は
1,000円
（席は選べません）
問合せ／神奈川フィル事務局
☎045-226-5045
（平日11時〜16時）

出演／指揮：渡邊一正、
ヴァイオリン：吉村妃鞠

7月31日（土） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／スメタナ：連作交響詩「我が祖国」
出演／指揮：高関健
料金／全 席 指定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額

真夏のバッハⅥ
大木麻理パイプオルガン・リサイタル

曲 目 ／ウェーバー：歌 劇「 オベ ロ ン 」か ら 序 曲 、
ヴォーン・ウィリアムズ：
「グリーンスリーヴス」に
よる幻想曲、ニコライ：歌 劇「ウィンザーの陽 気な
女房たち」から 序曲、べートーヴェン：劇音楽「エグ
モント」
（全曲）
出演／指揮：下野竜也、
語り：宮本益光(エグモント)、
ソプラノ：石橋栄実
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額

東京ニューシティ管弦楽団

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

8月1日（日） プ 16：00開場

神奈川フィル

イッツ・ア・ピアノワールド

7月26日（月） プ 14：00開場 15：00開演
曲目／リスト：交響詩
「前奏曲
（レ・プレリュード）
」
、
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、
B席3,000円、
U25席各席半額

̶
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曲目／シューベルト：交響曲第4番「悲劇的」、プロ
コフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、
古典交響曲
出演／指揮：井上道義、ヴァイオリン：神尾真由子
料金／全席指定 S席5,000円、
A席4,000円、
B席
3,000円、
U25席各席半額
※当初の発表より変更になりました。

東京都交響楽団

曲目／Water is wide、Tears〜ベートーヴェン
《 悲 愴 》か ら 、I s l a n d 、TA M AY U R A 〜 玉 響 、
Bolero(ラヴェル) 他
出演／ギター：渡辺香津美、
フルート：荒川洋、
ベース：
コモブ チキ イチロウ、フラメンコ・ギ ター：沖 仁
ヴォーカル：SHANTI
料金／全席指定 4,000円、
U25席1,500円
プ ……プレトーク

www.ongakunomachi.jp ̶
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第254回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
7月29日
（木） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：加藤文夫
第255回例会
＜クラシック・ライヴ＃22〜今が旬のヴァイオリニスト
を聴く＞
8月27日
（金） 13：00開場 13：30開演
出演／お話：森紀
会場／高津市民館 視聴覚室
各回料金／資料代500円 ＊要予約
問合せ／川崎音楽愛好会事務局 ☎044-977-3378

☎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。

問合せ 「音楽のまち・かわさき」
推進協議会

かわさきミュートンと一緒に!!

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。

ミュートンと行く♪川崎能楽堂探検!!

昭 和 音 楽 大 学
◇は：問合せ／昭和音楽大学演奏センター

☎044-953-9899
（平日10時〜18時）
※未就学児入場不可

☎044-544-9641

川崎能楽堂を
「音楽のまち・かわさき」
のキャラクター
「かわさきミュートン」
が探検！伝統芸能の
「能」
や
「狂言」
について紹介し、
普段では見ることのできない
舞台裏も見られます。
夏休みの自由研究にいかがですか？

＊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。
＊必ず事前にお申し込みください。

◇音楽療法講座
第1回「J-popに学ぶ「指針」ー歌詞に潜む
精神性を読み解くー」

7月18日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
（受付1F）
出演／講師：二俣泉
料金／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イベントページより
要事前申込。

動画はこちらから
問合せ

川崎市文化財団

親子マスク ミュートン＆しまうま

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

第99回
7月20日（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：大塚雄太 他
第100回 8月24日（火） 13：15開場 14：00開演
出演／解説・バリトン：中村靖 他
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
料金／全席指定 1回券1,200円
＊初回の方のみ歌集代1,100円
（当日直接会場まで）
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105

◇昭和音楽大学オペラ公演2021プレ講座
≪コジ・ファン・トゥッテ≫の原作をめぐって

7月25日
（日） 13：30開場 14：00開講
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
（受付1F）
出演／講師：森田学
＊演奏はありません。
料金／一般1,000円 ＊小〜高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトイベントページより
要事前申込。

藤原歌劇団Quattro Aria
サマーコンサート2021

8月21日
（土） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 北校舎5F ラ・サーラ・スカラ
曲目／A .ララ：グラナダ、E.デ クル ティス：忘れな 草、
J.ラカジェ：アマポーラ、
S.デスピート：アネマ・エ・コーレ、
E.デ クルティス：泣かないお前、
L.ダッラ：カルーソー 他
出演／出演：藤 原 歌 劇団Quattro Aria（笹岡慎一郎、
黄木透、和下田大典、大塚雄太）、ピアノ：辻喜久栄
料金／全席指定 一般3,000円、
学生1,000円
問合せ／プレルーディオ ☎044-953-2105
未 …未就学児入場可

☎044-272-7366

子ども用/大人用：各800円(税込)
親子セット(各１枚・ミュートンシール)：1,600円(税込)

大人用

子ども用

かわさききたテラス（JR川崎駅
北口通路）
「
、音楽のまち・かわさき
推進協議会」
事務所、
協議会ホーム
ページにて販売中♪
問合せ 「音楽のまち・かわさき」
推進協議会

詳細はこちら

☎044-544-9641

7・8月号の情報は6月18日現在のものです。それ以降のもの、誌面の都合で掲載できなかったものは、ホームページでご確認ください。
次回9月10日発刊号は、9月11日から11月15日までの情報を掲載する予定ですので、情報をお寄せください！（7月16日締め切り）※掲載無料

＊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。

2021年度
文化庁文化芸術
創造拠点形成事業

www.ongakunomachi.jp ̶
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サマーミューザ

「音楽のまち・かわさき」からお届けする真夏の音楽祭「 夏音 」

東京交響楽団 ⓒN. Ikegami.

オーケストラ11団体+市内音楽大学2団体に加え、
こども
向け、ジャズなど、バラエティ豊かな全20公演。今年は「出張
サマーミューザ＠しんゆり」が復活！さらに昨年ご好評をいた
だいた映像配信なら、日本全国どこにいてもサマーミューザ
サマーミューザ

ご期待ください！
が楽しめます。川崎が 夏音に染まる19日間、
オンラインイメージ

詳細はフェスタサマーミューザ
ホームページにてご確認ください。

問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール ☎044-520-0200
第一部

いし
だ

能「玉葛」香川靖嗣
（撮影：安彦喜久三）

お

13 12

時
時

ゆき

よ

謀生種

狂言

あき

00 30

分開場
分開演

︻ほうじょうのたね︼

︻まつかぜ︼

石田 幸雄 ︵和泉流︶

とも えだ

第123回

松 風

仕舞

友枝 昭世 ︵喜多流︶

︻たまかずら︼

令和4年3月31日
（木）
までに実施されるもの。

お

期間

くに

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

なか むら

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

玉 葛

対象

能

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。

中村 邦生 ︵喜多流︶

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

川崎市定期能
2021年8月7日
（土）
入場料：各部 正面席 4,500円 脇正面・中正面席 4,000円（全席指定）
※脇正面・中正面席のみ選択可。25歳以下の方。
U25 3,000円 購入時に生年月日のわかる身分証明書をお持ちください。
第二部

の

16 15

時
時

かず のり

00 30

分開場
分開演

︻こぶうり︼

︻あこぎ︼

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

たか

じ

※先着順。
開催前の申請が必要。
予算の上限に達した時点で終了。

昆布売

せい

令和3年5月17日
（月）
〜令和４年2月28日
（月）

詳細な募集要項および応募方法等は川崎市文化財団
ホームページをご覧ください。
各区役所他でも配布中。

狂言

がわ

申請受付期間

高野 和憲 ︵和泉流︶

か

香川 靖嗣 ︵喜多流︶

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）

阿 漕

能

助成額

能「阿漕」香川靖嗣
（撮影：安彦喜久三）

●チケット発売中／川崎能楽堂電話・ホームページにて
（先着順）
＊ホームページからお申込いただく場合、
座席指定はできません。
＊新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。

チケット取扱･
お問合わせ

川崎能楽堂 TEL044−222−7995
川崎市川崎区日進町1-37(窓口・電話 9：00〜17：00 水曜定休日)

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

www.ongakunomachi.jp ̶
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「音楽で生きるエネルギーを 8/12は
さんの命日。
九
本
坂
坂本九 生誕80周年」
vol.3

川崎市で生まれた偉大な歌手、坂本九（1941-1985）。生誕80周年を迎える今年、九さんの業績をたたえ連載しています。

1985年8月12日に飛行機事故
により亡くなられた坂本九さん。九

かわさき区ビオラコンサート
〜坂本九さん追悼コンサート〜

さんの出身校である川崎小学校の
児童の出演で、平成17年から毎年
8月12日に追悼コンサートが行わ
れています。
九さんのヒット曲が演奏されるコ
ンサートに足を運びませんか？

8月12日
（木）
14:00開演

会 場／川崎ルフロン 1階イベントスペース
曲 目／幸せなら手をたたこう、
明日があるさ、
上を向いて歩こう、
涙くんさよなら、
ともだち、
見上げてごらん夜の星を
出 演／川崎市立川崎小学校児童、
川崎市消防音楽隊
問合せ／川崎区役所地域振興課 ☎044-201-3127

問合せ／川崎市市民文化振興室

フリーライブ
出演者募集

☎044-200-3725

ジャズアカデミー
受講者募集

かわさきジャズを一緒に盛り上げて
くださる出演者を募集します！
●公募フリーライブ会場

屋外等の街中ステージや、商業施設など。

今年も豪華講師を迎え、
トークや
実演付きレクチャーを開催します。
日時

10月1日
（金）
、
8日
（金）
、
15日
（金）
、
22日
（金）

会場

ミューザ川崎シンフォニーホール
市民交流室 他

各日13:30〜15:30

※日程などは8月1日からHPで公表します

●応募資格
年齢、プロ／アマ不問。SNS
の 投 稿・拡 散 や 、か わさき
ジャズオリジナルグッズの購
入、
PRなどかわさきジャズの
広報に協力してくださる方。

調整中
講師（決まり次第、
ホームページ上で発表します）

●申込方法 8月1日〜
ＨＰ
（ Q Rコード）から
フォームで申込み。
エン
トリーシート、
写真、
5分
程 度 の 映 像（ ま た は
音源）。
＊いただいた映像は、
かわさきジャズHPへ掲載する
可能性があります。

受講料

1講座：1,500円（各回定員50名予定）

申込
方法

ホームページの申込フォームまたはe-mailかハガキにて
①氏名 ②郵便番号と住所 ③電話番号 ④受講希望日
を明記し下記までお申し込みください。

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください

〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310
「かわさきジャズ2021 ジャズアカデミー」
係
e-mail：academy@kawasakijazz.jp
＊8月25日（水）必着。
選考結果は9月上旬
までにお知らせします。

●問合せ
かわさきジャズ実行委員会 公募フリーライブ運営担当
カワサキミュージックキャスト
（10時〜18時、木曜定休）
☎044-272-6636
〒211-0062 川崎市中原区小杉陣屋町2-13-20
Info@k-m-c.org

締め 8月25日（水）必着
切り 応募者多数の場合は抽選。抽選結果は9月上旬にお知らせいたします。
注意
事項

本講座は公開収録を行い、後日ダイジェストをインター
ネットで公開予定です。受講者が映りこむ場合がありま
すのでご了承の上、
ご応募ください。
かわさきジャズ実行委員会 事務局
（平日10:00〜17:00）

問い ☎044-223-8623
合わせ ＊テレワークを導入しておりますので、なるべく上記メールにてお問合せください。
かわさきジャズ

検 索

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

