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詳しいイベント情報は
検 索
音楽のまち

親子でエンジョイミュージック

※詳細は5ページに

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。

川崎区
銀座街バスカーライブ

毎週土曜・日曜・祝日 13：00開演
会場／川崎駅東口銀座街
問合せ／銀座街愛知ふとん店
（小林）
☎044-211-2251

かわさき人権フェア2021

11月23日（火・祝） ①13：10開演 ②15：00開演
会場／川崎アゼリア サンライト広場
出演／ストリートピアニスト
（後日発表）
問合せ／市民文化局人権・男女共同参画室
未
☎044-200-2359

※料金について表記のないものは無料です

第124回川崎市定期能

12月19日
（日） 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5ページに

ぴあにしも

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

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
11月17日
（水）
、
24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

かわさきジャズ2021
JAZZ 70+〜ジャズの神髄

11月11日
（木） 14：30開場 15：00開演
会場／ラゾーナ川崎 プラザソル
出演／ベース：鈴木良雄、ヴォーカル：伊藤君子、ピアノ：
山本剛
料金／全席指定 4,000円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623（平日10時〜17時）

夢こんさぁと

12月16日（木） 11：30開場 12：05開演
事前申込／11月20日（土）締切
会場／日吉合同庁舎 第2・3会議室
出演／Rapport Duo（フルート・ヴィオラ）
問合せ／幸区役所地域振興課 ☎044-556-6606 未

中 原 区
ランチタイム・ロビーコンサート

第106回 11月18日
（木） 12：00開場 12：10開演
曲目／サリーガーデンズ、広い河の岸辺、アベマリア、
エーデルワイス、
ふるさと 他
未 …未就学児入場可

※続きは2ページに

www.ongakunomachi.jp ̶

̶

〈2〉

出演／オカリナアンサンブルKuMu(講師：熊 谷 美 果)
第107回 12月9日
（木） 12：00開場 12：10開演
曲目／Let It Be、クリスマスメドレー、忘れないよ〜
はじまりの場所〜(オリジナル)、瞳はダイアモンド、あり
がとう
出演／ピアノ弾き語り：YOSHIE
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
（平日9時〜16時）

映像オペラを楽しむ会

11月例会
11月25日（木） 13：10開場 13：30開演
曲目／ヴェルディ：
「ドン・カルロ」
12月例会
12月16日（木） 13：10開場 13：30開演
曲目／フンパーディンク：
「ヘンデルとグレーテル」
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／事務局
（山本） ☎080-5083-2446

オトノワ2021Premium

11月27日
（土）
・28日
（日） 12：30開場 13：00開演
会場／中原平和公園 野外音楽堂
出 演 ／a - wave、イダセイコ、B I Z E N、revosso r c、
TAKERU、THE Ship、
大山裕 他多数
問合せ／ソールクリエイト ☎03-5795-1442 未

クリスマスサロンコンサート

12月19日（日） ①12：00開場 12：30開演
②14：45開場 15：00開演
会場／ホテル精養軒 2階
「飛翔」
曲目／クリスマスキャロルメドレー、おおシャンゼリゼ、
サン・トア・マミー、
アベ・ベルム・コルプス 他
出演／ソブラノ：新井ちほ、テノール：佐藤敦史、合唱団
「虹」他
各 料 金 ／全 席 自 由 (ケー キ・お 茶 つ き) 前 売 券 大 人
2,000円、
こども(中学生以下)1,500円、
当日券2,500円
問合せ／さえの会
（木村） ☎090-1818-0538 未

川崎マンドリン倶楽部 第79回定期演奏会

1月10日（月・祝） 13：30開場 14：00開演
事前申込／HPから要登録
会場／総合福祉センター
（エポックなかはら）
出演／倶楽部員約30名
（マンドリン、
マンドラ、マンドセロ、
ギター、
コントラバス 他）
問合せ／事務局
（田畑） ☎090-4492-0240

高 津 区
溝ノ口劇場

＊音楽公演情報はＨＰよりご確認ください。
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038
（11時〜20時）

おんまち・みぞのくちライブ

11月20日
（土）
、
12月18日
（土） 14：00開演予定
会場／ノクティ2 マルイ屋上
＊天候など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

多 摩 区
川崎市民オペラ ガラコンサート
〜やっぱりオペラはいいな〜

11月27日（土） 13：30開場 14：00開演
会場／多摩市民館
出演／ソプラノ：宍 戸美 法、田口由美、谷真 理 映、前田
多鶴、正岡美津子、米田佐和子、メゾソプラノ：吉岡恵、
アルト：神野朋子、テノール：浅 原孝夫、羽山 晃 生、バリ

トン：小林勉、
バス：境信博、
合唱：川崎市民オペラ合唱団、
ピアノ：岡崎渚紗、
小林真希、
小森美穂
料金／全席自由 前売3,000円、当日3,500円、大学生
以下1,000円、
小学生以下無料
問合せ／合唱団事務局 ☎090-9374-0316

チャリティNo.33ひとひらのあいコンサート

12月13日
（月） 13：15開場 14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／グレゴリオ聖歌：O Magnum Mysterium、荒城
の月、いのちの歌、天にはさかえ、O Holy Night、鈴木
憲夫：今を輝け かたわらに（委嘱曲）他
出演／指揮：片野秀俊、
ピアノ：井熊康子、
登戸混声合唱団
料金／全席指定 大人1,500円、
小学生500円
問合せ／登戸混声合唱団 ☎080-5097-2362

麻 生 区
山の音楽舎アートシアターinしんゆり2021
ベイビーシアター
うたのたね〜おんがくのはじまり〜inしんゆり

11月16日
（火）
午前の部(15ヶ月〜30ヶ月おやこ対象)
11：00開場・開演
午後の部
（0〜14ヶ月おやこ対象)
14：00開場・開演
料金／全席自由 親子ペア1,000円、
こども･大人追加500円
申込みフォームは
＊対象年齢児以外のこどもは入場不可。 こちらから
うた芝居ないたあかおに
11月23日
（火・祝） 14：00開場 14：15開演
料金／全席自由 こども(3才以上)・大人一律999円
会場／新百合トウェンティワンホール
問合せ／山の音楽舎 ☎044-951-2834

あさお芸術のまちコンサート〜For You〜

第150回 ユニヴァーサル
ホールコンサート
11月21日
（日） 12：30開場 13：30開演
会場／新百合トウェンティワンホール
ミニコンサート
11月21日
（日）
①12：30開演 ②12：55開演 ③14：40開演
会場／A会場：地下１階ロビー、
B会場：ホールホワイエ
あさおパラアート展
11月21日
（日） 12：30開場
会場／ホールホワイエ
＊詳細は6ページに
第151回 区内ホールコンサート
12月25日
（土）
①12：40開場 13：00開演
申込詳細は
こちらから
②14：10開場 14：30開演
事前申込／往復はがきで応募。
12月3日
（金）
消印有効。
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク、
近衛秀健編曲：クリスマスソング・コレクション 他
出演／木管五重奏：こもれびクインテット
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116

スターダンサーズ・バレエ団

くるみ割り人形 全2幕
11月27日
（土）
13：15開場 14：00開演
28日
（日） ①10：45開場 11：30開演
②15：15開場 16：00開演
バレエ
「ドラゴンクエスト」
全2幕
12月17日
（金） 18：15開場 19：00開演
18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
各料金／全席指定 SS席10,000円、
S席9,000円、
A席
6,000円、B席3,000円、C席1,000円、S席子ども
6,000円、
A席子ども4,000円、
B席子ども2,000円
問合せ／スターダンサーズ・バレエ団
☎ 03-3401-2293

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

̶

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。

かわさきジャズ2021
KW50渡辺香津美「KYLYNが来る」

11月13日
（土） 16：00開場 17：00開演
出演／ギター：渡辺香津美、ピアノ：大西順子（ゲスト）、
ギター：Rei（ゲスト）他
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席5,0 0 0 円、B席
4,000円、
U25席(B席のみ）2,000円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623（平日10時〜17時）

東京交響楽団 川崎定期演奏会

第83回 11月14日（日） 13：15開場 14：00開演
曲目／シマノフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第1番、
オルフ：
カルミナ・ブラーナ
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、
ヴァイオリン：ボム
ソリ、
ソプラノ：アリーナ・ヴンダーリン、
カウンターテナー：
彌 勒忠 史、バリトン：ビョルン・ビュルガー、コーラス：
新国立劇場合唱団、
児童合唱：東京少年少女合唱隊 託
第84回 12月5日（日） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ピアノ協奏曲 第2番、
ルトスワフスキ：
管弦楽のための協奏曲
出演／指 揮：ジョナ サン・ノット、ピ アノ：ニコラ・アン
ゲリッシュ
各料金／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（12/5のみ）
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
託
☎044-520-1511

DOTオペラ Verdi：AIDA

11月16日（火） 17：00開場 17：30開演
演目／ヴェルディ：歌劇
「アイーダ」
（全4幕、
セミ・ステージ
形式・オーケストラ小編成版、
字幕付き）
出演／指揮：佐藤 光、演出：山口将太 朗、アイーダ：百々
あずさ、ラダメス：村上敏明、アムネリス：鳥木弥生、アモ
ナズロ：高橋洋介、ランフィス：伊藤貴之、エジプト国王：
松 中 哲平、伝 令：所谷 直 生、巫 女：やまもとかよ、合 唱
指揮：辻博之、
合唱：Coro trionfo、
管弦楽：アイーダ凱旋
オーケストラ
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円
問合せ／ポニーミュージカルアカデミー
☎080-4420-4960

★MUZAランチタイムコンサート

パイプオルガン＆ソプラノ 〜イタリア音楽のひととき〜
11月18日
（木） 11：30開場 12：10開演
曲目／ヴィヴァル ディ（バッハ 編 曲）
：協 奏 曲 イ短 調、
ヴィヴァルディ：モテットRV631「天地の静けさ」より、
マスカーニ：アヴェ・マリア 他
出演／パイプオルガン：青田絹江、ソプラノ：高橋薫子
We Will Rock You! 〜往年のクィーンの名曲たち〜
12月13日（月） 11：30開場 12：10開演
曲目／We Will Rock You、Bohemian Rhapsody、
Somebody to Love 他
出演／安宅薫＆マティアス・ストリングス（ピアノ：安宅
薫、ヴァイオリン：齋藤真知亜、横島礼理、ヴィオラ：中村
洋乃理、チェロ：村井将）
各料金／全席指定 500円

★第12回音 楽 大学 オーケストラ・フェス
ティバル2021
11月23日（火・祝） 14：30開場 15：00開演
12月4日（土） 14：30開場 15：00開演
＊詳細は5ページに

※料金について表記のないものは無料です

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.４《冬》クロイツェル・ソナタ

11月26日
（金） 13：30開演
曲目／【オール・ベートーヴェン・プログラム】ヴァイオ
リン・ソナタ第4番、
第7番、
第8番、
第9番
「クロイツェル」
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：横山幸雄
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

荒谷俊治追悼 町田フィルハーモニー合唱団
第19回演奏会

11月28日（日） 12：50開場 13：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／髙田三郎：心の四季、
ヴェルディ：レクイエム
出演／指揮：辻秀幸、
ソプラノ: 田崎尚美、
メゾソプラノ：
中島郁子、テノール: 宮里直樹、バス・バリトン: 成田眞、
ピアノ：川 井 敬 子、管 弦 楽：エ ル デ・オペラ 管 弦 楽 団、
合唱: 町田フィルハーモニー合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席4,000円、A 席 3,000円、B席
2,000円
問合せ／合唱団事務局
（北原） ☎090-6521-6273

www.ongakunomachi.jp ̶
新国立劇場合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、
C席3,000円、
当日学生券
（25歳以下の学生）
1,000円 ＊要事前問合せ

★MUZA パイプオルガン
クリスマス・コンサート2021
ファンタスティック・パイプス 2

12月25日（土） 13：00開場 14：00開演
曲目／J.S.バッハ：クリスマス・オラトリオから 第10曲シン
フォニア、
讃美歌：もろびとこぞりて、
クリスマス・メドレー
（ウィンター・ワンダーランド〜赤鼻のトナカイ〜ジングル
ベル〜サンタが街にやってくる 他）
、
村井邦彦：虹と雪の
バラード、L.アームストロング：この素晴らしき世界 他
出演／パイプオルガン：山口綾規、
ヴォーカル：BREEZE
（小菅け いこ、田 村麻 由、中 村 マナブ、磯 貝 た か あき）
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生〜25歳）
1,500円

★MUZAジルベスターコンサート2021

11月28日（日） 18：15開場 19：00開演
曲目／ブラームス：大学祝典序曲、
交響曲第4番、
ドヴォル
ザーク：チェロ協奏曲 ロ短調
出演／指揮：田中健、チェロ：立野由奈
問合せ／オーケストラギフト 広報 ☎080-6040-5583

12月31日（金） 14：00開場 15：00開演
曲目／ショパン：ポロネーズ第6番（ピアノソロ）、アンダ
ンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ
（管弦楽版）
、
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ドヴォル
ザーク：チェロ協奏曲 ロ短調
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：牛田智大、ヴァイオリン：
吉村妃鞠、
チェロ：佐藤晴真、管弦楽：東京交響楽団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
5,000円、
C席4,000円、
U-25
（小学生〜25歳）
各席半額

★東響ミニコンサート in MUZAガレリア
第90回

読売日本交響楽団
熱狂のボレロ＆ ハープの貴公子 の共演

オーケストラギフト

第5回定期演奏会

12月9日（木） 11：45開場 12：15開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 歓喜の広場
出演／東京交響楽団メンバー
＊先着50名

★モーツァルト・マチネ 第47回

12月11日（土） 10：30開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための
協奏交響曲 変ホ長調、ハイドン：協奏交響曲 変ロ長調
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ヴァイオリン：グレブ・
ニキティン、
水谷晃、
ビオラ：西村眞紀、
チェロ：伊藤文嗣、
オーボエ：荒木奏美、
ファゴット：福士マリ子、
管弦楽：東京
交響楽団 他
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生〜25歳)
1,500円

日本フィルハーモニー交響楽団

第373回横浜定期演奏会＜第九特別演奏会2021＞
12月15日
（水） 18：00開場 19：00開演
曲目／J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調（パイプ
オルガン独奏）
、
ベートーヴェン：交響曲第9番
《合唱》他
出演／指揮：角田鋼亮、オルガン：花澤絢子、ソプラノ：
澤江衣里、
アルト：金子美香、
テノール：菅野敦、
バリトン：
青山貴、合唱：調整中
第九特別演奏会2021
12月28日（火） 18：00開場 19：00開演
曲目／J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調（パイプ
オルガン独奏）
、
ベートーヴェン：交響曲第9番
《合唱》 他
出演／指揮：小林研一郎（桂冠名誉指揮者）、オルガン：
石丸由佳、
ソプラノ：市原愛、
アルト：山下牧子、
テノール：
錦織健、バリトン：青山貴、
合唱：調整中
各料金／全席指定 S席9,000円、A席7,500円、B席
7,000円、C席6,000円
問合せ／日本フィル・サービスセンター
☎03-5378-5911

★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172回

12月18日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスター
ジンガー」第1幕 へ の前奏 曲、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：安井陽子、
メゾソプラノ：
清水華澄、テノール：宮里直樹、バリトン：加耒徹、合唱：

1月9日（日） 13：00開場 14：00開演
曲目／メユール：歌 劇「アンリ青 年 の 狩り」序 曲、ボ ワ
エ ル デュー：ハープ 協 奏 曲、マスネ：歌 劇「エスクラル
モンド」
組曲、ラヴェル：ボレロ
出演／指 揮：マリー・ジャコ、ハープ：グザヴィエ・ドゥ・
メストレ
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）

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

『夢と希望に向かって ! 』Ⅱ

11月16日（火） 13：30開場 14：00開演
出演／詩吟…構成吟、
恵聖、
歌：山本リンダ、
安藤ゆうじ、
松井夢二、高津川真紀 他
料金／指定席 S席（会場真中）5,000円、自由席（両端）
4,000円
問合せ／事務局 ☎080-6704-0595

川崎吹奏楽団 第50回定期演奏会
結成50周年記念『挑戦そして未来へ』

11月20日（土） 15：15開場 16：00開演
曲目／【第1部】スウェアリンジェン：英雄は我が傍らに、
リード：ヴィヴァ・ムジカ!、
ホルスト（ライト編曲）
：ムーア
サイド組曲、スパーク：カレイドスコープ
【第2部】ドラえもん、坂本九コレクション、アクアリウム
（水族館）、ツェッペリン伯爵行進曲
【フィナーレ】
チェザリーニ：アルプスの詩
出演／指揮：田中旭
＊先着300名（全席指定）
問合せ／総務（鶴田） ☎045-873-6695

▲ウィズ・ミューズシリーズ

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
第20回 遠TONE音 邦楽コンサート
11月21日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／道、宮城県 民謡：ひえつき節、山田耕筰：砂山
出演／尺八：三塚幸彦、
箏：小野美穂子、
ギター：曽山良一

̶
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第21回 瀬尾久仁＆加藤真一郎
クリスマス・ピアノ連弾コンサート
12月16日
（木） 13：00開場 13：30開演
曲目／リスト：クリスマス・ツリーより、ブラームス：ハン
ガリー舞曲集より
出演／ピアノ：瀬尾久仁、
加藤真一郎

11月14日
（日） 13：00開演
出演 ／トランペット：原 朋直、ピアノ：ユキ・アリマサ、
ベース：若井俊也、ドラムス：原大 力、洗 足学園音楽大
学ジャズコース学生有志
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623
（平日10時〜17時）

日本・ウルグアイ外交関係樹立100周年記念
ルベン・ラダ

公 開 講 座

11月25日（木） 14：00開場 15：00開演
曲目／マンゲイラの大地、
青い帽子の少女、
ランゴスⅡ、
ガルデルのためのカンドンベ 他
料金／全席指定 S席5,200円、
A席4,700円
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

定期演奏会第373回
11月27日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲、交響
曲第4番、
ブルッフ：スコットランド幻想曲 他
出演／指揮：沼尻竜典、
ヴァイオリン：木嶋真優
料金／全 席 指 定 S席6,000円、A 席4,500円、B席：
3,000円、
シニア
（70歳以上）
：各席種10％引
音楽劇による
「レ・ミゼラブル」
（ヴィクトル・ユゴー原作）
〜自由とは、
正義とは、愛とは〜
12月25日
（土） 16：15開場 17：00開演
曲目／「レ・ミゼラブル」より A hear t f ul of love
On my own One day more 「
、ジキル＆ハイド」
より
This is the moment 他
出演／指揮：川瀬賢太郎、
ソリスト：大山大輔
（ジャン・バル
ジャン）
、
青木エマ
（コゼット）
、
坂下忠弘
（マリウス）
、
高野
百 合 絵（ エ ポ ニーヌ ）、コ ー ラス：洗 足 学 園 音 楽 大 学
ミュージカルコース
料 金 ／全 席 指 定 S席 5,0 0 0 円、A 席 4,0 0 0 円、B席
3,000円、
シニア
（70歳以上）
：各席種10％引
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎045-226-5045
（平日 11時〜16時）

かわさき区ビオラコンサート
（坂本九さん生誕記念コンサート）

12月8日
（水） 12：10開演
事前申込／11月15日
（月）
より
（先着50名）
会場／アクトスタジオ
出演／川崎市消防音楽隊 カラーガード隊
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127

グラールウインドオーケストラ
ウインターコンサート VOL.20

12月18日（土） 13：20開場 14：00開演
曲目／第六の幸福をもたらす宿、
「 風の谷のナウシカ」
ハイライト、鬼滅の刃メドレー 他
問合せ／演奏 会事務局 ☎070-2831-6167（平日
20時以降）

第1回かわさきピアノコンクール

12月19日（日） 開場・開演時間未定
問合せ／かわさきピアノコンクール運営委員会
☎ 090-6164-0606

▲ジルベスター

バレエ

シンデレラ

12月31日（金） 13：00開場 14：00開演
料 金 ／全 席 指 定 S席 8,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、
こども
（4歳〜中学生まで）
：各席種半額
※市民こども無料ご招待募集します。対象：4歳以上〜
中学生まで600名（抽選）。申込：往復ハガキまたは
HPより。
詳細はHPまで。

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

11月11日（木）、25日（木）、12月2日（木）、9日（木）、
16日（木）、1月13日（木） 19：00開演
11月24日（水）、12月8日（水）、15日（水）、
1月12日（水） 17：30開演
会場／中原市民館 会議室
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

第255回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
11月29日
（月） 13：00開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第１番、
ブラームス：
大学祝典序曲、
ブルックナー：交響曲第７番
出演／お話:加藤文夫
第256回例会
＜＃22〜今が旬のヴァイオリニストを聴く＞
12月24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

オペラを楽しむ

ロッシーニ作曲<セビリャの理髪師>
11月25日、
12月9日、
23日、
1月13日、
27日 全木曜日
9：55開場 10：10開演
出演／小原伸一
料金／全席自由 12,500円
（全5回）
名画が語る音楽 ベル・エポックから20世紀
サロンから生まれた音楽と美術
サティ〜ベル・エポックのカフェとサロン
12月6日
（月） 13：15開場 13：30開演
料金／全席自由 2,500円
＊Zoomによるオンライン受講可
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター西生田
☎044-952-6961

大人の鍵盤ハーモニカ体験会

11月30日
（火） 10：00開演
会場／ダイニングパスタ
『マシュカ』
（南武線 稲田堤駅、
京王線 京王稲田堤駅下車）
出演／日比野綾子
問合せ／AYA ケンハモスクール ☎044-944-9349

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。

www.ongakunomachi.jp ̶

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
＊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。

◇音大で学ぶ!!コンピュータ音楽講座

「①音楽・楽譜制作講座」
11月14日
（日） 13：30開講
「②デジタル作編曲講座」
11月20日
（土） 13：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎4F C411教室
講師／大谷安宏
各料金／一般4,000円、
高校生以下3,000円
＊各回定員15名
（7名以上で開講）
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇2時間で学ぶ作曲家2021
〜ブラームスとドヴォルジャーク〜

第3回 ドヴォルジャーク第1章
『チェコの音楽家からヨーロッパの音楽家へ』
11月20日
（土） 14：00開場 14：30開講
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
第4回 ドヴォルジャーク第2章
『国際的な名声に包まれて』
【演奏付／ヴァイオリン】
12月11日
（土） 14：00開場 14：30開講
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
＊小〜高校生無料
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇音楽療法講座
第2回
『歌に生き、
歌で生き
ー発声、
呼吸、
嚥下機能と音楽療法ー』

11月21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
講師／羽石英里
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
＊小〜高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇昭和音楽大学歌曲研究所
イタリア語唱法研究部会
「イタリアルネッサンス・初期バロックの声楽作品」
11月22日
（月） 18：00開場 18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
講師／カウンターテナー：上杉清仁
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇昭和音楽大学管弦楽団 第40回定期演奏会

11月23日
（火・祝） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／モーツァルト：交響曲第35番《ハフナー》、マー
ラー：交響曲 第1番
出演／指揮：時任康文
料金／全 席 指 定 S席2,000円、A 席1,500円、学生
（A席のみ）
1,000円
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◇昭和ウインド・シンフォニー
第22回定期演奏会

12月5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／J.デイヴ：交 響 曲 第1番「悪 魔 の 聖 書」 他 全 曲
日本初演
出演／指揮：福本信太郎
料金／全席指定 一般1,800円、
学生1,000円

藤原歌劇団Quattro Aria
クリスマスコンサート2021

12月5日
（日） 14：00開場 14：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
出演／テノール：笹岡慎一郎、黄木透、バリトン：和下田
大典、
大塚雄大
料金／全席指定 一般3,500円、
学生1,000円
問合せ／プレルーディオ
☎044-953-2105

音楽芸術運営学科 アートマネジメントコース
企画制作演習公演 Vol.2
「Cinema Jazzージャズピアノでたどる、
名作
の数々ー」

12月9日
（木） 17：30開場 18：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
出演／ピアノ：秋田慎治、ベース：安ヵ川大樹、ドラム：
海野俊輔、
ヴォーカル：akiko
料金／全席指定 一般3,000円、
学生1,500円
問合せ／アートマネジメントコース企画制作室
☎044-959-5121
（平日10時〜17時）

◇第46回メサイア

12月11日
（土） 14：15開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：時任康文、
ソプラノ：米田七海、
アルト：菊池
未来、
テノール：西山広大、
バス：田中大揮、
管弦楽：昭和
音楽大学管弦楽団、
合唱：昭和音楽大学合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席2,700円、A 席2,200円、B席
1,700円、
学生
（B席のみ）
1,000円
＊公演時間を2時間に短縮して開催

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
第九演奏会

12月29日
（水） 14：00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／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付」他
出演／指揮：星出豊、ソプラノ：廣田美穂、アルト：北薗
彩佳、テノール：井出司、バス：市川宥一郎
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、B席
3,000円、
学生
（B席のみ）
1,500円

文化芸術活動応援事業
（会場使用料等助成）

期

間／令和4年3月31日
（木）
までに実施される

もの（要事前申請）。
助成額／施設使用料及び付帯設備使用料の合計
（実費）
の2分の1の額
（上限あり）
申請受付期間／令和4年2月28日（月）まで
※先着順。
予算の上限に達した時点で終了。
問合せ／川崎市文化財団
☎044-544-9641
詳細は左記のQRコードより

動 画 配 信
かわさきジャズ2021
Senzoku Jazz Heritage Vol.3
“Never Stop The Music
託 …託児あり

未

…未就学児入場可

11・12月号の情報は10月22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1月10日発刊号は、2022年1月11日から3月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！
（11月12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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出演／オカリナアンサンブルKuMu(講師：熊 谷 美 果)
第107回 12月9日
（木） 12：00開場 12：10開演
曲目／Let It Be、クリスマスメドレー、忘れないよ〜
はじまりの場所〜(オリジナル)、瞳はダイアモンド、あり
がとう
出演／ピアノ弾き語り：YOSHIE
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
（平日9時〜16時）

映像オペラを楽しむ会

11月例会
11月25日（木） 13：10開場 13：30開演
曲目／ヴェルディ：
「ドン・カルロ」
12月例会
12月16日（木） 13：10開場 13：30開演
曲目／フンパーディンク：
「ヘンデルとグレーテル」
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／事務局
（山本） ☎080-5083-2446

オトノワ2021Premium

11月27日
（土）
・28日
（日） 12：30開場 13：00開演
会場／中原平和公園 野外音楽堂
出 演 ／a - wave、イダセイコ、B I Z E N、revosso r c、
TAKERU、THE Ship、
大山裕 他多数
問合せ／ソールクリエイト ☎03-5795-1442 未

クリスマスサロンコンサート

12月19日（日） ①12：00開場 12：30開演
②14：45開場 15：00開演
会場／ホテル精養軒 2階
「飛翔」
曲目／クリスマスキャロルメドレー、おおシャンゼリゼ、
サン・トア・マミー、
アベ・ベルム・コルプス 他
出演／ソブラノ：新井ちほ、テノール：佐藤敦史、合唱団
「虹」他
各 料 金 ／全 席 自 由 (ケー キ・お 茶 つ き) 前 売 券 大 人
2,000円、
こども(中学生以下)1,500円、
当日券2,500円
問合せ／さえの会
（木村） ☎090-1818-0538 未

川崎マンドリン倶楽部 第79回定期演奏会

1月10日（月・祝） 13：30開場 14：00開演
事前申込／HPから要登録
会場／総合福祉センター
（エポックなかはら）
出演／倶楽部員約30名
（マンドリン、
マンドラ、マンドセロ、
ギター、
コントラバス 他）
問合せ／事務局
（田畑） ☎090-4492-0240

高 津 区
溝ノ口劇場

＊音楽公演情報はＨＰよりご確認ください。
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038
（11時〜20時）

おんまち・みぞのくちライブ

11月20日
（土）
、
12月18日
（土） 14：00開演予定
会場／ノクティ2 マルイ屋上
＊天候など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

多 摩 区
川崎市民オペラ ガラコンサート
〜やっぱりオペラはいいな〜

11月27日（土） 13：30開場 14：00開演
会場／多摩市民館
出演／ソプラノ：宍 戸美 法、田口由美、谷真 理 映、前田
多鶴、正岡美津子、米田佐和子、メゾソプラノ：吉岡恵、
アルト：神野朋子、テノール：浅 原孝夫、羽山 晃 生、バリ

トン：小林勉、
バス：境信博、
合唱：川崎市民オペラ合唱団、
ピアノ：岡崎渚紗、
小林真希、
小森美穂
料金／全席自由 前売3,000円、当日3,500円、大学生
以下1,000円、
小学生以下無料
問合せ／合唱団事務局 ☎090-9374-0316

チャリティNo.33ひとひらのあいコンサート

12月13日
（月） 13：15開場 14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／グレゴリオ聖歌：O Magnum Mysterium、荒城
の月、いのちの歌、天にはさかえ、O Holy Night、鈴木
憲夫：今を輝け かたわらに（委嘱曲）他
出演／指揮：片野秀俊、
ピアノ：井熊康子、
登戸混声合唱団
料金／全席指定 大人1,500円、
小学生500円
問合せ／登戸混声合唱団 ☎080-5097-2362

麻 生 区
山の音楽舎アートシアターinしんゆり2021
ベイビーシアター
うたのたね〜おんがくのはじまり〜inしんゆり

11月16日
（火）
午前の部(15ヶ月〜30ヶ月おやこ対象)
11：00開場・開演
午後の部
（0〜14ヶ月おやこ対象)
14：00開場・開演
料金／全席自由 親子ペア1,000円、
こども･大人追加500円
申込みフォームは
＊対象年齢児以外のこどもは入場不可。 こちらから
うた芝居ないたあかおに
11月23日
（火・祝） 14：00開場 14：15開演
料金／全席自由 こども(3才以上)・大人一律999円
会場／新百合トウェンティワンホール
問合せ／山の音楽舎 ☎044-951-2834

あさお芸術のまちコンサート〜For You〜

第150回 ユニヴァーサル
ホールコンサート
11月21日
（日） 12：30開場 13：30開演
会場／新百合トウェンティワンホール
ミニコンサート
11月21日
（日）
①12：30開演 ②12：55開演 ③14：40開演
会場／A会場：地下１階ロビー、
B会場：ホールホワイエ
あさおパラアート展
11月21日
（日） 12：30開場
会場／ホールホワイエ
＊詳細は6ページに
第151回 区内ホールコンサート
12月25日
（土）
①12：40開場 13：00開演
申込詳細は
こちらから
②14：10開場 14：30開演
事前申込／往復はがきで応募。
12月3日
（金）
消印有効。
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク、
近衛秀健編曲：クリスマスソング・コレクション 他
出演／木管五重奏：こもれびクインテット
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116

スターダンサーズ・バレエ団

くるみ割り人形 全2幕
11月27日
（土）
13：15開場 14：00開演
28日
（日） ①10：45開場 11：30開演
②15：15開場 16：00開演
バレエ
「ドラゴンクエスト」
全2幕
12月17日
（金） 18：15開場 19：00開演
18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
各料金／全席指定 SS席10,000円、
S席9,000円、
A席
6,000円、B席3,000円、C席1,000円、S席子ども
6,000円、
A席子ども4,000円、
B席子ども2,000円
問合せ／スターダンサーズ・バレエ団
☎ 03-3401-2293

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

̶

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。

かわさきジャズ2021
KW50渡辺香津美「KYLYNが来る」

11月13日
（土） 16：00開場 17：00開演
出演／ギター：渡辺香津美、ピアノ：大西順子（ゲスト）、
ギター：Rei（ゲスト）他
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席5,0 0 0 円、B席
4,000円、
U25席(B席のみ）2,000円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623（平日10時〜17時）

東京交響楽団 川崎定期演奏会

第83回 11月14日（日） 13：15開場 14：00開演
曲目／シマノフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第1番、
オルフ：
カルミナ・ブラーナ
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、
ヴァイオリン：ボム
ソリ、
ソプラノ：アリーナ・ヴンダーリン、
カウンターテナー：
彌 勒忠 史、バリトン：ビョルン・ビュルガー、コーラス：
新国立劇場合唱団、
児童合唱：東京少年少女合唱隊 託
第84回 12月5日（日） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ピアノ協奏曲 第2番、
ルトスワフスキ：
管弦楽のための協奏曲
出演／指 揮：ジョナ サン・ノット、ピ アノ：ニコラ・アン
ゲリッシュ
各料金／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（12/5のみ）
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
託
☎044-520-1511

DOTオペラ Verdi：AIDA

11月16日（火） 17：00開場 17：30開演
演目／ヴェルディ：歌劇
「アイーダ」
（全4幕、
セミ・ステージ
形式・オーケストラ小編成版、
字幕付き）
出演／指揮：佐藤 光、演出：山口将太 朗、アイーダ：百々
あずさ、ラダメス：村上敏明、アムネリス：鳥木弥生、アモ
ナズロ：高橋洋介、ランフィス：伊藤貴之、エジプト国王：
松 中 哲平、伝 令：所谷 直 生、巫 女：やまもとかよ、合 唱
指揮：辻博之、
合唱：Coro trionfo、
管弦楽：アイーダ凱旋
オーケストラ
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円
問合せ／ポニーミュージカルアカデミー
☎080-4420-4960

★MUZAランチタイムコンサート

パイプオルガン＆ソプラノ 〜イタリア音楽のひととき〜
11月18日
（木） 11：30開場 12：10開演
曲目／ヴィヴァル ディ（バッハ 編 曲）
：協 奏 曲 イ短 調、
ヴィヴァルディ：モテットRV631「天地の静けさ」より、
マスカーニ：アヴェ・マリア 他
出演／パイプオルガン：青田絹江、ソプラノ：高橋薫子
We Will Rock You! 〜往年のクィーンの名曲たち〜
12月13日（月） 11：30開場 12：10開演
曲目／We Will Rock You、Bohemian Rhapsody、
Somebody to Love 他
出演／安宅薫＆マティアス・ストリングス（ピアノ：安宅
薫、ヴァイオリン：齋藤真知亜、横島礼理、ヴィオラ：中村
洋乃理、チェロ：村井将）
各料金／全席指定 500円

★第12回音 楽 大学 オーケストラ・フェス
ティバル2021
11月23日（火・祝） 14：30開場 15：00開演
12月4日（土） 14：30開場 15：00開演
＊詳細は5ページに

※料金について表記のないものは無料です

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.４《冬》クロイツェル・ソナタ

11月26日
（金） 13：30開演
曲目／【オール・ベートーヴェン・プログラム】ヴァイオ
リン・ソナタ第4番、
第7番、
第8番、
第9番
「クロイツェル」
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：横山幸雄
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

荒谷俊治追悼 町田フィルハーモニー合唱団
第19回演奏会

11月28日（日） 12：50開場 13：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／髙田三郎：心の四季、
ヴェルディ：レクイエム
出演／指揮：辻秀幸、
ソプラノ: 田崎尚美、
メゾソプラノ：
中島郁子、テノール: 宮里直樹、バス・バリトン: 成田眞、
ピアノ：川 井 敬 子、管 弦 楽：エ ル デ・オペラ 管 弦 楽 団、
合唱: 町田フィルハーモニー合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席4,000円、A 席 3,000円、B席
2,000円
問合せ／合唱団事務局
（北原） ☎090-6521-6273

www.ongakunomachi.jp ̶
新国立劇場合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、
C席3,000円、
当日学生券
（25歳以下の学生）
1,000円 ＊要事前問合せ

★MUZA パイプオルガン
クリスマス・コンサート2021
ファンタスティック・パイプス 2

12月25日（土） 13：00開場 14：00開演
曲目／J.S.バッハ：クリスマス・オラトリオから 第10曲シン
フォニア、
讃美歌：もろびとこぞりて、
クリスマス・メドレー
（ウィンター・ワンダーランド〜赤鼻のトナカイ〜ジングル
ベル〜サンタが街にやってくる 他）
、
村井邦彦：虹と雪の
バラード、L.アームストロング：この素晴らしき世界 他
出演／パイプオルガン：山口綾規、
ヴォーカル：BREEZE
（小菅け いこ、田 村麻 由、中 村 マナブ、磯 貝 た か あき）
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生〜25歳）
1,500円

★MUZAジルベスターコンサート2021

11月28日（日） 18：15開場 19：00開演
曲目／ブラームス：大学祝典序曲、
交響曲第4番、
ドヴォル
ザーク：チェロ協奏曲 ロ短調
出演／指揮：田中健、チェロ：立野由奈
問合せ／オーケストラギフト 広報 ☎080-6040-5583

12月31日（金） 14：00開場 15：00開演
曲目／ショパン：ポロネーズ第6番（ピアノソロ）、アンダ
ンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ
（管弦楽版）
、
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ドヴォル
ザーク：チェロ協奏曲 ロ短調
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：牛田智大、ヴァイオリン：
吉村妃鞠、
チェロ：佐藤晴真、管弦楽：東京交響楽団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
5,000円、
C席4,000円、
U-25
（小学生〜25歳）
各席半額

★東響ミニコンサート in MUZAガレリア
第90回

読売日本交響楽団
熱狂のボレロ＆ ハープの貴公子 の共演

オーケストラギフト

第5回定期演奏会

12月9日（木） 11：45開場 12：15開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 歓喜の広場
出演／東京交響楽団メンバー
＊先着50名

★モーツァルト・マチネ 第47回

12月11日（土） 10：30開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための
協奏交響曲 変ホ長調、ハイドン：協奏交響曲 変ロ長調
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ヴァイオリン：グレブ・
ニキティン、
水谷晃、
ビオラ：西村眞紀、
チェロ：伊藤文嗣、
オーボエ：荒木奏美、
ファゴット：福士マリ子、
管弦楽：東京
交響楽団 他
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生〜25歳)
1,500円

日本フィルハーモニー交響楽団

第373回横浜定期演奏会＜第九特別演奏会2021＞
12月15日
（水） 18：00開場 19：00開演
曲目／J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調（パイプ
オルガン独奏）
、
ベートーヴェン：交響曲第9番
《合唱》他
出演／指揮：角田鋼亮、オルガン：花澤絢子、ソプラノ：
澤江衣里、
アルト：金子美香、
テノール：菅野敦、
バリトン：
青山貴、合唱：調整中
第九特別演奏会2021
12月28日（火） 18：00開場 19：00開演
曲目／J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調（パイプ
オルガン独奏）
、
ベートーヴェン：交響曲第9番
《合唱》 他
出演／指揮：小林研一郎（桂冠名誉指揮者）、オルガン：
石丸由佳、
ソプラノ：市原愛、
アルト：山下牧子、
テノール：
錦織健、バリトン：青山貴、
合唱：調整中
各料金／全席指定 S席9,000円、A席7,500円、B席
7,000円、C席6,000円
問合せ／日本フィル・サービスセンター
☎03-5378-5911

★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172回

12月18日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスター
ジンガー」第1幕 へ の前奏 曲、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：安井陽子、
メゾソプラノ：
清水華澄、テノール：宮里直樹、バリトン：加耒徹、合唱：

1月9日（日） 13：00開場 14：00開演
曲目／メユール：歌 劇「アンリ青 年 の 狩り」序 曲、ボ ワ
エ ル デュー：ハープ 協 奏 曲、マスネ：歌 劇「エスクラル
モンド」
組曲、ラヴェル：ボレロ
出演／指 揮：マリー・ジャコ、ハープ：グザヴィエ・ドゥ・
メストレ
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）

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

『夢と希望に向かって ! 』Ⅱ

11月16日（火） 13：30開場 14：00開演
出演／詩吟…構成吟、
恵聖、
歌：山本リンダ、
安藤ゆうじ、
松井夢二、高津川真紀 他
料金／指定席 S席（会場真中）5,000円、自由席（両端）
4,000円
問合せ／事務局 ☎080-6704-0595

川崎吹奏楽団 第50回定期演奏会
結成50周年記念『挑戦そして未来へ』

11月20日（土） 15：15開場 16：00開演
曲目／【第1部】スウェアリンジェン：英雄は我が傍らに、
リード：ヴィヴァ・ムジカ!、
ホルスト（ライト編曲）
：ムーア
サイド組曲、スパーク：カレイドスコープ
【第2部】ドラえもん、坂本九コレクション、アクアリウム
（水族館）、ツェッペリン伯爵行進曲
【フィナーレ】
チェザリーニ：アルプスの詩
出演／指揮：田中旭
＊先着300名（全席指定）
問合せ／総務（鶴田） ☎045-873-6695

▲ウィズ・ミューズシリーズ

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
第20回 遠TONE音 邦楽コンサート
11月21日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／道、宮城県 民謡：ひえつき節、山田耕筰：砂山
出演／尺八：三塚幸彦、
箏：小野美穂子、
ギター：曽山良一

̶
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第21回 瀬尾久仁＆加藤真一郎
クリスマス・ピアノ連弾コンサート
12月16日
（木） 13：00開場 13：30開演
曲目／リスト：クリスマス・ツリーより、ブラームス：ハン
ガリー舞曲集より
出演／ピアノ：瀬尾久仁、
加藤真一郎

11月14日
（日） 13：00開演
出演 ／トランペット：原 朋直、ピアノ：ユキ・アリマサ、
ベース：若井俊也、ドラムス：原大 力、洗 足学園音楽大
学ジャズコース学生有志
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623
（平日10時〜17時）

日本・ウルグアイ外交関係樹立100周年記念
ルベン・ラダ

公 開 講 座

11月25日（木） 14：00開場 15：00開演
曲目／マンゲイラの大地、
青い帽子の少女、
ランゴスⅡ、
ガルデルのためのカンドンベ 他
料金／全席指定 S席5,200円、
A席4,700円
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

定期演奏会第373回
11月27日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲、交響
曲第4番、
ブルッフ：スコットランド幻想曲 他
出演／指揮：沼尻竜典、
ヴァイオリン：木嶋真優
料金／全 席 指 定 S席6,000円、A 席4,500円、B席：
3,000円、
シニア
（70歳以上）
：各席種10％引
音楽劇による
「レ・ミゼラブル」
（ヴィクトル・ユゴー原作）
〜自由とは、
正義とは、愛とは〜
12月25日
（土） 16：15開場 17：00開演
曲目／「レ・ミゼラブル」より A hear t f ul of love
On my own One day more 「
、ジキル＆ハイド」
より
This is the moment 他
出演／指揮：川瀬賢太郎、
ソリスト：大山大輔
（ジャン・バル
ジャン）
、
青木エマ
（コゼット）
、
坂下忠弘
（マリウス）
、
高野
百 合 絵（ エ ポ ニーヌ ）、コ ー ラス：洗 足 学 園 音 楽 大 学
ミュージカルコース
料 金 ／全 席 指 定 S席 5,0 0 0 円、A 席 4,0 0 0 円、B席
3,000円、
シニア
（70歳以上）
：各席種10％引
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎045-226-5045
（平日 11時〜16時）

かわさき区ビオラコンサート
（坂本九さん生誕記念コンサート）

12月8日
（水） 12：10開演
事前申込／11月15日
（月）
より
（先着50名）
会場／アクトスタジオ
出演／川崎市消防音楽隊 カラーガード隊
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127

グラールウインドオーケストラ
ウインターコンサート VOL.20

12月18日（土） 13：20開場 14：00開演
曲目／第六の幸福をもたらす宿、
「 風の谷のナウシカ」
ハイライト、鬼滅の刃メドレー 他
問合せ／演奏 会事務局 ☎070-2831-6167（平日
20時以降）

第1回かわさきピアノコンクール

12月19日（日） 開場・開演時間未定
問合せ／かわさきピアノコンクール運営委員会
☎ 090-6164-0606

▲ジルベスター

バレエ

シンデレラ

12月31日（金） 13：00開場 14：00開演
料 金 ／全 席 指 定 S席 8,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、
こども
（4歳〜中学生まで）
：各席種半額
※市民こども無料ご招待募集します。対象：4歳以上〜
中学生まで600名（抽選）。申込：往復ハガキまたは
HPより。
詳細はHPまで。

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

11月11日（木）、25日（木）、12月2日（木）、9日（木）、
16日（木）、1月13日（木） 19：00開演
11月24日（水）、12月8日（水）、15日（水）、
1月12日（水） 17：30開演
会場／中原市民館 会議室
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

第255回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
11月29日
（月） 13：00開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第１番、
ブラームス：
大学祝典序曲、
ブルックナー：交響曲第７番
出演／お話:加藤文夫
第256回例会
＜＃22〜今が旬のヴァイオリニストを聴く＞
12月24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

オペラを楽しむ

ロッシーニ作曲<セビリャの理髪師>
11月25日、
12月9日、
23日、
1月13日、
27日 全木曜日
9：55開場 10：10開演
出演／小原伸一
料金／全席自由 12,500円
（全5回）
名画が語る音楽 ベル・エポックから20世紀
サロンから生まれた音楽と美術
サティ〜ベル・エポックのカフェとサロン
12月6日
（月） 13：15開場 13：30開演
料金／全席自由 2,500円
＊Zoomによるオンライン受講可
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター西生田
☎044-952-6961

大人の鍵盤ハーモニカ体験会

11月30日
（火） 10：00開演
会場／ダイニングパスタ
『マシュカ』
（南武線 稲田堤駅、
京王線 京王稲田堤駅下車）
出演／日比野綾子
問合せ／AYA ケンハモスクール ☎044-944-9349

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。

www.ongakunomachi.jp ̶

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
＊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。

◇音大で学ぶ!!コンピュータ音楽講座

「①音楽・楽譜制作講座」
11月14日
（日） 13：30開講
「②デジタル作編曲講座」
11月20日
（土） 13：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎4F C411教室
講師／大谷安宏
各料金／一般4,000円、
高校生以下3,000円
＊各回定員15名
（7名以上で開講）
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇2時間で学ぶ作曲家2021
〜ブラームスとドヴォルジャーク〜

第3回 ドヴォルジャーク第1章
『チェコの音楽家からヨーロッパの音楽家へ』
11月20日
（土） 14：00開場 14：30開講
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
第4回 ドヴォルジャーク第2章
『国際的な名声に包まれて』
【演奏付／ヴァイオリン】
12月11日
（土） 14：00開場 14：30開講
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
＊小〜高校生無料
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇音楽療法講座
第2回
『歌に生き、
歌で生き
ー発声、
呼吸、
嚥下機能と音楽療法ー』

11月21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
講師／羽石英里
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
＊小〜高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇昭和音楽大学歌曲研究所
イタリア語唱法研究部会
「イタリアルネッサンス・初期バロックの声楽作品」
11月22日
（月） 18：00開場 18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
講師／カウンターテナー：上杉清仁
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇昭和音楽大学管弦楽団 第40回定期演奏会

11月23日
（火・祝） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／モーツァルト：交響曲第35番《ハフナー》、マー
ラー：交響曲 第1番
出演／指揮：時任康文
料金／全 席 指 定 S席2,000円、A 席1,500円、学生
（A席のみ）
1,000円
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◇昭和ウインド・シンフォニー
第22回定期演奏会

12月5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／J.デイヴ：交 響 曲 第1番「悪 魔 の 聖 書」 他 全 曲
日本初演
出演／指揮：福本信太郎
料金／全席指定 一般1,800円、
学生1,000円

藤原歌劇団Quattro Aria
クリスマスコンサート2021

12月5日
（日） 14：00開場 14：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
出演／テノール：笹岡慎一郎、黄木透、バリトン：和下田
大典、
大塚雄大
料金／全席指定 一般3,500円、
学生1,000円
問合せ／プレルーディオ
☎044-953-2105

音楽芸術運営学科 アートマネジメントコース
企画制作演習公演 Vol.2
「Cinema Jazzージャズピアノでたどる、
名作
の数々ー」

12月9日
（木） 17：30開場 18：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
出演／ピアノ：秋田慎治、ベース：安ヵ川大樹、ドラム：
海野俊輔、
ヴォーカル：akiko
料金／全席指定 一般3,000円、
学生1,500円
問合せ／アートマネジメントコース企画制作室
☎044-959-5121
（平日10時〜17時）

◇第46回メサイア

12月11日
（土） 14：15開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：時任康文、
ソプラノ：米田七海、
アルト：菊池
未来、
テノール：西山広大、
バス：田中大揮、
管弦楽：昭和
音楽大学管弦楽団、
合唱：昭和音楽大学合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席2,700円、A 席2,200円、B席
1,700円、
学生
（B席のみ）
1,000円
＊公演時間を2時間に短縮して開催

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
第九演奏会

12月29日
（水） 14：00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／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付」他
出演／指揮：星出豊、ソプラノ：廣田美穂、アルト：北薗
彩佳、テノール：井出司、バス：市川宥一郎
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、B席
3,000円、
学生
（B席のみ）
1,500円

文化芸術活動応援事業
（会場使用料等助成）

期

間／令和4年3月31日
（木）
までに実施される

もの（要事前申請）。
助成額／施設使用料及び付帯設備使用料の合計
（実費）
の2分の1の額
（上限あり）
申請受付期間／令和4年2月28日（月）まで
※先着順。
予算の上限に達した時点で終了。
問合せ／川崎市文化財団
☎044-544-9641
詳細は左記のQRコードより

動 画 配 信
かわさきジャズ2021
Senzoku Jazz Heritage Vol.3
“Never Stop The Music
託 …託児あり

未

…未就学児入場可

11・12月号の情報は10月22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1月10日発刊号は、2022年1月11日から3月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！
（11月12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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出演／オカリナアンサンブルKuMu(講師：熊 谷 美 果)
第107回 12月9日
（木） 12：00開場 12：10開演
曲目／Let It Be、クリスマスメドレー、忘れないよ〜
はじまりの場所〜(オリジナル)、瞳はダイアモンド、あり
がとう
出演／ピアノ弾き語り：YOSHIE
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
（平日9時〜16時）

映像オペラを楽しむ会

11月例会
11月25日（木） 13：10開場 13：30開演
曲目／ヴェルディ：
「ドン・カルロ」
12月例会
12月16日（木） 13：10開場 13：30開演
曲目／フンパーディンク：
「ヘンデルとグレーテル」
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／事務局
（山本） ☎080-5083-2446

オトノワ2021Premium

11月27日
（土）
・28日
（日） 12：30開場 13：00開演
会場／中原平和公園 野外音楽堂
出 演 ／a - wave、イダセイコ、B I Z E N、revosso r c、
TAKERU、THE Ship、
大山裕 他多数
問合せ／ソールクリエイト ☎03-5795-1442 未

クリスマスサロンコンサート

12月19日（日） ①12：00開場 12：30開演
②14：45開場 15：00開演
会場／ホテル精養軒 2階
「飛翔」
曲目／クリスマスキャロルメドレー、おおシャンゼリゼ、
サン・トア・マミー、
アベ・ベルム・コルプス 他
出演／ソブラノ：新井ちほ、テノール：佐藤敦史、合唱団
「虹」他
各 料 金 ／全 席 自 由 (ケー キ・お 茶 つ き) 前 売 券 大 人
2,000円、
こども(中学生以下)1,500円、
当日券2,500円
問合せ／さえの会
（木村） ☎090-1818-0538 未

川崎マンドリン倶楽部 第79回定期演奏会

1月10日（月・祝） 13：30開場 14：00開演
事前申込／HPから要登録
会場／総合福祉センター
（エポックなかはら）
出演／倶楽部員約30名
（マンドリン、
マンドラ、マンドセロ、
ギター、
コントラバス 他）
問合せ／事務局
（田畑） ☎090-4492-0240

高 津 区
溝ノ口劇場

＊音楽公演情報はＨＰよりご確認ください。
会場・問合せ／溝ノ口劇場
☎044-850-0038
（11時〜20時）

おんまち・みぞのくちライブ

11月20日
（土）
、
12月18日
（土） 14：00開演予定
会場／ノクティ2 マルイ屋上
＊天候など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

多 摩 区
川崎市民オペラ ガラコンサート
〜やっぱりオペラはいいな〜

11月27日（土） 13：30開場 14：00開演
会場／多摩市民館
出演／ソプラノ：宍 戸美 法、田口由美、谷真 理 映、前田
多鶴、正岡美津子、米田佐和子、メゾソプラノ：吉岡恵、
アルト：神野朋子、テノール：浅 原孝夫、羽山 晃 生、バリ

トン：小林勉、
バス：境信博、
合唱：川崎市民オペラ合唱団、
ピアノ：岡崎渚紗、
小林真希、
小森美穂
料金／全席自由 前売3,000円、当日3,500円、大学生
以下1,000円、
小学生以下無料
問合せ／合唱団事務局 ☎090-9374-0316

チャリティNo.33ひとひらのあいコンサート

12月13日
（月） 13：15開場 14：00開演
会場／多摩市民館
曲目／グレゴリオ聖歌：O Magnum Mysterium、荒城
の月、いのちの歌、天にはさかえ、O Holy Night、鈴木
憲夫：今を輝け かたわらに（委嘱曲）他
出演／指揮：片野秀俊、
ピアノ：井熊康子、
登戸混声合唱団
料金／全席指定 大人1,500円、
小学生500円
問合せ／登戸混声合唱団 ☎080-5097-2362

麻 生 区
山の音楽舎アートシアターinしんゆり2021
ベイビーシアター
うたのたね〜おんがくのはじまり〜inしんゆり

11月16日
（火）
午前の部(15ヶ月〜30ヶ月おやこ対象)
11：00開場・開演
午後の部
（0〜14ヶ月おやこ対象)
14：00開場・開演
料金／全席自由 親子ペア1,000円、
こども･大人追加500円
申込みフォームは
＊対象年齢児以外のこどもは入場不可。 こちらから
うた芝居ないたあかおに
11月23日
（火・祝） 14：00開場 14：15開演
料金／全席自由 こども(3才以上)・大人一律999円
会場／新百合トウェンティワンホール
問合せ／山の音楽舎 ☎044-951-2834

あさお芸術のまちコンサート〜For You〜

第150回 ユニヴァーサル
ホールコンサート
11月21日
（日） 12：30開場 13：30開演
会場／新百合トウェンティワンホール
ミニコンサート
11月21日
（日）
①12：30開演 ②12：55開演 ③14：40開演
会場／A会場：地下１階ロビー、
B会場：ホールホワイエ
あさおパラアート展
11月21日
（日） 12：30開場
会場／ホールホワイエ
＊詳細は6ページに
第151回 区内ホールコンサート
12月25日
（土）
①12：40開場 13：00開演
申込詳細は
こちらから
②14：10開場 14：30開演
事前申込／往復はがきで応募。
12月3日
（金）
消印有効。
会場／田園調布学園大学 なでしこホール
曲目／モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク、
近衛秀健編曲：クリスマスソング・コレクション 他
出演／木管五重奏：こもれびクインテット
問合せ／麻生区役所地域振興課
☎044-965-5116

スターダンサーズ・バレエ団

くるみ割り人形 全2幕
11月27日
（土）
13：15開場 14：00開演
28日
（日） ①10：45開場 11：30開演
②15：15開場 16：00開演
バレエ
「ドラゴンクエスト」
全2幕
12月17日
（金） 18：15開場 19：00開演
18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
各料金／全席指定 SS席10,000円、
S席9,000円、
A席
6,000円、B席3,000円、C席1,000円、S席子ども
6,000円、
A席子ども4,000円、
B席子ども2,000円
問合せ／スターダンサーズ・バレエ団
☎ 03-3401-2293

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

̶

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。

かわさきジャズ2021
KW50渡辺香津美「KYLYNが来る」

11月13日
（土） 16：00開場 17：00開演
出演／ギター：渡辺香津美、ピアノ：大西順子（ゲスト）、
ギター：Rei（ゲスト）他
料 金 ／全 席 指 定 S席 6,0 0 0 円、A 席5,0 0 0 円、B席
4,000円、
U25席(B席のみ）2,000円
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623（平日10時〜17時）

東京交響楽団 川崎定期演奏会

第83回 11月14日（日） 13：15開場 14：00開演
曲目／シマノフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第1番、
オルフ：
カルミナ・ブラーナ
出演／指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ、
ヴァイオリン：ボム
ソリ、
ソプラノ：アリーナ・ヴンダーリン、
カウンターテナー：
彌 勒忠 史、バリトン：ビョルン・ビュルガー、コーラス：
新国立劇場合唱団、
児童合唱：東京少年少女合唱隊 託
第84回 12月5日（日） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ピアノ協奏曲 第2番、
ルトスワフスキ：
管弦楽のための協奏曲
出演／指 揮：ジョナ サン・ノット、ピ アノ：ニコラ・アン
ゲリッシュ
各料金／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（12/5のみ）
問合せ／TOKYO SYMPHONYチケットセンター
託
☎044-520-1511

DOTオペラ Verdi：AIDA

11月16日（火） 17：00開場 17：30開演
演目／ヴェルディ：歌劇
「アイーダ」
（全4幕、
セミ・ステージ
形式・オーケストラ小編成版、
字幕付き）
出演／指揮：佐藤 光、演出：山口将太 朗、アイーダ：百々
あずさ、ラダメス：村上敏明、アムネリス：鳥木弥生、アモ
ナズロ：高橋洋介、ランフィス：伊藤貴之、エジプト国王：
松 中 哲平、伝 令：所谷 直 生、巫 女：やまもとかよ、合 唱
指揮：辻博之、
合唱：Coro trionfo、
管弦楽：アイーダ凱旋
オーケストラ
料金／全席指定 S席5,000円、A席4,000円
問合せ／ポニーミュージカルアカデミー
☎080-4420-4960

★MUZAランチタイムコンサート

パイプオルガン＆ソプラノ 〜イタリア音楽のひととき〜
11月18日
（木） 11：30開場 12：10開演
曲目／ヴィヴァル ディ（バッハ 編 曲）
：協 奏 曲 イ短 調、
ヴィヴァルディ：モテットRV631「天地の静けさ」より、
マスカーニ：アヴェ・マリア 他
出演／パイプオルガン：青田絹江、ソプラノ：高橋薫子
We Will Rock You! 〜往年のクィーンの名曲たち〜
12月13日（月） 11：30開場 12：10開演
曲目／We Will Rock You、Bohemian Rhapsody、
Somebody to Love 他
出演／安宅薫＆マティアス・ストリングス（ピアノ：安宅
薫、ヴァイオリン：齋藤真知亜、横島礼理、ヴィオラ：中村
洋乃理、チェロ：村井将）
各料金／全席指定 500円

★第12回音 楽 大学 オーケストラ・フェス
ティバル2021
11月23日（火・祝） 14：30開場 15：00開演
12月4日（土） 14：30開場 15：00開演
＊詳細は5ページに

※料金について表記のないものは無料です

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.４《冬》クロイツェル・ソナタ

11月26日
（金） 13：30開演
曲目／【オール・ベートーヴェン・プログラム】ヴァイオ
リン・ソナタ第4番、
第7番、
第8番、
第9番
「クロイツェル」
出演／ヴァイオリン：千住真理子、
ピアノ：横山幸雄
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

荒谷俊治追悼 町田フィルハーモニー合唱団
第19回演奏会

11月28日（日） 12：50開場 13：30開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール
曲目／髙田三郎：心の四季、
ヴェルディ：レクイエム
出演／指揮：辻秀幸、
ソプラノ: 田崎尚美、
メゾソプラノ：
中島郁子、テノール: 宮里直樹、バス・バリトン: 成田眞、
ピアノ：川 井 敬 子、管 弦 楽：エ ル デ・オペラ 管 弦 楽 団、
合唱: 町田フィルハーモニー合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席4,000円、A 席 3,000円、B席
2,000円
問合せ／合唱団事務局
（北原） ☎090-6521-6273

www.ongakunomachi.jp ̶
新国立劇場合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、
C席3,000円、
当日学生券
（25歳以下の学生）
1,000円 ＊要事前問合せ

★MUZA パイプオルガン
クリスマス・コンサート2021
ファンタスティック・パイプス 2

12月25日（土） 13：00開場 14：00開演
曲目／J.S.バッハ：クリスマス・オラトリオから 第10曲シン
フォニア、
讃美歌：もろびとこぞりて、
クリスマス・メドレー
（ウィンター・ワンダーランド〜赤鼻のトナカイ〜ジングル
ベル〜サンタが街にやってくる 他）
、
村井邦彦：虹と雪の
バラード、L.アームストロング：この素晴らしき世界 他
出演／パイプオルガン：山口綾規、
ヴォーカル：BREEZE
（小菅け いこ、田 村麻 由、中 村 マナブ、磯 貝 た か あき）
料金／全席指定 一般4,000円、U25（小学生〜25歳）
1,500円

★MUZAジルベスターコンサート2021

11月28日（日） 18：15開場 19：00開演
曲目／ブラームス：大学祝典序曲、
交響曲第4番、
ドヴォル
ザーク：チェロ協奏曲 ロ短調
出演／指揮：田中健、チェロ：立野由奈
問合せ／オーケストラギフト 広報 ☎080-6040-5583

12月31日（金） 14：00開場 15：00開演
曲目／ショパン：ポロネーズ第6番（ピアノソロ）、アンダ
ンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ
（管弦楽版）
、
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、
ドヴォル
ザーク：チェロ協奏曲 ロ短調
出演／指揮：秋山和慶、ピアノ：牛田智大、ヴァイオリン：
吉村妃鞠、
チェロ：佐藤晴真、管弦楽：東京交響楽団
料 金 ／全 席 指 定 S席 7,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
5,000円、
C席4,000円、
U-25
（小学生〜25歳）
各席半額

★東響ミニコンサート in MUZAガレリア
第90回

読売日本交響楽団
熱狂のボレロ＆ ハープの貴公子 の共演

オーケストラギフト

第5回定期演奏会

12月9日（木） 11：45開場 12：15開演
会場／ミューザ川崎シンフォニーホール 歓喜の広場
出演／東京交響楽団メンバー
＊先着50名

★モーツァルト・マチネ 第47回

12月11日（土） 10：30開場 11：00開演
曲目／モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための
協奏交響曲 変ホ長調、ハイドン：協奏交響曲 変ロ長調
出演／指揮：ジョナサン・ノット、ヴァイオリン：グレブ・
ニキティン、
水谷晃、
ビオラ：西村眞紀、
チェロ：伊藤文嗣、
オーボエ：荒木奏美、
ファゴット：福士マリ子、
管弦楽：東京
交響楽団 他
料金／全席指定 一般4,000円、U25(小学生〜25歳)
1,500円

日本フィルハーモニー交響楽団

第373回横浜定期演奏会＜第九特別演奏会2021＞
12月15日
（水） 18：00開場 19：00開演
曲目／J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調（パイプ
オルガン独奏）
、
ベートーヴェン：交響曲第9番
《合唱》他
出演／指揮：角田鋼亮、オルガン：花澤絢子、ソプラノ：
澤江衣里、
アルト：金子美香、
テノール：菅野敦、
バリトン：
青山貴、合唱：調整中
第九特別演奏会2021
12月28日（火） 18：00開場 19：00開演
曲目／J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調（パイプ
オルガン独奏）
、
ベートーヴェン：交響曲第9番
《合唱》 他
出演／指揮：小林研一郎（桂冠名誉指揮者）、オルガン：
石丸由佳、
ソプラノ：市原愛、
アルト：山下牧子、
テノール：
錦織健、バリトン：青山貴、
合唱：調整中
各料金／全席指定 S席9,000円、A席7,500円、B席
7,000円、C席6,000円
問合せ／日本フィル・サービスセンター
☎03-5378-5911

★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172回

12月18日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスター
ジンガー」第1幕 へ の前奏 曲、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：安井陽子、
メゾソプラノ：
清水華澄、テノール：宮里直樹、バリトン：加耒徹、合唱：

1月9日（日） 13：00開場 14：00開演
曲目／メユール：歌 劇「アンリ青 年 の 狩り」序 曲、ボ ワ
エ ル デュー：ハープ 協 奏 曲、マスネ：歌 劇「エスクラル
モンド」
組曲、ラヴェル：ボレロ
出演／指 揮：マリー・ジャコ、ハープ：グザヴィエ・ドゥ・
メストレ
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）

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

『夢と希望に向かって ! 』Ⅱ

11月16日（火） 13：30開場 14：00開演
出演／詩吟…構成吟、
恵聖、
歌：山本リンダ、
安藤ゆうじ、
松井夢二、高津川真紀 他
料金／指定席 S席（会場真中）5,000円、自由席（両端）
4,000円
問合せ／事務局 ☎080-6704-0595

川崎吹奏楽団 第50回定期演奏会
結成50周年記念『挑戦そして未来へ』

11月20日（土） 15：15開場 16：00開演
曲目／【第1部】スウェアリンジェン：英雄は我が傍らに、
リード：ヴィヴァ・ムジカ!、
ホルスト（ライト編曲）
：ムーア
サイド組曲、スパーク：カレイドスコープ
【第2部】ドラえもん、坂本九コレクション、アクアリウム
（水族館）、ツェッペリン伯爵行進曲
【フィナーレ】
チェザリーニ：アルプスの詩
出演／指揮：田中旭
＊先着300名（全席指定）
問合せ／総務（鶴田） ☎045-873-6695

▲ウィズ・ミューズシリーズ

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
第20回 遠TONE音 邦楽コンサート
11月21日（日） 13：00開場 13：30開演
曲目／道、宮城県 民謡：ひえつき節、山田耕筰：砂山
出演／尺八：三塚幸彦、
箏：小野美穂子、
ギター：曽山良一

̶

〈3〉

第21回 瀬尾久仁＆加藤真一郎
クリスマス・ピアノ連弾コンサート
12月16日
（木） 13：00開場 13：30開演
曲目／リスト：クリスマス・ツリーより、ブラームス：ハン
ガリー舞曲集より
出演／ピアノ：瀬尾久仁、
加藤真一郎

11月14日
（日） 13：00開演
出演 ／トランペット：原 朋直、ピアノ：ユキ・アリマサ、
ベース：若井俊也、ドラムス：原大 力、洗 足学園音楽大
学ジャズコース学生有志
問合せ／かわさきジャズ実行委員会事務局
☎044-223-8623
（平日10時〜17時）

日本・ウルグアイ外交関係樹立100周年記念
ルベン・ラダ

公 開 講 座

11月25日（木） 14：00開場 15：00開演
曲目／マンゲイラの大地、
青い帽子の少女、
ランゴスⅡ、
ガルデルのためのカンドンベ 他
料金／全席指定 S席5,200円、
A席4,700円
問合せ／MIN-ONインフォメーションセンター
☎03-3226-9999

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

定期演奏会第373回
11月27日（土） 13：15開場 14：00開演
曲目／ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲、交響
曲第4番、
ブルッフ：スコットランド幻想曲 他
出演／指揮：沼尻竜典、
ヴァイオリン：木嶋真優
料金／全 席 指 定 S席6,000円、A 席4,500円、B席：
3,000円、
シニア
（70歳以上）
：各席種10％引
音楽劇による
「レ・ミゼラブル」
（ヴィクトル・ユゴー原作）
〜自由とは、
正義とは、愛とは〜
12月25日
（土） 16：15開場 17：00開演
曲目／「レ・ミゼラブル」より A hear t f ul of love
On my own One day more 「
、ジキル＆ハイド」
より
This is the moment 他
出演／指揮：川瀬賢太郎、
ソリスト：大山大輔
（ジャン・バル
ジャン）
、
青木エマ
（コゼット）
、
坂下忠弘
（マリウス）
、
高野
百 合 絵（ エ ポ ニーヌ ）、コ ー ラス：洗 足 学 園 音 楽 大 学
ミュージカルコース
料 金 ／全 席 指 定 S席 5,0 0 0 円、A 席 4,0 0 0 円、B席
3,000円、
シニア
（70歳以上）
：各席種10％引
問合せ／神奈川フィルハーモニー管弦楽団 事務局
☎045-226-5045
（平日 11時〜16時）

かわさき区ビオラコンサート
（坂本九さん生誕記念コンサート）

12月8日
（水） 12：10開演
事前申込／11月15日
（月）
より
（先着50名）
会場／アクトスタジオ
出演／川崎市消防音楽隊 カラーガード隊
問合せ／川崎区役所地域振興課
☎044-201-3127

グラールウインドオーケストラ
ウインターコンサート VOL.20

12月18日（土） 13：20開場 14：00開演
曲目／第六の幸福をもたらす宿、
「 風の谷のナウシカ」
ハイライト、鬼滅の刃メドレー 他
問合せ／演奏 会事務局 ☎070-2831-6167（平日
20時以降）

第1回かわさきピアノコンクール

12月19日（日） 開場・開演時間未定
問合せ／かわさきピアノコンクール運営委員会
☎ 090-6164-0606

▲ジルベスター

バレエ

シンデレラ

12月31日（金） 13：00開場 14：00開演
料 金 ／全 席 指 定 S席 8,0 0 0 円、A 席 6,0 0 0 円、B席
4,000円、
こども
（4歳〜中学生まで）
：各席種半額
※市民こども無料ご招待募集します。対象：4歳以上〜
中学生まで600名（抽選）。申込：往復ハガキまたは
HPより。
詳細はHPまで。

世界の愛唱歌を中国語で歌おう公開講座

11月11日（木）、25日（木）、12月2日（木）、9日（木）、
16日（木）、1月13日（木） 19：00開演
11月24日（水）、12月8日（水）、15日（水）、
1月12日（水） 17：30開演
会場／中原市民館 会議室
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

第255回例会
＜私の選んだドイツ・オーストリア3大Bを聴く＞
11月29日
（月） 13：00開場 13：30開演
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第１番、
ブラームス：
大学祝典序曲、
ブルックナー：交響曲第７番
出演／お話:加藤文夫
第256回例会
＜＃22〜今が旬のヴァイオリニストを聴く＞
12月24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

オペラを楽しむ

ロッシーニ作曲<セビリャの理髪師>
11月25日、
12月9日、
23日、
1月13日、
27日 全木曜日
9：55開場 10：10開演
出演／小原伸一
料金／全席自由 12,500円
（全5回）
名画が語る音楽 ベル・エポックから20世紀
サロンから生まれた音楽と美術
サティ〜ベル・エポックのカフェとサロン
12月6日
（月） 13：15開場 13：30開演
料金／全席自由 2,500円
＊Zoomによるオンライン受講可
会場・問合せ／日本女子大学生涯学習センター西生田
☎044-952-6961

大人の鍵盤ハーモニカ体験会

11月30日
（火） 10：00開演
会場／ダイニングパスタ
『マシュカ』
（南武線 稲田堤駅、
京王線 京王稲田堤駅下車）
出演／日比野綾子
問合せ／AYA ケンハモスクール ☎044-944-9349

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。

www.ongakunomachi.jp ̶

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
＊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。

◇音大で学ぶ!!コンピュータ音楽講座

「①音楽・楽譜制作講座」
11月14日
（日） 13：30開講
「②デジタル作編曲講座」
11月20日
（土） 13：30開講
会場／昭和音楽大学 南校舎4F C411教室
講師／大谷安宏
各料金／一般4,000円、
高校生以下3,000円
＊各回定員15名
（7名以上で開講）
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇2時間で学ぶ作曲家2021
〜ブラームスとドヴォルジャーク〜

第3回 ドヴォルジャーク第1章
『チェコの音楽家からヨーロッパの音楽家へ』
11月20日
（土） 14：00開場 14：30開講
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
第4回 ドヴォルジャーク第2章
『国際的な名声に包まれて』
【演奏付／ヴァイオリン】
12月11日
（土） 14：00開場 14：30開講
料金／全席指定 一般1,800円、学生1,300円
＊小〜高校生無料
会場／昭和音楽大学 南校舎5F C511教室
講師／米田かおり
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇音楽療法講座
第2回
『歌に生き、
歌で生き
ー発声、
呼吸、
嚥下機能と音楽療法ー』

11月21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
講師／羽石英里
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
＊小〜高校生無料
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇昭和音楽大学歌曲研究所
イタリア語唱法研究部会
「イタリアルネッサンス・初期バロックの声楽作品」
11月22日
（月） 18：00開場 18：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
講師／カウンターテナー：上杉清仁
料金／全席指定 一般1,500円、
学生1,000円
申込／昭和音楽大学ウェブサイトより要事前申込

◇昭和音楽大学管弦楽団 第40回定期演奏会

11月23日
（火・祝） 13：15開場 14：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
曲目／モーツァルト：交響曲第35番《ハフナー》、マー
ラー：交響曲 第1番
出演／指揮：時任康文
料金／全 席 指 定 S席2,000円、A 席1,500円、学生
（A席のみ）
1,000円

〈4〉

◇昭和ウインド・シンフォニー
第22回定期演奏会

12月5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／J.デイヴ：交 響 曲 第1番「悪 魔 の 聖 書」 他 全 曲
日本初演
出演／指揮：福本信太郎
料金／全席指定 一般1,800円、
学生1,000円

藤原歌劇団Quattro Aria
クリスマスコンサート2021

12月5日
（日） 14：00開場 14：30開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール
出演／テノール：笹岡慎一郎、黄木透、バリトン：和下田
大典、
大塚雄大
料金／全席指定 一般3,500円、
学生1,000円
問合せ／プレルーディオ
☎044-953-2105

音楽芸術運営学科 アートマネジメントコース
企画制作演習公演 Vol.2
「Cinema Jazzージャズピアノでたどる、
名作
の数々ー」

12月9日
（木） 17：30開場 18：00開演
会場／昭和音楽大学 南校舎5階 ユリホール
出演／ピアノ：秋田慎治、ベース：安ヵ川大樹、ドラム：
海野俊輔、
ヴォーカル：akiko
料金／全席指定 一般3,000円、
学生1,500円
問合せ／アートマネジメントコース企画制作室
☎044-959-5121
（平日10時〜17時）

◇第46回メサイア

12月11日
（土） 14：15開場 15：00開演
会場／昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出演／指揮：時任康文、
ソプラノ：米田七海、
アルト：菊池
未来、
テノール：西山広大、
バス：田中大揮、
管弦楽：昭和
音楽大学管弦楽団、
合唱：昭和音楽大学合唱団
料 金 ／全 席 指 定 S席2,700円、A 席2,200円、B席
1,700円、
学生
（B席のみ）
1,000円
＊公演時間を2時間に短縮して開催

◇テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
第九演奏会

12月29日
（水） 14：00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／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付」他
出演／指揮：星出豊、ソプラノ：廣田美穂、アルト：北薗
彩佳、テノール：井出司、バス：市川宥一郎
料金／全 席 指 定 S席5,000円、A 席4,000円、B席
3,000円、
学生
（B席のみ）
1,500円

文化芸術活動応援事業
（会場使用料等助成）

期

間／令和4年3月31日
（木）
までに実施される

もの（要事前申請）。
助成額／施設使用料及び付帯設備使用料の合計
（実費）
の2分の1の額
（上限あり）
申請受付期間／令和4年2月28日（月）まで
※先着順。
予算の上限に達した時点で終了。
問合せ／川崎市文化財団
☎044-544-9641
詳細は左記のQRコードより

動 画 配 信
かわさきジャズ2021
Senzoku Jazz Heritage Vol.3
“Never Stop The Music
託 …託児あり

未

…未就学児入場可

11・12月号の情報は10月22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1月10日発刊号は、2022年1月11日から3月15日までの情報を掲載する予定。情報をお寄せください！
（11月12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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おんまち新CMがtvkで放送中！
！

今年のおんまちのCMテーマは親子でエンジョイ
ミュージック
「ドレミファ♪ミュートン」
「音楽のまち・かわさき」で子育て中の親子にご出
演いただきました。
音楽は、カワサキストリートミュージックバトル
10のグランプリ 澪さんの
「Step by Step」
。
撮影は、
小黒恵子童謡記念館での
「やさしい童話と
童謡」
の中で行われました。
「音楽に触れる！」
「音楽で遊ぶ！」
子どもたちの楽しそうな様子が伝わりますね！
ランプリ 澪
KSMB10 グ

撮影の様子

問合せ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
能「養老 水波之伝」観世銕之丞
（撮影：前島写真店）

入場料（全席指定）
：各部 正面席 4,500円、
脇正面・中正面席 4,000円
・中正面エリアのみ選択可。
25歳以下の方。
U25 3,000円 ※脇正面
来場時に生年月日のわかる身分証明書をお持ちください。
第二部

16 15

時
時

かず のり

00 30

分開場
分開演

︻ふねふな︼

問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール ☎044-520-0100

の

＊11月26日・27日に東京芸術劇場公演あり
（問合せ／☎0570-010-296）

たか

曲目／サン=サーンス：交響曲第3番
「オルガン付き」

︻うきふね さいしき︼

秋山和慶

彩色

洗足学園音楽大学
（指揮：秋山和慶）

舟ふな

ひさ

久 ︵観世流銕仙会︶

国立音楽大学（指揮：原田慶太楼）

曲目／コープランド：バレエ音楽
『ロデオ』
より
4つのダンスエピソード
バーンスタイン：
『ウェスト・サイド・スト
ーリー』
より「シンフォニック・ダンス」
レブエルタス：センセマヤ

狂言

ざわ

14:30開場 15:00開演

高野 和憲 ︵和泉流︶

う

沼尻竜典

原田慶太楼

浮 舟

能

鵜澤

交響曲第6番「悲愴」

（土）

時 分開場
時 分開演

12月19日
（日） 会場：川崎能楽堂

曲目／チャイコフスキー：

12 /4

00 30

川崎市定期能

桐朋学園大学（指揮：沼尻竜典）

大友直人

第一部

曲目／チャイコフスキー：交響曲第5番

13 12

︻がんだいみょう︼

東邦音楽大学（指揮：大友直人）

まん さい

14:30開場 15:00開演

むら

（火・祝）

の

11/23

第124回

︻ようろう すいはのでん︼

※通し券は、東京芸術劇場で開催される2公演を含みます。

水波之伝

の じょう

全席指定1回券1,000円、通し券3,000円

雁大名

てつ

2022年3月には各大学の選抜メンバーによる合同オーケストラも予定しています。
どうぞお楽しみに。

ミューザ川崎シンフォニーホール

狂言

ぜ

首都圏9音楽大学と2つの公共ホールが連携して
若手演奏家の交流・育成を図ります。

野村 萬斎 ︵和泉流︶

かん

観世 銕之丞 ︵観世流銕仙会︶

第12回

養 老

能

音楽大学オーケストラ・
フェスティバル2021

☎044-544-9641

能「浮舟 彩色」山本順之
（撮影：吉越 研）

●11月12日
（金）
10：00より発売
●販売方法

川崎能楽堂

TEL：044-222-7995（受付時間10時〜17時／水曜定休）
窓口：川崎市川崎区日進町1-37（受付時間10時〜17時／水曜定休）
※窓口は翌日10時〜販売いたします。
カンフェティ TEL：0120-240-540（平日10時〜18時）
WEB：川崎市文化財団のホームページよりご確認ください。
（24時間対応※初日は10時〜）

●日時：12月11日
（土）14時〜16時

定期能をより楽しむための ●講師：表きよし（国士舘大学教授）
鵜澤 久（観世流銕仙会・シテ方）
事前講座
＊チケット購入者が対象。料金無料。

＊
『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 柏最木終由回紀に子あさたりん、から
坂本九 生誕80周年」 メッセージをいただきました。
vol.5

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。

2021年 坂本九の生誕80周年の年に、生まれ
育った川崎市と川崎フロンターレの皆様に、色々
な企画をして頂けましたこと、
とても感謝しておりま
す。
これからも川崎出身のエンターテイナーとして
市民の皆様に坂本九を愛し続けて頂けますことを
願っています。
柏木由紀子
©坂本九音楽事務所

坂本九さんのいつまでも変わらない笑顔と素敵な音楽とともに、
まだまだ続きます。
かわさき区ビオラコンサート

（坂本九さん生誕記念コンサート）
●12月8日
（水）12:10開演
●会場／アクトスタジオ

「坂本九ちゃんの九里
（クリ）
饅頭」

●12月4日
（土）
〜26日
（日）9:00〜17:00
●会場・問合せ／東海道かわさき宿交流館

●問合せ／新丸子「菓心 桔梗屋」

＊詳細は3ページに

☎044-722-2755

問合せ／市民文化振興室

第150回

ミューザ川崎シンフォニーホールが発信する
「歓迎ソング」
の第2弾リモート合唱動画が完成。
かわさきミュートンと一緒に、色々な国の
「こんにちは＆ありがとう」
を紹介します。
ピアノ伴奏／小川典子

あさお芸術のまちコンサート
ユニヴァーサル 〜F o r Yo u〜
●日時／11月21日
（日）12：30〜15：10
●会場／新百合トウェンティワンホール

入場無
先着

中から こんにちは
界
世 して ありがとう
そ

☎044-280-7321

☎044-200-3725

ミューザ川崎シンフォニーホール委嘱作品

作詞・作曲／菅野由弘

坂本九生誕80周年記念展
〜九ちゃん 笑顔のふるさと

（年内販売予定）

〇ホールコンサート
12：30開場 13：30開演
曲目／プリンク！プランク！プルンク！、
見上げてごらん夜の星を、
コパカバーナ、
パプリカ 他
出演／麻生市民館 麻生青年教室、
ケニチロカルテット、
バン
ビーニ、
タップ イン ナ ジャズ
＊坂本九生誕80周年記念事業と連携

〇ミニコンサート
❶12：30開演 ❷12：55開演 ❸14：40開演
会場／A会場：地下１階ロビー、B会場：ホールホワイエ
曲目／「アルルの女」よりメヌエット、
フォスター・メドレー、
星に願いを、愛の讃歌、いのちの歌 他
出演／フルート＆ハープ:ストレスフリー、
フルートアンサン
ブル:フォーチル

〇あさおパラアート展
会場／ホールホワイエ
出展／県立麻生養護学校高等部アートコース 美術グルー
プ（アトリエ・アンカラ）、音楽グループ（アンサンブル
あさお）、麻生市民館 麻生青年教室、川崎授産学園、
特定非営利活動法人ぶらりば、
かわさきミュージック
チャレンジ
＊12月25日
（土）
第151回コンサートの詳細は2ページに

問合せ／ミューザ川崎シンフォニーホール ☎044-520-0100

問合せ／麻生区役所地域振興課

料

200名

☎044-965-5116

