
4月

昭和音楽大学
テアトロ・ジーリオ・ショウワ 昭和音楽大学 ユリホール 麻生市民館 大ホール

川崎市アートセンター
アルテリオ小劇場／アルテリオ映像館 新百合21ホール

多摩市民館 大ホール

 0歳からのコンサート     
7日　　　　　  新百合ヶ丘エルミロード
　　　　　　　　1階吹き抜け広場

13日、14日、5/2日　新百合ケ丘駅南口
　　　　　　　　ペデストリアンデッキ

17：30～

アルテリッカ演芸座　
近未来名人寄席①　
ゲスト：三遊亭小遊三 13：00～

アルテリッカ演芸座　
こども寄席

13：00～

東京交響楽団 二大名曲
16：00～

藤原歌劇団公演

プッチーニ作曲 オペラ全2幕

〈字幕付き原語上演〉

指揮：沼尻竜典　ピアノ：牛田智大

小森谷巧と仲間たちによる

「蝶々夫人」 坂本長利 独演劇

「土佐源氏」

第7回川崎郷土・市民劇

「日本民家園ものがたり」

人形劇団ひとみ座
創立70周年記念公演第三弾

「どろろ」

「あなたが愛したスタンダード
 ～佐山雅弘に捧ぐ～」

「詩はうたに恋をする」
谷川俊太郎＋DiVa 
～詩と音楽のコンサート～

落語・腹話術・太神楽・工作芸・寄席囃子など

国府弘子プロデュース27日　15：00～
28日　15：00～

11日　14：00～
12日　14：00～

スターダンサーズ・バレエ団公演

「シンデレラ」全2幕

28日　13：00～
29日　13：00～

①10：00～
②12：10～

未来づくりコンサートVol.2
跳躍中！期待の俊英たち

小山太郎トリオ＆東儀秀樹  ほか

14：00～

室内楽名曲コンサート
18：00～

17：00～

18：00～

昭和音楽大学アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.1

2014年 藤原歌劇団公演「蝶々夫人」 ©公益財団法人日本オペラ振興会

スターダンサーズ・バレエ団「シンデレラ」 ©Naoto Iijima/A.I Co.,Ltd.

©Masashige Ogata

音彩～マリンバが魅せる無限大の可能性～

初めてのクラシックコンサートVol.2

14：00～

人間国宝の競演

「友枝昭世と山本東次郎の至芸」
山の音楽舎

「うたのたね
 ～おんがくのはじまり～」14：00～

藤原歌劇団Quattro Aria
スプリングコンサート2019

14：00～

16：00～

5月

4月

5月

20日
（土）

21日
（日）

27日
（土）

28日
（日）

29日
（月・祝）

20日
（土）

21日
（日）

27日
（土）

28日
（日）

29日
（月・祝）

1日
（水・祝）

5日
（日・祝）

6日
（月・振休）

11日
（土）

12日
（日）

2日
（木・休）

3日
（金・祝）

4日
（土・祝）

1日
（水・祝）

5日
（日・祝）

6日
（月・振休）

11日
（土）

12日
（日）

2日
（木・休）

3日
（金・祝）

4日
（土・祝）

　アルテリッカとは、イタリア語のarte（芸術）とricca（豊かな）を合わせた「豊かな芸術」という意味の造語

です。川崎市北部は芸術家や芸術に造詣の深い方々が多く在住し、様々な芸術活動が根付いています。また

駅周辺は昭和音楽大学のオペラ劇場や川崎市アートセンターなど9つのホールを持つ、全国でも例を見ない

芸術文化の拠点となっています。2009年5月に、地域の力で芸術を創り、育てようと始まった総合芸術祭で

あるアルテリッカしんゆりは、今年でいよいよ11回目を迎えます。

　芸術・文化のまちづくりの更なる推進に、まち全体の活力を引き出し、地域からの盛り上がりを演出していきます。

　昨年に引き続きクラシックベースで企画。クラシック音楽を代表する器楽ヴァイオリン、ピアノ、そして歌で構成

しました。大学内で推挙された今伸び盛りの面々が出演します。

　　会場で皆様方の寄付を募り、将来あるアーティストたちの飛躍を応援するプログラムです。ご声援よろしくお

願い申し上げます。

～申し込み方法～

往復はがきに住所、氏名、希望人数（1枚につき2名まで、未就学児不可）を返信面に記入し下記に郵送。〔〆切り：3月8日（金）必着〕

定員300名　 応募多数の場合は抽選になります。抽選結果は3月下旬の返信はがきの発送をもってお知らせします。

申 込 み 先 　〒215-0004 川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合21ビルB2　アルテリッカしんゆり実行委員会

お 問 合 せ 　アルテリッカリッカしんゆりチケットセンター　TEL 044-955-3100

【日時】 4/20（土）　13:30 開場　14:00 開演

【会場】 昭和音楽大学 ユリホール　

【料金】 無料（要事前申し込み）  ※会場で寄付のご協力をお願いします。

【出演】

5月

関連イベント

音もdeアルテリッカ

5月

4月

3月

宮前市民館 大ホール

宮前落語会

彦いち・白酒・談笑  三人会 14：00～

10日  18：30～、11日・12日  14：00～

5月

200 名のアートボランティアが、この芸術祭「アルテリッカしんゆり」を支えて

います。主な活動はおもてなしの心いっぱいのホール運営、駅前インフォメー

ションセンター、そして楽しい着ぐるみパフォーマンスや演奏が行われる屋外

イベントの開催、広報・美術サポートなど。

アルテリッカしんゆりではアートボランティアを募集して

います。詳細は、ボランティアが運営するサポートサイトに

お問合せください。

あなたも「芸術によるまちづくり」に参加しませんか。

アートボランティア募集中！

わいわいガヤガヤ、楽しみながら盛り上げよう！

〈インターネット〉 〈 〉
A

B

C

D

E

A

B

E

C

D

〈 〉

アルテリッカしんゆりチケットセンター（24時間対応）

川崎市アートセンター
（9:00～19：30／毎月第2月曜除く、ただし祝日の場合は翌日）

多摩区会場
（小田急線向ヶ丘遊園駅北口より徒歩5分）

宮前区会場
（東急田園都市線宮前平駅北口より徒歩10分）

新百合21ホール （10：00～17：00）

マイタウンチケットセンター 
（新百合ヶ丘マプレ「写真工房 彩」内 9：00～21：00／不定休）

昭和音楽大学チケットセンター
（昭和音楽大学南校舎内 10：00～18：00／12：00～13:00および土・日・祝を除く）

昭和音楽大学北校舎
（10：00～18：00／12：00～13:00および土・日・祝を除く）

アルテリッカしんゆりチケットセンター

（10：00～17：00／土・日・祝を除く、ただし2/2、2/3は営業、
  4/1からは毎日営業）

お問合せ：川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2019実行委員会事務局
TEL. 04 4-952-5024　FA X. 04 4-955-3212

TEL. 044-955-3100

http://www.artericca-shinyuri.com/

★お近くのセブンイレブンでもお買い求めいただけます。

ファビュラス・レビュー・
ボーイズ Vol.21

アート市 in アルテリッカ

フードフェス in アルテリッカ

プレイベント

ジャズ・ポピュラーライブ
2019若きアーティストたちの響演

「映像のまち・かわさき」フェスティバル
inしんゆり　

14：00～

13：00～

新百合21ホール

川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
※詳細は中面をご覧ください

※詳細は中面をご覧ください

川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

アルテリッカ
新ゆり美術展2019

カンヌ国際映画祭パルムドール展

10：00～18：00
※最終日は16：00まで新百合21ホール

新百合21ホール

新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ

川崎市アートセンター前

14日
（日）

13日
（土）

16日
（土）

2日
（木・休）

21日
（日）

4日（月）

10日（日）
～

10日（金）

12日（日）
～

3月

19日（金）

7日
（日）

14日
（日）

13日
（土）

5/2日
（木・休）

21日（日）
～

27日（水）

31日（日）
～

4日
（土・祝）

3日
（金・祝）

6日
（月・振休）

5日
（日・祝）

4月

川崎市アートセンター

麻生市民館大ホール
Odakyu OX

コナカ

横浜銀行

［北口］

［北口］

いなげや
宮前区役所

宮前警察署

ロイヤルホームセンター

富士見台
小学校

GS

麻生区役所

イオン

小田急線

小田急線

オーパ

ホテルモリノ

エルミロード

横浜銀行

マプレ専門店街

りそな
銀行

イトーヨーカドー

麻生消防署

←至町田 至新宿→

麻生小学校

昭和音楽大学北校舎

新百合ヶ丘駅

向ヶ丘遊園

宮前平

昭和音楽大学南校舎
テアトロ・ジーリオ・ショウワ
ユリホール

新百合21ホール

マイタウン
チケットセンター

アルテリオ小劇場

アルテリオ映像館

スタジオ・リリエ

多摩市民館

宮前市民館

ARTERICCA 折パンフレット表紙面　190108

2019

2019

川崎市多摩市民館 大ホール
多摩区総合庁舎内にありプロのコンサートから
演奏会、合唱コンサート、バレエなど市民芸術活
動の場としてひろく活用されている。908名収容。

多摩区登戸1775-1

川崎市宮前市民館 大ホール
本格的なコンサートから演芸まで様々なイベン
トが開催されている。910名収容。

宮前区宮前平2-20-4

9

昭和音楽大学 スタジオ・リリエ
本格的な音響、照明設備と可動式客席を備え、
多様な公演への対応が可能なシューボックス型
スタジオ。264名収容。

麻生区万福寺1-16-6　昭和音楽大学北校舎5F

川崎市アートセンター
（アルテリオ小劇場、アルテリオ映像館）

小規模ながら広さ十分の舞台と195席のアルテ
リオ小劇場 、ゆったりと映画を鑑賞できる111席
のアルテリオ映像館やコラボレーションスペース
を持ち、ワークショップを開催するなど地域の芸
術活動の拠点となっている。

麻生区万福寺6-7-1

川崎市麻生市民館 大ホール
様々なジャンルのコンサートや舞台芸術に対応
する多目的ホール。市民の盛んな芸術活動の場と
して広く利用されている。1,010 名収容。

麻生区万福寺1-5-2 

新百合21ホール
新百合ヶ丘駅から徒歩２分の多目的ホール。講
演会、ダンス、映画上映会、結婚披露宴、展示即
売会、ギャラリーなど幅広い用途で利用されて
いる。450名収容。

麻生区万福寺1-2-2 新百合21ビルB2 

昭和音楽大学 ユリホール
小規模のリサイタルや室内楽に最適なシューボッ
クス型ホール。上品で落ち着いた雰囲気が、訪れ
る人々の心にゆとりを与えてくれる。359名収容。

麻生区上麻生1-11-1 昭和音楽大学南校舎5F

昭和音楽大学 
テアトロ・ジーリオ・ショウワ
国内ではめずらしい馬蹄形客席の、本格的なオ
ペラ劇場。日本でもトップクラスの水準を誇る設
備と機能を持つこの劇場では、オペラ、バレエ、コ
ンサート等が上演されている。1,367名収容。

麻生区上麻生1-11-1

21

3

4

5

6

7

8

←至町田 至新宿→

←至長津田 東急田園都市線 至渋谷→

BBB NAKAMA FES 
in KAWASAKI

15：30～

小田急小田原線

1

1 2 4

9

8

367

2

3

6 7

4

向ヶ丘遊園 駅

宮前平 駅

新百合ヶ丘 駅
←至町田 至新宿→

北口

北口

北口

南口

9

● オーパ

駅前
インフォメーション
センター

● ホテルモリノ

ペデストリアンデッキ

イオン ●

麻生区役所 ●

● エルミロード
● イトーヨーカドー

● 富士見台小学校

りそな銀行 ●
みずほ銀行 ●

三井住友信託銀行 ●

● 

川
崎
信
用
金
庫

● 

横
浜
銀
行

● Odakyu OX

● JAセレサ川崎

5

8

東急田園都市線
←至長津田 至渋谷→

至新
宿→

日本映画大学シネマ列伝Vol.6

パルムドール特集

4/20（土）～4/26（金）
※4/22（月）は休館

アルテリッカ演芸座　
近未来名人寄席②
ゲスト：林家木久扇 13：00～

劇団民藝

「夏・南方のローマンス」
13：00～

14：00～

フルート・デュオ コンサート
工藤重典＆清水信貴

和太鼓梵天コンサート2019

14：00～

立川志の輔独演会

2019

 ～昭和音楽大学同伶会とともに～

2019若きアーティストたちの響演

2019若きアーティストたちの響演

14：00～昭和音楽大学 ユリホール

 ～昭和音楽大学同伶会とともに～

「START OUT!」
ミュージカルショーケース

①13：00～
②16：00～

昭和音楽大学
北校舎スタジオ・リリエ

 ～昭和音楽大学同伶会とともに～

＊各日14：15～作品解説あり

17：30～

14:00～
Jazz Japonesque
ジャズジャポネスク

＊各日13：40～プレトークあり

トリオ・リベルタ コンサート 3日　11：00～
4日　11：00～

★リラックス公演：3日　14：00～

劇団なんじゃもんじゃ

「ベッカンコおに」
11：00～

アルテリッカしんゆり2019公式ホームページ：

公演詳細やニュース等、情報はこちらで！　

www.artericca-shinyuri.com/

アルテリッカ 検 索

フェイスブック、ツイッターも！

公演の裏側や準備風景など日々更新！　

フェイスブック

ツイッター

～みんな大好き！食べ物のうた大特集！！
パートII～

アルテリッカ 検 索

Design： タイガー&デザイン

アルテリッカサポートサイト

主催：川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2019実行委員会　

共催：川崎市　川崎市教育委員会　

後援：「音楽のまち・かわさき」推進協議会　

　　　NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり

劇
場
で
40
公
演

芸
術
に
浸
る
黄
金
週
間

川崎・しんゆり芸術祭

4.20 5.12
しんゆり2019

sat sun

はじ

跳躍中！期待の俊英たち―昭和音楽大学より推挙―

Vol.2

アルテリッカサポートサイト　

http://artericca-support.com/

ヴァイオリン：淵野日奈子（学4） ピアノ：中村優似（院１）　 ソプラノ：今牧 香乃（院１） メゾソプラノ：杉山沙織（院１） バリトン：岩美陽大 （院１）

※年次は2019年1月時点

大谷康子がこどもの日に贈る楽しい音楽との出会い

「演奏体験コーナー」では子供たちも舞台上で演奏に参加♪
おん



ARTERICCA 折パンフレット中面　190108

※チケット 価格は税込み　※子ども＝4歳～中学生　※学生＝小学生～大学生　※親子ペア＝大人1人、子ども1人　※年齢制限表記のない公演への未就学児のご入場はご遠慮ください。　※公演詳細情報にはユニバーサルフォントを使用しています。Music Barではドリンク・軽食を販売しております。飲食の持ち込みはご遠慮ください。

藤原歌劇団に受け継がれる

日本の様式美溢れる名舞台

悠久との融合【ジャズ・ジャポネスク】

4/27（土） 4/28（日） 
14：00開場　15：00開演 ＊各日14：15より作品解説あり
昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

名演出家・粟國安彦が遺した演目を、今勢いのある出演者たちで上演。

主演には、藤原歌劇団公演「ナヴァラの娘」のアニタ役でも大好評を得た小林厚

子、そして新進気鋭の迫田美帆が初登場。藤原歌劇団に受け継がれる息をのむ

ほど美しい「蝶々夫人」をお届けします。

【指揮】鈴木恵里奈【演出】粟國安彦【再演演出】馬場紀雄

【合唱】藤原歌劇団合唱部 【管弦楽】テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ

【蝶々夫人】小林厚子（4/27）／迫田美帆（4/28）

【ピンカートン】笛田博昭（4/27）／藤田卓也（4/28）

【シャープレス】牧野正人（4/27）／市川宥一郎（4/28）

【スズキ】鳥木弥生（4/27）／但馬由香（4/28） ほか

【指揮】沼尻竜典　　【ピアノ】牛田智大　　

【管弦楽】東京交響楽団

【曲目】チャイコフスキー：『白鳥の湖』より「ナポリの踊り」「スペインの踊り」

　　　「ハンガリーの踊り（チャルダッシュ）」

　　　ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 Op. 18　

　　　ドヴォルザーク : 交響曲第9番 ホ短調 Op. 95 「新世界より」 

【解説】馬場あき子

【狂言】「月見座頭」山本東次郎 ほか

【能】「葵上」友枝昭世 ほか

【アフタートーク】馬場あき子、山本東次郎、友枝昭世

【太鼓】梵天　【特別ゲスト】舞太鼓あすか組　

【篠笛・筝】仲林利恵　【尺八】瀧北榮山　【津軽三味線】岩田桃楠　【ピアノ】永井みなみ

【曲目】赤道演舞、獅子王、廻向２、 新曲「六道輪廻」 ほか（予定）

(全席指定)S席 12,800円／A席 9,800円／B席 6,800円／C席 3,000円 

プッチーニ作曲　オペラ全２幕＜字幕付き原語上演＞

小山太郎トリオ ＆ 
Special Guest 東儀秀樹 with 伊丹雅博

「蝶々夫人」藤原歌劇団公演

毎年大好評を博している、

二人の人間国宝による豪華競演5/3（金・祝）
13：30開場　14：00開演 
麻生市民館 大ホール 今回お送りする演目は、深い人間洞察に基づいた狂言の

名曲「月見座頭」と、源氏物語を題材に描かれた能の人気

曲「葵上」。 歌人・馬場あき子さんによる丁寧な解説と、普

段なかなか聞くことのできない出演者によるアフター

トークもご好評をいただいています。

（全席指定）SS席 6,000円／S席 5,000円

人間国宝の競演　

「友枝昭世と
山本東次郎の至芸」

2014年 藤原歌劇団公演「蝶々夫人」 ©公益財団法人日本オペラ振興会

狂言「月見座頭」山本東次郎　撮影：神田佳明

©Ariga Terasawa

©T-TOC RECORDS

©ryupinas

©深掘瑞穂©深掘瑞穂

©Naoto Iijima/A.I Co.,Ltd.

5/11（土） 5/12（日） 
13:15開場　14 :00開演 

スターダンサーズ・バレエ団公演

「シンデレラ」 全2幕

二大名曲

くすっと笑えてほろっと泣ける、

現代社会にも通じる

ストーリー・バレエの決定版

＊各日13：40よりプレトークあり
昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

5/6（月・振休）
15：30開場　16：00開演 
昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

おなじみのストーリーにちょっぴり現代的な解釈を加

えたスターダンサーズ・バレエ団の人気作品「シンデレ

ラ」が、6年ぶりにアルテリッカに帰ってきます。辛いこ

とがあっても優しい心を持ち続けたシンデレラに訪れ

る奇跡とは。観た後にはきっと心が温かくなる、感動の

ステージをお贈りします。

国内外で実力を轟かせる沼尻竜典の指揮による「新世界より」と、浜松国際

ピアノコンクール第2位及び聴衆賞、ワルシャワ市長賞で会場を沸かせた若

き天才ピアニスト牛田智大によるラフマニノフをお届けします。躍進著しい

東京交響楽団とのシンフォニックなケミストリーをお楽しみください。

(全席指定)SS席9,500円（子ども6,500円）
　　　　　S席9,000円（子ども6,000円）
　　　　　A席6,000円（子ども4,000円）
　　　　　B席3,000円（子ども2,000円）
　　　　　学生券2,500円（座席選択不可）
※3歳以下入場不可
※学生券はスターダンサーズ・バレエ団WEBチケットのみ
　で取り扱い。

馬場あき子 山本東次郎 友枝昭世

牛
田
智
大

沼
尻
竜
典

辻喜久栄 松本真昭

和下田大典 中畑有美子 ゲスト：吉柳咲良

西
久
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友
広
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太
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外
囿
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淵野日奈子 今牧香乃 杉山沙織 岩美陽大中村優似

国府弘子

谷川俊太郎 DiVa

大坂昌彦 本田雅人 ウィリアムス浩子

(全席指定)S席 5,000円／A席 4,000円／B席 3,000円

【出演】小山太郎トリオ：小山太郎(ds)、田中裕士(p)、石川隆一(b)

　　　東儀秀樹(雅楽師)、伊丹雅博(g) 

【曲目】枯葉（ジョゼフ・コズマ）

　　　My Favorite Things（リチャード・ロジャース)

　　　Naima （ジョン・コルトレーン）、Spain (チック・コリア)

　　　Libertango (アストル・ピアソラ)、Oblivion (アストル・ピアソラ)

　　　 I Just Called To Say I Love You (スティーヴィー・ワンダー)

　　　Vera Cruz （ミルトン・ナシメント） ほか（予定）

Jazz Japonesque

4/21（日）
13：30開場　14：00開演 
昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

小山太郎ジャズ・トリオにスペシャルゲストとして東儀秀樹を迎え、

スタイリッシュな音楽のプラットフォーム＜ジャズ＞と、日本の伝統

楽器・篳篥（ひちりき）が奏でる悠久のサウンドが融合。様々なジャン

ルの楽曲を日本独自の音楽へと昇華してお届けします。

(全席指定)S席 5,000円／A席 4,000円／B席 3,000円

BBB NAKAMA FES in KAWASAKI

川崎でBBB NAKAMAFESを開催！

去年、練馬で開催されたNAKAMA FES！今年は、ストリートダンスで川崎市を盛り

上げるため、川崎市とBeat Buddy Boiがタッグを組みます！ Beat Buddy Boiだ

からこそできる【DANCE】【MUSIC】【LIVE】【STAGE】が融合したスペシャルイベン

トを開催！！お楽しみに！

4/27（土） 14：30開場　15：30開演 
麻生市民館  大ホール

和太鼓梵天コンサート2019
4/29（月・祝）15：30開場　16：00開演 
麻生市民館 大ホール5/4（土・祝）　13：30開場　14：00開演 

麻生市民館 大ホール

常に挑戦を続ける梵天が新曲を初披露！

世界で絶賛されている奈良のあすか組が

梵天公演に初参加！ 
和太鼓界において唯一無二の音の世界観を誇る梵天は、海外での活躍の機会が

年々増え続けています。本公演で久しぶりの大太鼓曲「六道輪廻」を世界初披露。

大迫力の演奏を生でお楽しみください。また、世界で大活躍している日本を代表

する太鼓チーム「あすか組」から2名が梵天公演に初参加決定！ さらに今年の新

曲「赤道演舞」にダンスグループが参加するなど盛りだくさんでお届けします。

(全席指定)5,000円 

【音楽】セルゲイ・プロコフィエフ　

【演出・振付】鈴木稔　

【指揮】田中良和

【管弦楽】テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ

【出演】スターダンサーズ・バレエ団

2019

ジャズ・ジャポネスク

【作】木下順二　

【演出】丹野郁弓

【出演】桜井明美、中地美佐子、伊藤孝雄、小杉勇二、

　　　齊藤尊史、塩田泰久 ほか

劇団民藝

「夏・南方のローマンス」

5/6（月・振休）
12：30開場　13：00開演 
麻生市民館 大ホール

木下順二の劇世界があらたに描かれます

戦争責任の問題を終生のテーマとして追及した劇作家・木下順二。

壮大な構想のもとに描かれ宇野重吉演出により初演された今作

に、丹野郁弓の清新な演出でふたたび挑む。木下戯曲の核心である

人間愛を劇団民藝の新たな世代が引き継ぎ上演します。

（全席指定）5,000円

【出演】坂本長利

【出演】林家彦いち、 桃月庵白酒、 立川談笑

坂本長利 独演劇

宮前落語会

「土佐源氏」

4/28（日）4/29（月・祝）
12：30開場　13：00開演 
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

上演1200回を超える独演劇の金字塔！

民俗学者・宮本常一が高知県にて聞き書きした盲目の元馬喰

（牛馬売買人）の一代記を、坂本長利が舞台化。初演の1967年か

ら半世紀、国内外での上演回数は1200回を超える。89歳にして

凄まじい迫力で展開される70分の独演劇は、必見のステージ！

（全席指定）一般3,500円／学生2,500円

第7回川崎郷土・市民劇

「日本民家園ものがたり」

5/10（金）

5/12（日）

多摩市民館 
大ホール

壮大なロマンを実現させた男のドラマ
川崎の歴史や人物を題材に、市民の手で上演してきた市民劇第7

弾。国内外から多くの来場者をあつめる「日本民家園」開園50周年

（2017）の節目にあたって、その知られざる誕生秘話を描きます。

指定席3,600円（前売のみ） 自由席2,900円
親子券（大人1人、小中学生1人）3,500円／学生・障がい者1,000円
※当日券は各300円増

トリオ・リベルタ コンサート

トリオ・リベルタ結成のきっかけを作ったピアソラの楽曲を中心に、古典タンゴ

からタンゴにアレンジされた名曲の数々を披露。ほとばしる情熱と哀愁を帯びた

タンゴの魅力を存分に味わえます。

（全席指定）3,500円

【曲目】ロドリゲス：ラ・クンパルシータ／ガルデル：我が懐かしのブエノスアイレス／ベラス

ケス：ベサメ・ムーチョ／プッチーニ：星は光りぬ／ピアソラ：バンドネオン／ピアソラ：リベ

ルタンゴ／ピアソラ：フーガと神秘  ほか（予定）

石田泰尚（ヴァイオリン）、中岡太志（ピアノ、ヴォーカル）、松原孝政（サクソフォン）

ジャズピアニスト佐山雅弘氏追悼コンサート

トリオ・リベルタ渾身のタンゴ！！

川崎を愛し、川崎に愛されたジャズピアニスト佐山雅弘氏（2018年11月逝去）を偲

び、彼と親交の深かった音楽仲間が集結。国府弘子プロデュースで彼の愛した名スタ

ンダード曲が奏でられるスペシャルなコンサート。

【出演】国府弘子（ピアノ、プロデュース）、大坂昌彦（ドラム）、本田雅人（サクソフォン） 

　　　ウィリアムス浩子（ボーカル） ほか

【曲目】スマイル、ワルツ・フォー・デビイ、私のお気に入り、

　　　スリー・ビューズ・オブ・シークレット ほか（予定）

「あなたが愛したスタンダード
 ～佐山雅弘に捧ぐ～」

国府弘子プロデュース

4/28（日） 16：30開場　17：30開演 
新百合21ホール

（全席指定）テーブル席（1ドリンク付き） 4,500円／階段席（飲食不可） 3,500円

谷川俊太郎の朗読と、現代詩をうたうバンドDiVaのコンサート

詩人・谷川俊太郎による詩の朗読と、ワン＆オンリーな音楽性で注目を集める

DiVa(ディーバ)。20年以上に渡り全国各地で繰り広げられてきた、日本語の豊か

さに包まれるコラボレーション。

「詩はうたに恋をする」
谷川俊太郎＋DiVa ～詩と音楽のコンサート～

4/29（月・祝） 16：30開場　17：30開演 
新百合21ホール

（全席指定）テーブル席（1ドリンク付き） 4,000円／階段席（飲食不可） 3,000円

多
摩
区
公
演

アルテリッカ演芸座10周年

彦いち・白酒・談笑　三人会

落語界の若手精鋭たちの登場！

宮前区での競演が実現！

5/2（木・休）13：30開場　14：00開演 
宮前市民館 大ホール

立川志の輔 独演会

古典、新作を問わず独自の世界を展開する

立川志の輔による独演会

落語ファンはもとより、初心者でも聴きやすい、独自の視点でつくりあげる志の輔

落語の世界にお連れします。志の輔ワールドを心ゆくまで御堪能ください。

4/28（日）
13：30開場　14：00開演 麻生市民館 大ホール

（全席指定）3,500円

（全席指定）3,800円

【出演】      和下田大典（うたのおにいさん）・中畑有美子（うたのおねえさん） ほか（予定）　

【ゲスト】  吉柳咲良（ピーターパン）

【曲目】      キッチンオーケストラ、たこやきなんぼマンボ、エビカニクス ほか（予定）

（全席指定）大人1,500円／子ども500円
　　　　　※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

0歳からのコンサート
～みんな大好き！食べ物のうた大特集！！ パートⅡ～

なかよし音楽隊とわくわく楽しい時間を過ごしましょう！うたのおに

いさん、おねえさんと一緒に楽しく歌えば苦手な食べものも、好きに

なるかも！？ 今回はゲストに、ブロードウェイミュージカル「ピーター

パン」から、吉柳咲良が登場！

5/6（月・振休）①  9：30開場　10：00開演 
②11：40開場　12：10開演 

新百合21ホール

（全席指定）大人2,500円／子ども（3歳～中学生）1,000円／親子ペア3,000円
　　　　　※2歳以下入場不可

初めてのクラシックコンサートVol.2

音楽のごちそう、召し上がれ！

【演出】宇佐美陽一　【舞台美術】島次郎　【構成】川中美樹　

【出演】はらだまほ　原田正俊　川中美樹

（全席自由）親子ペア2,000円／大人2,000円　※対象年齢：0～30ヶ月まで　

「うたのたね～おんがくのはじまり～」山の音楽舎

ベイビーシアターは赤ちゃんが主役であり、観客でもある、ゆったりのんびり楽し

める舞台です。 豊かな四季のある日本に伝わるわらべうたを中心に、音の“原風

景”をご一緒にお楽しみください。海外でも注目を集める赤ちゃんのための舞台

がアルテリッカしんゆりに初登場です！

★5/3（金・祝）14：00より、リラックス公演を行ないます。これは配慮が必要な

お子さんや障がいのあるお子さんと、その保護者の方を対象とした公演です。参

加に際してのご心配な点や配慮が必要なことなど、お気軽にご相談ください。お

問合せ・お申込みは直接劇場（TEL：044-955-0107）までお願いします。

（対象年齢：0～5歳、全席自由：親子ペア1,500円）

5/3（金・祝）5/4（土・祝）
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場　※2階ロビーにてご集合ください。 ちょっと不思議な まったりワールド

5/5（日・祝） 13：30開場　14：00開演 
昭和音楽大学 ユリホール

大谷康子がこどもの日に贈る楽しい音楽との出会い
「演奏体験コーナー」では子供たちも舞台上で演奏に参加♪

【出演】ヴァイオリン：大谷康子

　　　ピアノ：冨永愛子　賛助共演：Quartet SISLEY＜シスレー弦楽四重奏団＞

【曲目】ブラームス：ハンガリー舞曲第6 番 

 　　   ＜演奏体験コーナー＞ L.モーツァルト：おもちゃのシンフォニー　

　　　『千と千尋の神隠し』より「いつも何度でも」

　　　＜みんなで歌おう！＞ 杉本竜一：ビリーブ

　　　サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか（予定）

【出演】三遊亭小遊三、 横田菊枝（マジック）、 三遊亭圓丸

　　　春風亭柳太郎、 桂米多朗、 春雨や晴太

5/3（金・祝）12：30開場　13：00開演 
新百合21ホール

おかげ様で演芸座１０周年　笑１０！！

(全席指定)前売3,000円／当日3,500円 (全席指定)前売3,000円／当日3,500円

ゲスト：三遊亭小遊三

アルテリッカ演芸座

近未来名人寄席①

【出演】林家木久扇、 初音家左橋、 和田奈月（マジック）

　　　春風亭柳好、 桂米多朗、 三遊亭金かん

5/4（土・祝）12：30開場　13：00開演 
新百合21ホール

ゲスト：林家木久扇

アルテリッカ演芸座

近未来名人寄席②

スプリングコンサート2019

―昭和音楽大学より推挙―

クアットロアリアの歌声で紡ぐ日本の四季

アルテリッカしんゆり発 未来の新人アーティストを

一緒に育ててください。

多彩な顔を持つマリンバの音を

お届けします！

今回は、クアットロアリアのレパートリーである日本歌曲と

J-popで「日本の四季」をお楽しみ頂きます。4人それぞれの季節

への思いをお伝えしながら心に響く歌をお届けします。

■上映会　第５０回カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品『うなぎ』

■スペシャル対談　天願大介（日本映画大学学長/映画監督・脚本家）×

　石坂健治（日本映画大学学部長/映画祭ディレクター） 

■展示　パルムドールと他受賞トロフィー、今村監督直筆ノートなど

5/4（土・祝）
16：30開場　
17：00開演 
昭和音楽大学　
ユリホール （全席指定）前売3,000円／当日3,500円

（全席指定）前売4,000円／当日5,000円　※5歳以下無料（要身分証提示）

藤原歌劇団Quattro Aria

皆様方の寄付を会場で募り、将来あるアーティストたちの飛躍を応援するプログラム

です。ご声援よろしくお願い申し上げます。

4/20（土） 13：30開場　14：00開演 
昭和音楽大学 ユリホール

※お申し込み方法はこのパンフレット裏表紙、チラシ、公式ホームページをご覧ください。

上映13:30～
無料
※整理券12:30～
先着200名配布

跳躍中！期待の俊英たち　
未来づくりコンサートVol.2

3/16（土）
13：00～17：00
新百合21ホール

カンヌ映画祭最高賞パルムドール・トロフィーとともに

【出演】西久保友広（マリンバ）、 星出朱音（打楽器）、

　　　中野志保（打楽器）、 曲山妃奈乃（打楽器）、

　　　ゲスト出演：福本信太郎（アルトサクソフォン）、

　　　外囿祥一郎（ユーフォニアム）

【曲目】岡野貞一：ふるさと、 湯山昭：マリンバとアルト

　　　サクソフォーンのためのディヴェルティメント、

　　　   喜納昌吉：花、 三木稔：マリンバ・スピリチュアル ほか（予定）

西久保友広による魅力的なマリンバの音色はもち

ろん、特殊奏法を使った曲など、視覚でも楽しめる

コンサート。管楽器とのデュオなど、マリンバ・ファ

ンの方以外も楽しめる曲目が並ぶ。

カンヌ映画祭の最高賞にあた

るパルムドールの歴代受賞作

を、今村昌平監督の『楢山節

考』『うなぎ』受賞トロフィーを

展示している川崎市アートセ

ンターにて上映。

音彩～マリンバが魅せる無限大の可能性～

5/2（木・休）17：30開場　18：00開演
昭和音楽大学 ユリホール

（全席自由）一般2,000円／学生1,000円

昭和音楽大学アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.1

日本映画大学シネマ列伝Vol.6 

カンヌ国際映画祭パルムドール展

当日券のみ　詳細は近日発表

4/20（土）～4/26（金）※4/22（月）は休館
川崎市アートセンター アルテリオ映像館

アルテリッカ新ゆり美術展2019

3/4（月）～3/10（日）

無料

10：00～18：00
（最終日のみ16：00まで）
新百合21ホール

麻生区美術家協会、

麻生区文化協会

美術工芸部会による美術展

【出演】桂米多朗（落語）、 しろたにまもる（腹話術）

　　　鏡味よし乃（太神楽）、 できたくん（発泡スチロール芸）

　　　足立奈保、春雨や晴太、 三遊亭金かん（寄席囃子）

　　　東菅小学校代表児童（落語）

アルテリッカ演芸座

こども寄席

落語・腹話術・太神楽・工作芸と子供から大人まで楽しめ

る内容で、今年も川崎市立東菅小学校代表児童が大爆笑

「落語」を披露する予定。

近未来名人寄席では、かわさき産業親善大使の桂米多朗（多摩区）を座

長として、川崎市在住・出身の真打ちが競演します。 おかげ様で演芸座１０周年　笑１０！！

(全席指定)大人2,000円／子ども1,000円　※当日は各500円増
※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

5/5（日・祝）12：30開場　13：00開演 

11：00開場、開演 

【原作】さねとうあきら（「ゆきこんこん物語」より）

【脚色】ふじたあさや　【潤色】西尾瞬三　

【演出】なんじゃもんじゃ　【音楽】藤原豊

（全席自由）大人2,000円／子ども1,000円
※推奨年齢4歳以上　※3歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

「ベッカンコおに」
劇団なんじゃもんじゃ

さねとうあきら作の『べっかんこ顔』の鬼と目が見えない村の娘『ゆき』が登

場する素朴で心にしみいる創作民話が舞台化。思いやりをテーマに子ども

から大人まで幅広い年代に観てほしい演劇。

5/6（月・振休）
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

鬼って一体どこにいる　

人の中に鬼はいる　人も鬼になれる

10：45開場　
11：00開演

新百合21ホール

（全席指定）8,500円　※3歳以下はひざ上に限り無料
【お問合せ】ESP　TEL：044-989-3589　E-Mail：ticket.esp@nifty.com

Fabulous Revue Boys Vol.21
4/19（金）
4/20（土）
4/21（日）
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

18：30開演 

①13：00開演　②17：00開演 

①12：00開演　②16：00開演 

【出演】神崎順、10carats　ほか

10carats

①14：00開演　
②19：00開演 

【お問合せ】人形劇団ひとみ座　TEL：044-777-2225（10時～18時・日休）
（全席指定）前売5,000円／当日5,500円／学生3,500円／団体(10名以上) 4,000円

※各回とも開場時間は開演時間の30分前

※各回とも開場時間は開演時間の30分前

「どろろ」

人形劇団ひとみ座
創立70周年記念公演第三弾

3/27（水）3/28（木）
①11：00開演　
②15：00開演 3/30（土）3/31（日）

3/29（金） 14：00開演

川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

2019  若きアーティストたちの響演

2019  若きアーティストたちの響演

4/13（土）13：30開場　14：00開演
昭和音楽大学 ユリホール

～昭和音楽大学同伶会とともに～

昭和音楽大学、同短期大学部を平成31年3月に卒業する学生の中から、将来を

嘱望された優秀な演奏家のコンサート。ピアノ、声楽、弦・管・打楽器、電子オルガ

ンなど多彩なプログラムにご期待ください。

（全席自由）一般1,500円／学生1,000円

ジャズ・ポピュラーライブ

4/14（日）
13：30開場　14：00開演
新百合21ホール

～昭和音楽大学同伶会とともに～

昭和音楽大学・同短期大学部の

ジャズコース/ポピュラー音楽コー

ス出身のメンバーによるライブ。

ストリングスを迎えたポップスや

ヒップホップテイストを加えた現

代版のジャズをお届けします。 （全席自由）一般1,500円／学生1,000円

2019  若きアーティストたちの響演
ミュージカルショーケース「START OUT!」

4/21（日）12：30開場　13：00開演／15：30開場　16：00開演
※2回公演・入れ替え制
昭和音楽大学北校舎 スタジオ・リリエ

～昭和音楽大学同伶会とともに～

昭和音楽大学を卒業したメンバーによ

る歌やダンスのショーケース。クラシカ

ルなナンバーからポップなものまで

様々な音楽をご用意しております。新し

き才能の競演にぜひご期待ください！

（全席自由）一般2,500円
　　　　　学生1,500円

音もdeアルテリッカ 無料

4/7（日）
新百合ヶ丘エルミロード１階吹き抜け広場

昭和音楽大学卒業生、在学生による

歌、演奏で芸術祭を彩ります。

4/13（土）
4/14（日）
5/2（木・休）
新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ

演奏やダンス、キャラクターショーで

芸術祭を盛り上げます。

おん

アート市
in アルテリッカ
5/3（金・祝）5/4（土・祝）
作品の作り手が、自ら展示販売する

マーケット。美術品、工芸品、陶器やク

ラフト作品がたくさん並びます。アル

テリッカ公演の行き帰りに是非お立

ち寄りください。

地元の生産者やお店が飲食物などを

販売する解放感あふれるマーケット。

新百合ヶ丘北口にご家族でぜひおい

でください。

新百合ヶ丘駅南口ペテストリアンデッキ

フードフェス
in アルテリッカ

5/5（日・祝）5/6（月・振休）
川崎市アートセンター前
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春雨や晴太 三遊亭金かん 東菅小学校代表児童（以前出演生徒写真）
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【出演】ヴァイオリン：淵野日奈子（学4）、 ピアノ：中村優似（院１）

　　　ソプラノ：今牧 香乃（院１）、 メゾソプラノ：杉山沙織（院１）

　　　バリトン：岩美陽大 （院１） ※年次は2019年1月時点

「映像のまち・かわさき」フェスティバル in しんゆり

パルムドール特集

【出演】藤原歌劇団Quattro Aria（笹岡慎一郎　有本康人　和下田大典　大塚雄太）

　　　辻喜久栄（ピアノ）、 松本真昭（シンセサイザー／編曲） ほか

はじ

©N.Ikegami

東京交響楽団と
若き天才ピアニスト・牛田智大の

〈衣装〉企画：（株）オンワード樫山
　　　　縫製：グッドヒル（株）
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読響コンサートマスター・小森谷巧と

ともに「珠玉の室内楽名曲集」
読売日本交響楽団のコンサートマスター・小森谷巧が

腕利きの奏者を率いて室内楽の名曲の数々をドイツ音

楽を中心に披露。室内楽の頂点の一つであるブラーム

スのピアノ五重奏曲も心ゆくまでご堪能いただけます。

【出演】小森谷巧（ヴァイオリン）、上野真理（ヴァイオリン）

　　　池辺真帆（ヴィオラ）、野村杏奈（チェロ）

　　　久保田葉子（ピアノ）

【曲目】モーツアルト：ヴァイオリンとヴィオラのための

　　　二重奏曲 ト長調　K.423 より 第Ⅰ楽章　

　　　ハイドン：弦楽四重奏曲第７７番 ハ長調 「皇帝」より

　　　第Ⅱ楽章

　　　メンデルスゾーン：ピアノ三重奏第1番ニ短調作品49より

　　　I楽章

　　　ブラームス：ピアノ五重奏曲 ヘ短調　作品34　ほか（予定）

小森谷巧と仲間たちによる

室内楽名曲コンサート
5/3（金・祝）17：30開場

18：00開演 
昭和音楽大学 ユリホール

（全席指定）一般3,500円／学生1,800円

13：30開場　
14：00開演 

5/11（土）

工
藤
重
典

清
水
信
貴

石橋衣里
首都圏初、奇跡の競演　工藤重典＆清水信貴

バロックから現代まで全ての音楽シーンにわたるフルート・デュオの名曲を、人気実力とも兼

ね備えた日本を代表するフルーティスト二人の魅力溢れる音色で存分にお楽しみください。

フルート・デュオ コンサート

4/29（月・祝） 13：30開場　14：00開演 
昭和音楽大学 ユリホール

（全席指定）一般3,800 円／学生2,000円

【出演】工藤重典（フルート）、清水信貴（フルート）、石橋衣里（ピアノ・チェンバロ）

【曲目】C.Ph.E. バッハ ：トリオソナタ ニ短調 、J.S. バッハ ：トリオソナタ ト短調 BWV 1029

　　　矢代秋雄 ： 2本のフルートとピアノのためのソナタ ほか（予定）

（詳細はアルテリッカしんゆり公式ホームペー
  ジで近日発表）

18：00開場　
18：30開演 

【出演】谷川俊太郎、DiVa(ディーバ)＝高瀬“makoring”麻里子（Vo）、谷川賢作（Pf）、大坪寛彦（B）

【曲目】さようなら、私たちの星

　　　詩集「よしなしうた」より  けいとのたま、かえる、すいぞくかん　ほか（予定）

宮前区公演 特別企画2019

Music
Bar Music

Bar

M
asashige Ogata

c

（Ds） （Key）

2018年の様子


