
4月7日（日）
15:00開演

S 8,000円
A 7,000円
B 5,000円
C 4,000円

5月11日（土）
18:00開演

6月9日（日）
14:00開演

7月14日（日）
14:00開演

9月1日（日）
14:00開演

10月6日（日）
14:00開演

●第89回
指揮：小林研一郎／ヴァイオリン：大谷康子
チェロ：横坂源／ピアノ：小林亜矢乃
ベートーヴェン：三重協奏曲 ハ長調／ベルリオーズ：幻想交響曲

平成25年度　ミューザ川崎シンフォニーホール主催公演（指定管理事業)

●第86回
指揮：アレクサンドル・ヴェデルニコフ／ピアノ：アレクサンドル・ロマノフスキー
グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番
ムソルグスキー/ラヴェル：組曲「展覧会の絵」

●第87回
指揮：飯森範親／オルガン：松居直美
J.S.バッハ：トッカータ、アダージョとフーガ （オルガン独奏）
アルビノーニ：オルガンと弦楽のためのアダージョ／マーラー：交響曲第5番

●第88回
指揮：ミシェル・プラッソン／ヴァイオリン：成田達輝
ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲／ドビュッシー：交響詩「海」～3つの交響的素描
ショーソン：詩曲／ラヴェル：ツィガーヌ／ラヴェル：ボレロ

●MUZAリニューアル・オープン・コンサート
指揮：ユベール・スダーン（東京交響楽団 音楽監督）
ソプラノ：サビーナ・フォン・ヴァルター／メゾ・ソプラノ：白井光子
テノール：チャールズ・キム／バス：パトリック・シンパー
合唱：東響コーラス／管弦楽：東京交響楽団
ブルックナー：交響曲第9番（ノヴァーク版）／ブルックナー：テ・デウム

◆リニューアル・オープン・コンサート

◆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　（ホール・東響共催公演）

●第90回
指揮：マルティン・ジークハルト／アンサンブル・ウィーン=ベルリン
モーツァルト：フルート協奏曲第2番／モーツァルト：協奏交響曲 K.297b
ブラームス：交響曲第4番

1回券
S 6,000円
A 5 000円

別紙１



11月3日（日）
14:00開演

11月30日（土）
18:00開演

12月21日（土）
18:00開演

2014年
1月12日（日）

14:00開演

3月1日（土）
18:00開演

4月14日（日）
11:00開演

７月13日（土）
11:00開演

11月10日（日）
11:00開演

●第95回
指揮：大植英次
バーンスタイン／ハーマン：「キャンディード」組曲
チャイコフスキー：幻想序曲「ロミオとジュリエット」／チャイコフスキー：交響曲第5番

指揮：ユベール・スダーン／東京交響楽団

◆モーツァルト・マチネ（全４回）

●第13回
ソプラノ：サビーナ・フォン・ヴァルター／バス：パトリック・シンパー
オペラ『魔笛』K.620より、オペラ『フィガロの結婚』K.492より　他

●第14回
ピアノ：小菅優
モーツァルト：ディベルティメント第1番／ピアノ協奏曲第8番／ピアノ協奏曲第27番

●第15回
ピアノ：小川典子
モーツァルト：交響曲第26番／ピアノ協奏曲第5番／ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」

●第93回
指揮：大友直人／ヴァイオリン:大谷康子／オーボエ：荒 絵理子
ソプラノ：小林沙羅／メゾ･ソプラノ：清水華澄／テノール：吉田浩之／バリトン：三原 剛
合唱：東響コーラス
J.S.バッハ：ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」

●第94回
指揮：秋山和慶／ピアノ:中村紘子
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
ショパン：ピアノ協奏曲第1番／ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」

●第91回
指揮：ユベール・スダーン／ヴァイオリン：レイ・チェン
シベリウス：ヴァイオリン協奏曲／ブルックナー：交響曲第4番「ロマンティック」

●第92回
指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ／ピアノ：フセイン・セルメット
ペンデレツキ：広島の犠牲者に捧げる哀歌
モーツァルト：ピアノ協奏曲第18番／ブラームス：交響曲第2番

A 5,000円
B 4,000円
C 3,000円

全席指定 3,500円



2014年
3月23日（日）

11:00開演

4月13日（土）
15:00開演

S 6,000円
A 5,000円
B 4,000円
C 3,000円

12月３１日（火）
15:00開演

未定

2014年
1月３日（金）

14:00開演
全席指定　3,000円

3回実施予定
日程調整中

未定

6回実施予定
日程調整中

無料

4月24日（水）

5月22日（水）

6月12日（水）

7月8日（月）

8月28日（水）

9月13日（金）

10月16日（水）

11月6日（水）

12月18日（水）

1月15日（水）

●ホールアドバイザー秋山和慶＆佐山雅弘企画
オーケストラで楽しむ映画音楽Ⅳ
指揮：秋山和慶／ピアノ：佐山雅弘／司会：中井美穂
特別ゲスト：久石譲
007メドレー／アラビアのロレンス／風と共に去りぬ
ハウルの動く城／紅の豚　他

◆東京交響楽団　特別演奏会

●東京交響楽団メンバーによる ビートルズ

●椎名雄一郎（パイプオルガン）＆ハインリヒ・シュッツ合唱団

●ミューザ川崎ジルベスターコンサート2013
指揮：秋山和慶 他

●MUZAニューイヤーコンサート2014
コンサートマスター：グレブ・ニキティン／東京交響楽団室内合奏団

●MUZA音楽サロン（市民交流室）
音楽工房内の市民交流室（150名収容）で、東京交響楽団のメンバーとゲストにより、アットホー
ムな雰囲気で楽しむレクチャー＆コンサート。

●第16回
ピアノ：中村紘子
モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番／交響曲第41番「ジュピター」

●東響ミニ･コンサート
平日の昼どきに東響のメンバーを中心に開催される無料コンサート。（ミューザ川崎1階ガレリ
ア）

◆MUZAランチタイムコンサート／MUZAナイトコンサート　　（各回12:10/19:00開演）

●松居直美＆近藤岳（パイプオルガン）

●ジャズライブ　小山太郎トリオ

全席自由
ランチタイム　500円
ナイト　　　　1,000円

●ドス・オリエンタレス（ピアノ＆パーカッション）

●三浦一馬（バンドネオン）スペシャルユニット

●廣江理枝（パイプオルガン）＆野々下由香里（ソプラノ）

●北川翔（バラライカ）＆大田智美（アコーディオン）

●東京交響楽団 メンバーによるクリスマスコンサート

●瀬尾久仁＆加藤真一郎 ピアノ・デュオ



2月5日（水）

3月5日（水）

11月11日（月）

11月23日（土）

12月1日（日）

12月8日（日）

2014年
3月29日（土）

S 2,000円
A 1,500円

6月23日（日）
A 1,500円
B 1,000円

7月6日（土）
7日（日）

無料

8月25日（日）
A 1,500円
B 1,000円

10月14日
（月・祝 ）

未定

2014年
2月22日（土）

未定

●江崎浩司（リコーダー、バロック･オーボエ）＆伊藤一人（チェンバロ）

●三浦はつみ＆荻野由美子（パイプオルガン）

◆第4回 音楽大学オーケストラ・フェスティバル　（ミューザ川崎シンフォニーホール／東京芸術劇場共同企画）

●洗足学園音楽大学／桐朋学園大学　（会場：ミューザ川崎）

●ミューザ川崎市民交響楽祭2013 Vol.2

●音楽大学フェスティバル・オーケストラ

参加8大学の選抜メンバーによって結成される合同オーケストラ
※3月28日（金）　東京芸術劇場での公演あり

1回券
全席指定　1,000円

●ミューザ川崎市民吹奏楽祭2013

●国立音楽大学／東京音楽大学　（会場：東京芸術劇場）

●ミューザ川崎市民合唱祭2013

●武蔵野音楽大学／昭和音楽大学　（会場：東京芸術劇場）

◆市民コンサート

●東邦音楽大学／東京藝術大学　（会場：ミューザ川崎）

●ミューザ川崎市民交響楽祭2013 Vol.1

●オペラ「かぐや姫」（作曲・台本：平井秀明）



11月16日（土）
18:00開演

S 40,000円　A 35,000円
B 29,000円　C 19,000円
D 12,000円　E 9,000円

11月17日（日）
18:00開演

S 30,000円　A 25,000円
B 20,000円　C 15,000円
D 10,000円　E 7,000円

11月20日（水）
19:00開演

S 40,000円　A 35,000円
B 31,000円　C 26,000円
D 21,000円　E 16,000円

9月7日（土） 未定

10月12日（土）
18:00開演

未定

2014年
3月9日（日）

15:00開演
未定

3月15日（土） 未定

5月5日（日・祝）
11:00開演

全席指定
大人 2,000円
こども 1,000円

6月22日（土）
14:00開演

S 3,000円
A 2,000円

10月26日（土）
14:00開演

未定

◆スペシャル・コンサート

●バッハ･コレギウム・ジャパン「J.S.バッハ：ヨハネ受難曲 BWV245」
指揮：鈴木雅明／バッハ・コレギウム・ジャパン

●ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：クリスティアン・ティーレマン／ソプラノ：エリン・ウォール／メゾソプラノ：藤村実穂子
テノール：ミヒャエル・ケーニヒ／バリトン：ロベルト・ホル／合唱：ウィーン学友協会合唱団
ベートーヴェン：交響曲第8番／ベートーベン：交響曲第9番「合唱付き」

●ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮：マリス・ヤンソンス／ピアノ：エマニュエル・アックス
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番／R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」

●ホールアドバイザー小川典子企画「Noriko's Day」
～小川典子と仲間たちが贈る、ワンデー・スペシャル・イベント～

●ライナー・キュッヒル・ヴァイオリン・リサイタル 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆海外オーケストラ公演

●ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：サイモン・ラトル／ヴァイオリン：樫本大進
シューマン：交響曲第1番 変ロ長調 「春」／プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「春の祭典」

●近藤岳パイプオルガン・リサイタル

●小椋佳コンサート（仮称）

◆パイプオルガン・コンサート

●こどもの日パイプオルガン･コンサート
オルガン王国の1日！
パイプオルガン：小野なおみ、近藤岳／トランペット：澤田真人

●ルドガー・ローマン　パイプオルガン・リサイタル



12月23日
（月・祝）

18:00開演

S 3,000円
A 2,000円

2014年
2月11日（火・祝）

14:00開演

S 3,000円
A 2,000円

3回実施予定
日程調整中

未定

12月１０日（火）

2014年
1月5日（日）

2月14日（金）

11月開催予定

7月28日（日）

●新日本フィルハーモニー交響楽団 7月29日（月）

●読売日本交響楽団 7月30日（火）

●洗足学園音楽大学 7月31日（水）

●神奈川フィルハーモニー管弦楽団 8月1日（木）

●こどもフェスタ「みんなでオーケストラ」 8月2日（金）

●こどもフェスタ「おはなしオルガン」　　　　　　 　 8月3日（土）

●ＮＨＫ交響楽団 8月3日（土）

●こどもフェスタ「ピアノ★ミラクル」 8月4日（日）

●東京都交響楽団 8月4日（日）

●東京フィルハーモニー交響楽団 8月6日（火）

●大人のためのパイプオルガン 8月6日（火）

●東京シティフィルハーモニック管弦楽団 8月7日（水）

◆ミューザ・ジャズ・ナイト！！

●Vol. 4　トランペット：日野皓正／ベース：金澤英明／Dream Jazz Big Band SETAGAYA

●Vol. 5　ピアノ：佐山雅弘、小原孝、国府弘子、塩谷哲、島健　ゲスト：穐吉敏子

●Vol. 6　ギター：渡辺香津美　他

◆フェスタ サマーミューザ KAWASAKI 2013

●ミューザ川崎シンフォニーホール、昭和音楽大学、洗足学園音楽大学にて開催

●東京交響楽団　オープニングコンサート

◆モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン・イン・かわさき　（実行委員会主催）

未定

●ホールアドバイザー・松居直美企画
J.S.バッハ：フーガの技法 BWV1080

●ポジティフオルガン講座2013（市民交流室）

●MUZA パイプオルガン・クリスマス・コンサート2013
パイプオルガン：ジャン=フィリップ・メルカールト、徳岡めぐみ
打楽器：加藤恭子／声楽アンサンブル



●日本フィルハーモニー交響楽団 8月8日（木）

●サマーナイト・ジャズ！ 8月9日（金）

●昭和音楽大学 8月10日（土）

●東京交響楽団　フィナーレコンサート 8月1１日（日）

4月21日（日）
14:00開演

6月29日（土）
18:00開演

◆こどもフェスタ2013

7月1日のホールの開館記念日、そして川崎市の市制記念日。その2つの記念日をミューザ川崎シンフォニーホー
ルでは「ミューザの日」として、フランチャイズ・オーケストラ東京交響楽団のオーケストラ公演（飯森範親指揮）を中
心に、音楽工房内の各種イベントなど、「音楽のまち・かわさき」らしい楽しい1日をミューザが演出します。
市内の公立小中学校はこの日休日となるため、小学生から楽しめる公演を昼に開催するほか、仕事帰りの市民が
疲れを癒す夜のコンサートも開催します。

●ホール公演
昼の部　指揮：飯森範親／管弦楽：東京交響楽団
夜の部　ジャズピアニスト佐山雅弘とＴＳＯスペシャルオーケストラ
●音楽工房を利用しての無料イベント
●無料ホール見学　など

期間：2013年7月20日（土）～7月24日（水）

楽器体験コーナー、ミニコンサート、ワークショップなど

◆ミューザの日

1回券

◆東京交響楽団　川崎定期演奏会（貸館公演）

●第40回
指揮：ユベール・スダーン／ソプラノ：サビーナ・フォン・ヴァルター
メゾ・ソプラノ：ステファニー・イラーニ／テノール：福井敬／バス：パトリック・シンパー
合唱：東響コーラス　他
モーツァルト：ミサ曲「戴冠ミサ」／モーツァルト：レクイエム ニ短調

●第41回
指揮：ドミトリー・キタエンコ／チェロ：イェンス=ペーター・マインツ
プロコフィエフ：交響的協奏曲（チェロ協奏曲第２番）／ラフマニノフ：交響曲第2番



9月29日（日）
14:00開演

12月15日（日）
14:00開演

2014年
3月30日（日）

14:00開演

1回券
S 7,000円
A 6,000円
B 4,000円
C 3,000円
P 2,000円●第43回

指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ／ヴァイオリン：神尾真由子
チャイコフスキー：幻想交響曲「ロミオとジュリエット」
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「春の祭典」

●第44回
指揮：ユベール・スダーン／ピアノ：ゲルハルト・オピッツ
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
シューベルト：交響曲第2番

●第42回
指揮：大友直人／合唱：東響コーラス
マクミラン：十字架上のキリストの最後の7つの言葉／ホルスト：組曲「惑星」



別紙２

月　日 曜日 会場 チケット料金

5月5日日祝 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
S 5,000円
A 4,000円
B 3,000円

7月7日 日
NEC玉川

ルネッサンスシティホール

一般 3,000円
学生 1,500円
≪全指定席≫

7月28日 日 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
S 3,000円
A 2,000円

8月4日 日 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
S 3,000円
A 2,000円

未定 多摩市民館 未定

未定 宮前市民館 未定

未定 高津市民館 未定

午後のひとときコンサート

午後のひとときコンサート

午後のひとときコンサート

平成25年度　川崎市・ミューザ川崎シンフォニーホール主催・共催公演（負担金事業）

公演名／主な出演者／主な曲目

東京交響楽団特別公演　チャイコフスキーの三つのコンチェルト
【出演】指揮：本名徹次／ヴァイオリン：グレブ・ニキティン／チェロ：横坂源／ピアノ：後藤正孝
【曲目】チャイコフスキー：ロココの主題による変奏曲 作品33／ヴァイオリン協奏曲二長調 作品35、
ピアノ協奏曲第１番変ロ長調 作品23

東京交響楽団スペシャルコンサート in NEC玉川ルネッサンスシティホール
【出演】指揮：未定／ヴァイオリン：水谷 晃／演奏：東京交響楽団
【曲目】調整中

フェスタ サマーミューザ KAWASAKI 2013＠しんゆり vol.1
【出演】指揮：藤野浩一／ピアノ：国府弘子／演奏：神奈川フィルハーモニー管弦楽団
【曲目】70年代・世界のポップス・オーケストラ・ヒットメドレー

フェスタ サマーミューザ KAWASAKI 2013＠しんゆり vol.2
【出演】指揮：大野剛史／チェロ：工藤すみれ／演奏：東京交響楽団
【曲目】オール・ドヴォルザーク・プログラム
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調／交響曲第9番 ホ短調 「新世界より」
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月 事業分類 分野 アーティスト 公演名 概　要 助成申請先（予定）

4月～
５月

創造発信事業 ミュージカル 作・演出　横山由和 ミュージカル「ロック　ザ　フィガロ」
地域劇場「しんゆりシアター」「ミュージカル劇団」旗揚げ公演。昭和音楽大学等地
域のスタッフ・出演者の協力を得て、舞台芸術作品の創造発信を行い、人材の発
掘・育成と地域の発展と活性化を促す。アルテリッカ２０１３公演として開催する。

文化庁

5月 鑑賞事業 演劇 劇団たんぽぽ ことも劇場「百万回生きたねこ」
劇団たんぽぽが、子どもたちにゴールデンウィークに贈るプレゼント。アルテリッカ
２０１３公演として５月４日に開催。

5月 鑑賞事業 演劇 人形劇団ひとみ座 　こども劇場「ズッコケ時間漂流記」
人形劇団ひとみ座が、子どもたちにゴールデンウィークに贈るプレゼント。アルテ
リッカ２０１３公演として５月６日に開催。ひとみ座は２０１２に引き続きのアルテリッ
カ公演。

　

６月 創造発信事業 演劇
演出　ふじたあさや
公募による市民

「劇団わが町」旗揚げ公演「わが町
しんゆり」

公募からなる市民で結成した地域劇団「劇団わが町」が、24年度に公演した試演
会を踏まえて、本公演を上演する。地域劇場「しんゆりシアター」公演。

地域創造

6月～3
月

鑑賞事業　　地域
連携事業

寄席
桂米多朗師匠　　初音家
左橋師匠ほか

アルテリオ寄席
南部のプラザソル「ラゾーナ寄席」とともにスタートした、北部のアートセンター「ア
ルテリオ寄席」をより充実した内容で定期開催する。ボランティアなど地域が育
み、支える集客、交流体制で開催する。

６月～
２月

鑑賞事業　　地域
連携事業

コンサート ジャズユニット しんゆり　ジャズスクエア
「音楽発信のまち　しんゆり」を浸透させていくため、ジャズの定期公演を通して情
報発信する。「楽しく、気軽に、なつかしく」などをキーワードに５０代以上の世代を
コアに若い世代も巻き込んだ、より充実した内容で開催する。

７月～
８月

創造発信事業
青少年舞台芸術
事業

ワークショップ
演奏　演劇

新妻聖子、西垣耕造、梵
天ほか

夏休みーこども劇場・市民ワーク
ショップ・フェスティバル

「新妻聖子一人芝居『青空』」公開舞台稽古、「親子ワークショップ」、「和太鼓ー梵
天・ワークショップ」、「ミュージカルワークショップ」、「梵天」本公演、「はだしのゲ
ン」公演。こどもや市民が楽しみながら舞台芸術を学ぶとともに、優れた鑑賞者と
なることも目標とした参加型事業。

１０月
創造発信事業

演劇
作 シェイクスピア　翻訳
松岡和子　演出　河田園
子

シェイクスピア喜劇シリーズ「十二夜」
地域劇場「しんゆりシアター」公演として、シェイクスピアの喜劇をシリーズ化して
創造発信し、人材の発掘・育成と地域の発展と活性化を促す。

文化庁

１１月
鑑賞事業　　地域
連携事業

ミュージカル
演出　横山由和　出演　昭
和音楽大学ミュージカル
コース学生・卒業生ほか

ミュージカル「三文オペラ」
小規模ホールの特性を生かし、ドイツの劇作家ブレヒトの代表的戯曲「三文オペ
ラ」をミュージカル化して上演する。本公演は、指定管理共同構成体である昭和
音楽大学の人的資源を中心に活用して実施する。

芸術文化振興基金

３月 創造発信事業 演劇
演出　ふじたあさや
公募による市民

「夢見る太郎」
公募からなる市民で結成した地域劇団「劇団わが町」が、川崎市民であった、故
岡本太郎の生涯を、ふじたあさやが創作・舞台化します。25年度に新たな演目に
挑戦する試演会。地域劇場「しんゆりシアター」公演。

文化庁

通年 　
地域の劇団、カンパニー、大学・高校の演劇部などと連携し、「しんゆり・芸術のまち」の拠点として相応しい事業を進める。
アルテリオ小劇場の広報宣伝活動に努め、貸館利用を促進させる。

平成２５年度川崎市アートセンター事業計画案（アルテリオ小劇場） 
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実施時期 企画名 概　　　　　　要

①新作上映 通年 ロードショー公開（都内同発もしくは直近を年2～3本）、新作・秀作上映月4～6本。

②名画上映 通年 日本映画、外国映画の名画、監督、俳優作品 国内外の優れた旧作映画の上映。

③バリアフリーシアター 15回程度
目の不自由な方のための副音声ガイド付き上映、年4～6作品。
耳の不自由な方のための日本語字幕付き上映、年2～4作品。
保育（対象2～5歳）付き上映、年6～8作品。

④親子deシネマ 春、夏、冬休み 春、夏、冬休みに未就学児から小学校児童及び中学校生徒を対象とした秀作上映。

⑤放課後シアター 通年 中学・高校生を対象とした、トークやワークショップ付き上映。

6～7月 ビバ♪音楽映画特集 麻生音楽祭協賛企画の特集。

７～8月 平和のためのロードショー 平和を考える特集上映。

⑦上映支援・コミュニティ上映 通年
地域や団体・個人が企画制作した優れた作品の上映支援。
地域や団体からの提案に基づく上映及び団体鑑賞、上映会のサポート。
その他、自主上映会を開催したい上映者のサポート、夕方や夜の回の時間を使い開催。

⑧団体鑑賞 通年 各種団体による鑑賞 子ども会、学校、老人施設ほか地域の団体や近隣大学などによびかけ、鑑賞を推進。

不定期 シネマテーク・プロジェクト選定作品

通年 シネマ・シンジケート選定作品

⑩映画タイムマシン 8月上旬 日本の古典映画の鑑賞とワークショップ
古典映画（時代劇）の上映を通して、子どもたちに日本固有の映画文化に触れてもらうととも
に、上映後のワークショップにより、映画の背景や仕組みを学ぶ。

通年 映画に関連した講座やトーク
上映作品や映画史に関連した監督・俳優・評論家等による作品解説、イベント、シンポジウム等
の開催

 通年 シネマ・サロンコンサート あさお芸術のまちコンサート実行委員会等と協力して、シネマ・サロンコンサートを開催。

アニメーション教室

映画ワークショップ

③映画・映像制作 秋～冬（10回程度） ビデオ制作入門講座 撮影・編集の基本的な技術を身につける。

④バリアフリー・ガイド制作 年4～5作品 バリアフリーガイド制作 目又は耳の不自由な方のためのバリアフリーガイドを年４～５作品制作。

⑤バリアフリー・ワークショップ 1回 バリフリー人材育成実技講座 バリアフリーガイド制作が出来る人材を育成するための基本を習得するワークショップ

⑥周年事業 11月  周年事業としての映画上映。

①KAWASAKIしんゆり映画祭 9月末～10月初旬 第１９回KAWASAKIしんゆり映画祭開催 KAWASAKIしんゆり映画祭との共催。

②アルテリッカしんゆり芸術祭 4月末～5月初旬
川崎北部の地域連携芸術祭。公演の賛助企画を中心とした企画上映。こどもも楽しめるプログ
ラムも開催。（5月5日はこどもの日映画館）

③映像のまち・かわさき 通年 映像のまちかわさき推進フォーラムと連携した映像文化の発信。

鑑
賞

事
業

①映画に関する企画展示 ロビーやコラボレーションスペースを活用し、映画史や上映作品に連動した企画展示を行う。

制
作
支
援
事
業

①撮影・制作支援 通年 撮影・制作支援
ロケ地としての活用を支援。
編集室・録音室の利用促進、制作支援。

シ
ネ
マ
会

員
事
業

①会員の拡大 通年 会員システムの告知とサービスの充実により会員を拡大。

広
報
・
宣
伝
事
業

①シネマ・ニュースの発行、パ
ブリシティ展開、ウェブの活用

通年

アルテリオ・シネマニュース（月刊）の発行
新聞・地域メディア・専門誌などでの情報発
信
ホームページやウェブでの情報発信

アルテリオ・シネマニュース：上映作品紹介、シネマエッセイ、見どころノート、イベント情報などを
掲載し、毎月制作発行。
地域情報誌や専門誌などへの広報の充実。
ホームページやメールマガジンの充実。

平成２５年度川崎市アートセンター事業計画案（アルテリオ映像館）
事　　業　　名

映
画
上
映
事
業

（
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ

）

⑥企画・特集上映

⑨コミュニティシネマセンターと
の協働

コミュニティシネマセンターに参加する全国の映画館・公共施設との連携による優れた作品選定
と協働上映及び配給（新作・旧作）。

 

文
化
創
造
事
業

①ゲストトーク・講座・イベント

②こども向けワークショップ
夏休み
春休み

監督・制作者を講師に迎えたワークショップ。

共
催
・
連

携
事
業


