
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
～幸せなら手をたたこう！～     

4/12

アルテリッカ演芸座　
柳亭小痴楽 落語会

14：00～

アルテリッカ演芸座

四派競演落語会
13：00～ドイツ”三大B”名曲コンサート 

東京交響楽団 

16：00～

藤原歌劇団公演 G.ビゼー作曲　オペラ全４幕

〈字幕付き原語（フランス語）上演〉「カルメン」

The Coconut Cups Live 2020
6人のDIVA降臨！

14：00～

  9日　14：00～
10日　14：00～

  18日　17：00～
19日　15：30～

 5日　11：00～
6日　11：00～

リラックス公演 5日　14：00～

スターダンサーズ・バレエ団公演

ピーター・ライト版
「コッペリア」全3幕

①10：00～
②12：10～

未来づくりコンサートVol.3

小森谷巧と
若き俊英たちによる室内楽 14：00～

17：00～

18：30～

昭和音楽大学音楽芸術運営学科
アートマネジメントコース企画制作演習企画公演Vol.1

音大生が創り上げるボーダーレスなジャズの祭典

かのんぷ♪と歌おう！＠しんゆり

大谷康子がこどもの日に贈る
「スペシャルコンサート」

14：00～

人間国宝の競演

「友枝昭世と山本東次郎の至芸」

京楽座

「『不忠臣蔵』より酒寄作右衛門」

14：00～

藤原歌劇団Quattro Aria
スプリングコンサート2020

14：00～

15：30～

5月

4月

5月

18日
（土）

19日
（日）

25日
（土）

26日
（日）

29日
（水・祝）

1日
（金）

5日
（火・祝）

6日
（水・振休）

10日
（日）

9日
（土）

2日
（土）

3日
（日・祝）

4日
（月・祝）

18日
（土）

19日
（日）

25日
（土）

26日
（日）

29日
（水・祝）

1日
（金）

5日
（火・祝）

6日
（水・振休）

10日
（日）

9日
（土）

2日
（土）

3日
（日・祝）

4日
（月・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12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。

【出演】 小森谷巧（ヴァイオリン・監修/読売日本

交響楽団 コンサートマスター・昭和音楽大学教

授）、永田美智子（ヴァイオリン）、森田志麻（クラリ

ネット）、中川由樹（ファゴット）、葛西亮（ホルン）

伴奏ピアノ： 酒井愛可

8重奏メンバー ： 上記に松実健太（ヴィオラ）、

為國健太（チェロ）、田畑紀平（コントラバス）

が加わります。

5月

関連イベント

音もdeアルテリッカ

5月
5月

4月

3月

宮前市民館 大ホール

宮前落語会

白鳥・菊之丞・兼好  
三人会 14：00～

5月

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）

昭和音楽大学南校舎
（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
（10：00～17：00／12：00～13：00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、 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）2020実行委員会事務局
TEL. 04 4-952-5024　FA X. 04 4-955-3212

TEL. 044-955-3100

https://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。

Fabulous Revue Boys 
Vol.25

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
2020若きアーティストたちの響演

～集まろう！
　奄美の歴史と芸能の下に！！！～

17：00～

14：00～

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

アルテリッカ
新ゆり美術展2020

10：00～18：00
※最終日のみ16：00まで新百合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

12日
（日）

11日
（土）

3日
（日・祝）

2日
（土）

12日
（日）

2日（月）

8日（日）
～3月

11日
（土）

12日
（日）

5日
（日）

4日
（月・祝）

3日
（日・祝）

29日
（水・祝）

25日
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15日（日）
～

4日
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3日
（日・祝）

6日
（水・振休）

5日
（火・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
多摩市民館

宮前市民館

2020

2020

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

8

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

←至町田 至新宿→

←至長津田 東急田園都市線 至渋谷→

BBB NAKAMA FES 2020 
in KAWASAKI

小田急小田原線

1

1 2 4
8
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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

8

● 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

7

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.7

「ゴジラだけじゃない！
  ～伊福部昭の映画音楽」

4/25（土）～5/1（金）
※4/27（月）休映

アルテリッカ演芸座　
古今亭ぎん志 真打昇進落語会

14：00～

劇団民藝公演

「グレイクリスマス」
13：00～

16：00～

フルートライヴ  in ユリホール2020
工藤重典と仲間たち

18：00～

本田バンド

和太鼓 梵天コンサート2020

14：00～
立川志の輔 独演会

6日
（水・振休）

14：00～

奄美の黒うさぎ
コンサート

 ～昭和音楽大学同伶会とともに～

2020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 ユリホール

 ～昭和音楽大学同伶会とともに～

昭和音楽大学・ソウル市立大学校　
日韓大学交流コンサート

Bravissimi!! I giovani Musicisti 
～素晴らしき若手音楽家たちVol.3～

＊各日13：15～
作品解説あり 18：00～

14:00～
「ゴジラ」 シネマコンサート
観よ！ 聴け！ これが真のゴジラだ！

＊各日13:40よりプレトークあり

トリオ・リベルタ コンサート

14：00～
Jazz Festival 
at Conservatory 2020

2日　18：30～
3日　14：00～

＊各日アフタートークあり

最も小さな観客のための、特別な芸術体験

「ＫＵＵＫＩ」
日本児童・青少年演劇劇団協同組合

ベイビーシアタープロジェクト

見方を変えれば、世界も変わる！

ダリル・ビートン「四角い世界」
①12：00～
②15：00～

アルテリッカしんゆり2020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

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

おおたにやすこ おく

小森谷巧と仲間たちによる室内楽
４人のソリストたちによるソロ演奏とシューベルトの名曲、８重奏曲を演奏。

昭和音楽大学の器楽の若手の粋を集め、その力を小森谷巧がさらに引き出します。

室内楽の豊潤な響き＝期待の若手にご声援を
　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。

Vol.3

アルテリッカサポートサイト　

http://artericca-support.com/

子供も大人も、心から音楽を好きになる♪

おん

j:COMチャンネル（地デジ11ch）デイリーニュース（月～金、18：00～18：20）にてアルテリッカしんゆりコーナー3月2日放送開始！（3/31まで）放送決定！

主催：川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2020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

川崎・しんゆり芸術祭

4.18 s
u
n

s
a
t 5.10

ア
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ト
咲
く  

春
が
き
た

行
こ
う
よ  
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2020

小
森
谷
巧（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン・監
修
）

森
田
志
麻（
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
）

中
川
由
樹（
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
）

葛
西
亮（
ホ
ル
ン
）

永
田
美
智
子（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）

新百合ケ丘駅南口
ペデストリアンデッキ

新百合ヶ丘エルミロード
1階吹き抜け広場

4/5、 4/11、 4/25、
4/29、 5/3、 5/4

ディーバ

4月18日（土）13：30開場　
14：00開演 【日時】

【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。

ⒸT-TOC RECORDS © SmileStyleStudio

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。

【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

【申込期間】 3月23日（月）まで（定員になり次第〆切りとさせていただきます）

【定 員】 300名（先着順 ※満席の場合は公式ホームページにてお知らせいたします）

　　　  入場のご案内は3月末までに返信はがきの発送をもってお知らせします。

【お問合せ】 アルテリッカしんゆりチケットセンター TEL 044-955-3100

申し込み

方　　法

200 名を超える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。

Music Bar

Music Bar

ⒸN.Ikegami

2017 年藤原歌劇団公演「カルメン」Ⓒ公益財団法人日本オペラ振興会



ⒸAlisa Boanta

ⒸS.Ohsugi中川英二郎（tb）

萩原かおり（歌） 里アンナ（島唄）

小曽根真
（監修／司会進行）

※チケット 価格は税込み　※子ども＝0歳～中学生　※学生＝小学生～大学生　※大人・子どもペア＝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。

魅力満載！フランスオペラの金字塔「カルメン」4/25（土） 4/26（日）4/29（水・祝）
13：00開場　14：00開演 ＊各日13：15から作品解説あり
昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

フランスオペラの傑作「カルメン」を今回は2017年に上演し好評を得た岩

田達宗演出により再演する。指揮は若手指揮者として目覚ましい活躍をみ

せる鈴木恵里奈。カルメン役はヨーロッパを拠点に活動する桜井万祐子

と、当団公演で研鑽を積んだ若手メッゾ・ソプラノの二瓶純子がロールデ

ビュー。ドン・ホセ役は当団のプリモテノール藤田卓也と新進気鋭の澤﨑一

了が務める。

【指揮】鈴木恵里奈  【演出】岩田達宗  【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

【カルメン】桜井万祐子（4/25・29）／二瓶純子（4/26）

【ドン・ホセ】藤田卓也（4/25・29）／澤﨑一了（4/26）

【エスカミーリョ】井出壮志朗（4/25・29）／市川宥一郎（4/26）

【ミカエラ】伊藤 晴（4/25・29）／石岡幸恵（4/26） ほか

【指揮】大友直人　【ヴァイオリン】松田理奈　【管弦楽】東京交響楽団

【曲目】ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲 Op. 56a

ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 Op. 26

ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 Op. 92 ―ベートーヴェン生誕250周年記念－

【解説】馬場あき子

【狂言】「花盗人」シテ：山本東次郎

【能】「清経」シテ：友枝昭世

【アフタートーク】

馬場あき子、山本東次郎、友枝昭世

【和太鼓】小林政高、小林桃　ほか

【篠笛】仲林利恵

【津軽三味線】岩田桃楠 

【曲目】ザ・ヒストリービギンズ、廻向　ほか

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

G.ビゼー作曲 オペラ全４幕〈字幕付き原語（フランス語）上演〉

第１部：映画「ゴジラ」1954上映 
伊福部昭作曲「ゴジラ」全曲演奏

「カルメン」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（日・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、桜の枝を折ろうとして捕らえられた花盗人が古歌を

読み思わぬ展開となる狂言「花盗人（はなぬすびと）」と、平家物語を題材とし

た能の名曲「清経（きよつね）」です。

【全席指定】SS席 6,000円／S席 5,000円

【曲目】モーツァルト:オペラ『魔笛』～序曲

　ガーシュウィン：アイ・ガット・リズム／サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー

ピアソラ：バルダリート／リベルタンゴ

　ロドリゲス：ラ・クンパルシータ

　ビジョルド：エル・チョクロ

マンシーニ：ピンクパンサーのテーマ　ほか

トリオ・リベルタ結成20周年、さらなる境地へ

5/2（土）
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

トリオ・リベルタの独壇場であるヌエーヴォ・タンゴ（新しいタンゴ）

を中心にクラシック、ジャズ、ラテンなどあらゆるジャンルの音楽を

披露。ここからトリオ・リベルタの新たなステージの幕が開く！

人間国宝の競演「友枝昭世と山本東次郎の至芸」

2017年藤原歌劇団公演「カルメン」Ⓒ公益財団法人日本オペラ振興会

撮影：山田雅子

TM&©TOHO CO.,LTD.

狂言「花盗人」山本東次郎 撮影：神田佳明能「清経」友枝昭世 撮影：東條睦子

2019年9月ソウル市立大学校アートホールでも
同メンバーで公演ⒸRao Jie/A.I Co.,Ltd.

ⒸRowland Kirishima ⒸNaruyasu Nabeshima

5/9（土） 5/10（日）
13：15開場　14：00開演

スターダンサーズ・バレエ団公演

ピーター・ライト版「コッペリア」 全3幕

東京交響楽団

ドイツ”三大B”名曲コンサート

美しい人形コッペリアをめぐって

繰り広げられる、コミカルな恋の物語

＊各日13：40より総監督 小山久美によるプレトークあり
昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ

5/6（水・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

ブラームス ブルッフ ベートーヴェン

窓辺で本を読む美しい彼女は、実は人形！？

チャーミングな登場人物たちの掛け合いや、コッペリアにな

りすます主役スワニルダの踊り、そして盛大なフィナーレま

で見どころたっぷりの本作。まるで絵本から飛び出てきたか

のような色彩豊かな舞台美術に、ほろっと心温まるラスト

シーンも見逃せません。楽しくてキュートでちょっと切ない、

でも最後には必ず笑顔になれるおとぎ話を、オーケストラの

生演奏付きでお贈りします。

オーケストラ音楽を飛躍的に発展させたベートーヴェン、その背中を追い続

けたブラームス。そしてブラームスの盟友ブルッフ。オーケストラ音楽を代表

するドイツの代表的な3人の作曲家の作品を一堂に集め、練達の東京交響楽

団と人気の指揮者・大友直人とこれも人気の若手ヴァイオリニスト・松田理

奈の顔合わせでお楽しみいただきます。

【全席指定】SS席 11,000円／S席 10,000円（子ども 6,000円）
A席 7,000円（子ども 4,000円）／B席 4,000円
　（子ども 2,000円）／C席 2,000円（子ども 1,000円）
■学生券　学生S席 6,500円／学生B席 2,500円

※C席、学生券はスターダンサーズ・バレエ団のみで取り扱い。
※3歳以下入場不可、学生（25歳以下の学生）

馬場あき子 山本東次郎 友枝昭世
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小森谷巧 森田志麻 中川由樹 葛西亮永田美智子

本田雅人 sax 白井アキト keyboard梶原順 guitar

須藤満 bass 則竹裕之 drums ゲスト：和泉宏隆 keyboard

【全席指定】S席 5,500円／A席 4,500円／B席 3,500円

【指揮】和田薫

【演奏】テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ

昭和音楽大学合唱団　ほか

第２部：仮想座談会
 ゴジラの生みの親たちが語る？ 21世紀のゴジラ
【トークゲスト】尾上克郎(「シン・ゴジラ」准監督・特技統括)

岩瀬政雄(ゴジラシリーズ 音楽プロデューサー)

富山省吾(ゴジラシリーズ プロデューサー)

「ゴジラ」シネマコンサート

5/4（月・祝）
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

【全席指定】S席 7,000円／A席 6,000円／B席 5,000円／
学生席（見切れ席）3,000円

【全席指定】S席 5,000円／A席 4,000円／B席 3,000円

BBB NAKAMA FES 2020 in KAWASAKI

ライブ・舞台・音楽・ダンス・映像を

融合させたダンス×音楽フェス
Beat Buddy Boiが主催・プロデュースするダン

ス×音楽フェス。NAKAMA（アーティスト、ファ

ン、スタッフ）と共に作り上げるステージは、スト

リートダンスショーの枠にとどまらない新感覚

のイベントとなっています。

4/18（土）
4/19（日）

16：00開場　17：00開演

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2020

4/29（水・祝）15：00開場　15：30開演
麻生市民館 大ホール

昭和音楽大学 ユリホール

進化し続ける梵天の新たな挑戦！

和太鼓の迫力と繊細な音の組み合わせ、そして笛や三味線による和楽器独特

の音色は格別です。和楽器界の若手テクニシャンによる超絶技巧と小林政高に

よる唯一無二の曲構成。今年もまた幻想的で熱く音の世界を作り上げます。

【全席指定】5,000円 

【音楽】レオ・ドリーブ

【振付】マリウス・プティパ、エンリコ・チェケッティ、ピーター・ライト

【演出】ピーター・ライト　【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

2020

観よ！ 聴け！ これが真のゴジラだ！

【作】斎藤憐

【演出】丹野郁弓

【出演】中地美佐子、神保有輝美、千葉茂則、塩田泰久、岡本健一（客演）ほか

劇団民藝公演

「グレイクリスマス」

5/6（水・振休）
12：30開場　13：00開演
麻生市民館大ホール

戦後75年、真のデモクラシーとは何か・・・

ジャニーズ事務所の岡本健一を客演に迎え、『上海バンスキング』で

知られる劇作家・斎藤憐の代表作を新たな陣容でお届けします。朝

鮮戦争が始まる前の激動の5年間を生きた旧華族と彼らを取り巻

く人々をこっけいに映し出します。

【全席指定】5,000円

【作】井上ひさし 【演出】ふじたあさや 【出演】中西和久

【出演】三遊亭白鳥、古今亭菊之丞、三遊亭兼好

京楽座

宮前落語会

「『不忠臣蔵』より
酒寄作右衛門」

5/2（土） 5/3（日・祝）
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

ひと足先に冥府にまいっておる。

かならずやこの安兵衛を訪ねてくるのだぞ。よいな！

作家として脂の乗り切った時代の井上ひさしの一人称小説『不

忠臣蔵』（第20回吉川英治文学賞受賞）を、ふじたあさやの卓抜

な演出によって劇化した話題の舞台。また、その二人によって俳

優として開花した中西和久による、師匠小沢昭一譲りの「語り

芸」による珠玉のひとり芝居。

独創性溢れる新作落語と独特の古典落語で常に爆笑の渦を巻き起こす三

遊亭白鳥。粋な語り口と所作の美しさは随一、古典落語の名手、古今亭菊之

丞。今や圓楽一門きっての人気者。テンポの良さと圧倒的な明るい高座は一

度聴いたら癖になる、三遊亭兼好。実力と人気を併せもつ三人の真打ちが

宮前区で競演！

【全席指定】一般 4,000円／学生 2,500円

デジタルリマスターで生まれ変わった日本映画の金字塔「ゴジラ」

1954が、映画史上に燦然と輝く伊福部昭音楽のオーケストラ全曲

生演奏とともに蘇る。21世紀でなければ実現しなかった夢の映画

ライブコンサートがアルテリッカしんゆり初登場！

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）

令和最初の本田バンド＋和泉ワールドでフュージョン全開

【出演】本田雅人（sax）、梶原順（guitar）、須藤満（bass）、

則竹裕之（drums）、白井アキト（keyboard)、

ゲスト：和泉宏隆（keyboard） 

【曲目】MEGALITH、Pinocchio、宝島　ほか（予定）

本田バンド
4/26（日） 17：00開場　18：00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） 5,000円／階段席（飲食不可） 4,000円

６人のDIVA（ディーバ）降臨！

コーラスグループ『サーカス』で活躍の原 順子、『AMAZONS』斉藤久美&吉川智子、

『米米CLUB』ファミリー菅木真智子、石井竜也のサポートでおなじみの清水美恵、歌と

ともにダンス指導者としても名高い長屋美希の6名からなるスーパー・ハーモニーユ

ニット。女性コーラスの概念を変えた３オクターブに迫る音域を駆使し、懐かしの日本

ポップスから永遠の青春洋楽スタンダードまでココナツならではのアレンジで披露。

The Coconut Cups Live 2020

4/29（水・祝） 17：00開場　18：00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

アルテリッカ演芸座

白鳥・菊之丞・兼好  三人会

落語界の精鋭たちの登場 宮前区での競演

5/3（日・祝）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

落語界きっての

名演者による

プレミアムな

ひと時を！

古典落語は軽やかな話術で

新鮮な味わいを加え、新作落

語は丁寧な人物描写が冴え

わたります。古典から新作ま

で、立川志の輔ならではの新

感覚の落語が展開され、聴く

者すべてを笑いの世界に導

きます。志の輔ワールドを心

ゆくまで御堪能ください。

5/2（土）
13：30開場 14：00開演
多摩市民館 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）、池田知穗（うたのおねえさん）ほか

【曲目】♪幸せなら手をたたこう ♪勇気100％ ♪やきいもグーチーパー 

♪きらきら星♪剣の舞 ♪うれしいひな祭り ♪こいのぼり ♪にじ 

♪パプリカ ♪ドラえもん

【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

歌のおにいさん、おねえさんがいろいろな楽器と一緒にみんなが知って

いる音楽を演奏するよー。聴いて、歌って、踊って、会場で楽しんじゃお

う！0歳の赤ちゃんからお入りいただけるお子様向けのコンサートです。

5/3（日・祝） ① 9：15開場　10：00開演
②11：25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 1,000円／大人・子どもペア 3,000円　※2歳以下入場不可

「スペシャルコンサート」

みんなで聴いて、歌って、踊っちゃおう！
【演出】アリツィア・ルブザック

【美術】バーバラ・マレッカ

【音楽】かとうかなこ　

【出演】かとうかなこ、松田紀子、

はらだまほ  

【全席自由】大人・子どもペア 2,200円／大人 2,200円／ベイビー 500円
※対象年齢：0～18ヵ月まで
※対象年齢以外のお子さんの入場はお断りいたします。

「ＫＵＵＫＩ」最も小さな観客のための、特別な芸術体験

生まれてはじめての劇場体験の「空気」を感じてみませんか？　

クロマチックアコーディオンの生演奏とダンスパフォーマンスが生み出す、美

しく、やさしく、甘美な時間。すべてのベイビーたちとのコンタクトにより生ま

れる、その時、その場所だけの、特別な体験です。ポーランドから2人のアーティ

ストを招き、生まれた作品です。

★5/5（火・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の必要なことなど、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。

5/5（火・祝）
5/6（水・振休）
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。

5/5（火・祝） 13：30開場　14：00開演
昭和音楽大学 ユリホール

子供も大人も、心から音楽を好きになる♪

大谷康子がこどもの日に贈る

～幸せなら手をたたこう！～

【出演】大谷康子（ヴァイオリン）

冨永愛子（ピアノ）　賛助共演：Quartet Sisley（シスレー弦楽四重奏団）

企画構成協力：伊藤裕太

[第一部]東京五輪1964ファンファーレ～東京五輪マーチ《五大陸の音楽》

＜アジア＞ 外山雄三 ：日本民謡による組曲 

＜オセアニア＞ サモア島の歌　

＜アメリカ＞ ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ

＜アフリカ＞ ライオン・キング　

＜ヨーロッパ＞ ツィゴイネルワイゼン　ほか

[第二部]今夏東京オリンピックを応援！

パプリカ（東京オリンピック公式応援歌・子供たちによるダンス♪）

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハト・ムジークより第１楽章

イッツ・ア・スモール・ワールド　ほか

【出演】桂米助、桂米多朗、柳亭小痴楽、桂宮治、

丸一小時・小助（太神楽）、昔昔亭全太郎

5/4（月・祝）13：30開場　14：00開演
新百合21ホール

【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

柳亭小痴楽 落語会

【出演】林家たい平、初音家左橋、古今亭ぎん志、古今亭文菊、林家正楽（紙切り）、
入船亭扇ぽう

5/5（火・祝）13：30開場　14：00開演
新百合21ホール

古今亭ぎん志 真打昇進落語会

スプリングコンサート2020

デビュー5周年～感謝を込めて～

室内楽の豊潤な響き＝期待の若手にご声援を

あなたと作る

新百合ヶ丘へのラブレター

デビュー5周年となる藤原歌劇団Quattro Ariaが「人生」という大きなテーマに

挑戦します。生きていくことの意味とは何か。その答えを音楽を通してどのように

導き出すのか。4人の新たな世界にどうぞご期待ください。

5/2（土）
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 4,500円／当日 5,500円
※5歳以下無料（要身分証提示　ただし座席が必要な場合はチケットが必要）

藤原歌劇団Quattro Aria

昭和音楽大学の器楽の若手の粋を集め、その力を読売日本交響楽団コンサートマス

ター・小森谷巧がさらに引き出す。４種の各楽器の魅力がソロ演奏を通して一堂に会

し、さらに室内楽の名曲中の名曲、シューベルトの8重奏曲も楽しめます。

【出演】萩原かおり（歌）、里アンナ（島唄）、大藤桂子（チェロ）、案野弘子（ピアノ）、

山舘冬樹（指揮）、昭和音楽大学合唱団、森山ユリ子（島唄）、山ゆり会（踊り）　ほか

4/18（土） 13：30開場　14：00開演
昭和音楽大学 ユリホール

5/6（水・振休）13：00開場
14：00開演

多摩市民館 大ホール

【全席自由】無料 要事前申し込み（当パンフレット裏面をご覧ください） 協賛：

小森谷巧と若き俊英たちによる室内楽
未来づくりコンサートVol.3

「ゴジラ」シネマコンサートに向けて、

作曲家伊福部昭の映画音楽に注目！

【出演】かのんぷ♪（中村里依・中村大介）

【曲目】かのんぷ♪オリジナル曲を中心とした曲目

かのんぷ♪の作り出す音楽には優しさや懐かしさががたくさん詰まっており、子供

も大人も聴きやすい音楽になっています！透き通ったまっすぐな声と、ウクレレや

ギターの優しい音色が生み出す素敵な音楽に心が温かくなるファミリーポップス

ライブをお届けします。

国立音楽大学、尚美学園大学、昭和音楽大学の

３校より、将来のジャズシーンを牽引する若き

アーティストたちが登場。「学校」という枠を超え

て、「自由」をテーマにそれぞれの豊かな個性の

出逢いから生まれる新たなオリジナリティーサ

ウンドをお楽しみください。

ゴジラのテーマ曲で知られる作曲家・伊福部昭が音楽を担当した多様な映画を特

集。特撮ものから時代劇まで、他の追随を許さない重厚な音楽と、日本映画史を彩る

巨匠・名匠監督とのコラボレーションをお楽しみください。関係者トークショー併催。

かのんぷ♪と歌おう！＠しんゆり

5/4（月・祝）
18：00開場　18：30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／子ども 500円（小学生まで）
※2歳以下ひざ上無料

昭和音楽大学音楽芸術運営学科アートマネジメントコース
企画制作演習企画公演Vol.1

日本映画大学シネマ列伝Vol.7

【全席自由】当日券のみ 一般 1,100円／アルテリオ・シネマ会員 900円
※詳細は近日ホームページにて発表

4/25（土）～5/1（金）
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2020

3/2（月）～3/8（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】毒蝮三太夫（漫談）、初音家左橋、桂米多朗、

立川生志、三遊亭王楽、昔昔亭全太郎

四派競演落語会

普段、寄席では一緒に共演する事のない、落語協会・落

語芸術協会・立川流・円楽一門会。この四団体選りすぐり

真打が、川崎しんゆり芸術祭で初競演。この日限りの落

語会に華を添えるため、毒舌の中に愛のある、お婆ちゃ

まのアイドル「毒蝮三太夫」が初出演します！

昨年９月に真打昇進した「柳亭小痴楽」がアルテリッカ演芸座のトリで出

演！そして落語芸術協会・参事であり小痴楽の亡き父（痴楽）の親友、桂

米助（ヨネスケ）が小痴楽の後見人として華を添える。

演芸座初の真打ち昇進披露興行！落語協会から昨年9月に真打ちに昇進し

た初音家左吉改め「初代・古今亭ぎん志」がこの演芸座でお披露目致しま

す。口上には、落語協会理事・林家たい平、一門の精鋭・古今亭文菊、ぎん志

の師匠・初音家左橋が並ぶ。

左吉改め古今亭ぎん志 真打昇進お披露目公演！「NHK新人落語大賞」ファイナリスト 若手のホープ初登場！

落語協会・落語芸術協会・立川流・円楽一門会 
夢の競演！

【全席指定】前売 3,000円／当日 3,500円

5/6（水・振休）12：30開場
13：00開演

11：00開場、開演

【出演・演出】ダリル・ビートン　

【デザイナー】ジョナサン・ヴァン・ビーク

【ドラマトゥルグ】ヴィッキー・アイルランド

【全席自由】大人 2,700円／子ども 1,000円／大人・子どもペア 3,200円
※推奨年齢：3歳以上　※2歳以下は大人1名につきひざ上1名無料

ダリル・ビートン「四角い世界」見方を変えれば、世界も変わる！

いつも一緒で、毎日同じことをやって過ごす3人の友だち。でもある日突

然の変化が、3人を“できる子”と、“できない子”に分けてしまう。それでも

一緒に遊び続けるために、3人はあの手この手を考え、自分たちが生き

る「四角い世界」を変えていく・・・。オリジナルサウンドトラックと、シンプ

ルなデザイン、言葉を使わない表現で、観客の想像力をどこまでも広げ

ていく作品です。

5/10（日）

川崎市アートセンター
アルテリオ小劇場

①11：50開場　12：00開演
②14：50開場　15：00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.25
3/13（金）
3/14（土）
3/15（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

※各回とも開場時間は開演の30分前

2020若きアーティストたちの響演

2020若きアーティストたちの響演

4/11（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、大学院を2020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として選ばれた17名(予定：ゲスト含)のコン

サートです。ピアノ、声楽、弦管楽器、電子オルガンなど多彩なプログラムを予定

しています。新しき才能の競演にご期待 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

4/12（日）
16：30開場　
17：00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。今年はビッグバンド×コーラスの王道の組み合わ

せに挑み、更にポップステイストを加えた現代版のジャズもお届けします。

【全席自由】一般 1,500円／学生 1,000円

昭和音楽大学・ソウル市立大学校
日韓大学交流コンサート

4/12（日）13：30開場　
14：00開演

昭和音楽大学 ユリホール
日韓の若き音楽家たち12名が、オペラアリ

ア・日韓歌曲・声楽アンサンブル・ピアノソロ

など、エネルギーあふれる演奏を披露しま

す。今回は両校教員の演奏もあります。日韓

の友情公演をお楽しみください。

【全席自由】一般 1,000円／学生 500円

音もdeアルテリッカ 無料

4/12（日）
新百合ヶ丘エルミロード１階吹き抜け広場

藤原歌劇団と昭和音楽大学による

歌、演奏で芸術祭を彩ります。

4/5（日）4/11（土）4/25（土）
4/29（水・祝）5/3（日・祝）5/4（月・祝）
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（日・祝）5/4（月・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デストリアンデッキ

フードフェス
in アルテリッカ

5/5（火・祝）5/6（水・振休）
川崎市アートセンター前
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【出演】ソリスト：小森谷巧（ヴァイオリン・監修／読売日本交響楽団  コンサートマスター・昭和
音楽大学教授）／永田美智子（ヴァイオリン）／森田志麻（クラリネット）／中川由樹（ファ
ゴット）／葛西亮（ホルン）／伴奏ピアノ：酒井愛可
8重奏メンバー：上記に松実健太（ヴィオラ）、為國健太（チェロ）、田畑紀平（コントラ
バス）が加わります。

【曲目】シューベルト：8重奏曲 へ長調 D.803 より ほか各ソロ曲

【出演】Beat Buddy Boi ほか

「ゴジラだけじゃない！～伊福部昭の映画音楽」

【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）

【曲目】いのちの歌／作詞：miyabi 作曲：村松崇継、誕生／作詞・作曲：中島みゆき

夜明けのうた／作詞：岩谷時子 作曲：いずみたく、いい日旅立ち／作詞作曲：谷村新司

あの鐘を鳴らすのはあなた／作詞：阿久悠 作曲：森田公一、オペラ歌手の醍醐味 ほか

おおたにやすこ おく

©N.Ikegami

風薫るしんゆりでBrahms,Bruch,Beethovenを

トリオ・リベルタ コンサート

18：00開場
18：30開演

13：30開場
14：00開演

工藤重典

和田薫

甲藤さち 藤田真頼

世界の工藤重典と10名の笛吹き達の楽しいライヴ

今はないアングラ劇場、渋谷「ジャンジャン」に集った工藤重典を中心にしたフラン

ス留学帰りの若き面々。フルートライヴの芽はここから育った。その後Hakuju Hall

で10年間毎年定期的に開いてきた演奏会は質の高い演奏とともに若い世代も加

わり、工藤重典とメンバーたちのアイデアで趣向を凝らした「ライヴ」が楽しい。

フルートライヴin ユリホール2020 工藤重典と仲間たち
4/29（水・祝）　15：30開場　16：00開演

【全席指定】一般 3,800 円／学生 2,000円

【出演】フルート：工藤重典（東京音楽大学教授、パリ・エコールノルマル教授、

昭和音楽大学客員教授）

甲藤さち（昭和音楽大学教授、元東京交響楽団首席）

藤田真頼（昭和音楽大学准教授）

ほか若手、実力者を交え全10名のアンサンブル 

ピアノ：石橋衣里

【曲目】G.ヘンデル：シバの女王の入場、B.ボワモルティエ：協奏曲、マウリ：チェンジーズ、

F.クーラウ：ソナチネより10重奏　ほか　

（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）

【出演】The Coconut Cups／原 順子、斉藤久美、吉川智子、長屋美希、清水美恵、菅木真智子

Musicians／大山泰輝（piano）、箭島裕治（bass）、岩瀬立飛（drums）

【曲目】Amazing Grace、Blue Moon、Sweet Memories、別れのサンバ、

上を向いて歩こう、コーヒールンバ、リバーサイドホテル　ほか

宮前区公演 多摩区公演2020

Music
Bar

Music
Bar

M
asashige Ogata

c

2019年の様子
2019年の様子ⒸGontz

2019年の様子ⒸGontz

＊各日アフタートークあり

※4/27（月）休映

初
音
家
左
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米
多
朗

毒
蝮
三
太
夫

【全席自由】一般・大学生 1,000円／高校生・中学生 500円　※小学生以下無料

【出演】国立音楽大学「Gemstones Jazz Orchestra」

「New t ide J a z z  Orches t r a」、尚美学園大学

「Authentic Swing Orchestra」「Shobi Jazz 

E n s emb l e」、昭和音楽大学「S . U . M  J a z z  

Orchestra」「Lily Jazz Orchestra」（五十音順）

ゲスト：P.J.F.C Jazz Ensemble 

with スペシャルゲスト 中川英二郎（tb）

音大生が創り上げるボーダーレスなジャズの祭典
Jazz Festival at Conservatory 2020

～集まろう！奄美の歴史と芸能の下に！！！～
奄美の黒うさぎコンサート

NHK大河ドラマ「西郷どん」のテーマ曲を歌った奄美の歌手・里アンナの島唄、そのド

ラマの奄美編で大きな存在感を放った「愛加那」の歌物語、奄美島唄の旋律をモチーフ

にした合唱曲、そして奄美出身者と共に踊る「八月踊り」「六調」！ 奄美の写真や特産

品と共に、奄美の魅力にハマりませんか？【全席自由】前売 3,500円／当日 4,000円

2019年の様子 ⒸGontz

Bravissimi !! I giovani Musicisti
～素晴らしき若手音楽家たちVol.3～
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あのよ

ⒸT-TOC RECORDS ©SmileStyleStudio

日本児童・青少年演劇劇団協同組合
ベイビーシアタープロジェクト
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橘蓮二撮影 稲垣純也撮影

©松浦範子

5/5（火・祝）
13：15開場　14：00開演
昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
監修／司会進行：小曽根真

※小学生以下無料
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