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このほかにも注目公演が続々! 今年の夏もフェスタサマーミューザKAWASAKIで音楽三昧!

7月25日（火） 15：00開演（11：00開場、終演予定17：00）※途中休憩があります
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
「四季」、「水上の音楽」に「G線上のアリア」。
モダン・オーケストラで聴くバロック名曲で優雅なひとときを
　一度は生で聴きたい「四季」のソロ・ヴァイオリンを務めるのは、サラサーテ、パガニーニといっ
た有名国際コンクールに優勝し、活躍する有希 マヌエラ・ヤンケ。そしてこのプログラムの変わり
玉はマーラー編曲によるバッハの管弦楽組曲。シャイー指揮コンセルトヘボウ管やサロネン指揮ロ
サンゼルス・フィルによる録音はいずれもマーラーの交響曲第3番とのカップリングで、なかなか生
のコンサートで聴く機会はありません。マーラーが選んだ4曲にはあの有名な「G線上のアリア」も
含まれています。原曲にはないオルガンが入っており、知っている曲が20世紀の新たなアレンジで
新鮮に聴こえます。

村上寿昭
©大窪道治
村上寿昭
©大窪道治

有希 マヌエラ・ヤンケ
©井村重人

有希 マヌエラ・ヤンケ
©井村重人

指揮：村上寿昭　　ヴァイオリン：有希 マヌエラ・ヤンケ*　　管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
●ヴィヴァルディ：「四季」*　●ヘンデル（ハーティ編）：組曲「水上の音楽」　●バッハ（マーラー編）：管弦楽組曲

11：30から最長13：30
公開リハーサルもあわせてお楽しみください。

※公開リハーサル中のみ、自由席です

8月1日（火） 15：00開演（14：00開場、終演予定17：00）※途中休憩があります
読売日本交響楽団
映画音楽に大河ドラマ、スペシャルゲストに森山良子！
フェスタらしい、ゴージャスなプログラム！！
　今年のサマーミューザで最もゴージャスなのはこの公演ではないでしょうか。指揮を務める渡辺
俊幸は日本を代表する作曲家・編曲家として活躍しています。代表曲であるNHK大河ドラマ「利
家とまつ」や、渡辺さんのアレンジによるシネマ＆ポップスでは、題名のない音楽会で披露されて
大きな話題を呼んだ「もしも『バック・トゥー・ザ・フューチャー』のタイムマシンが中世のイタリアへ
行ったら」も楽しみ。また、なんといっても豪華な華を添えるのが森山良子さん。渡辺さんが多くの
曲を編曲したアルバム『Ryoko Classics』からヒット曲をフルオーケストラと歌うのだからたまりま
せん！ 贅沢なひとときをどうぞお楽しみに。

渡辺俊幸渡辺俊幸 森山良子森山良子

指揮：渡辺俊幸　　スペシャルゲスト：森山良子　　管弦楽：読売日本交響楽団
●「サウンド・オブ・ミュージック」～メインテーマ　●映画「ひまわり」～メインテーマ　●映画「シェルブールの雨傘」～メインテーマ
●映画「ティファニーで朝食を」～ムーンリバー　●映画「ニュー・シネマ・パラダイス」～メドレー　●映画「スター・ウォーズ」～メインテーマ
●もしも「バック・トゥー・ザ・フューチャー」のタイムマシンが中世のイタリアへ行ったら
〈森山良子の世界〉●この広い野原いっぱい　●家族写真　●涙そうそう　●さとうきび畑（ギター弾き語り）　●あなたが好きで
●NHK連続テレビ小説「おひさま」～メインテーマ　●NHK大河ドラマ「利家とまつ」～メインテーマ

14：20から14：40 　
渡辺俊幸によるプレトークをお楽しみください。

〈会場〉ミューザ川崎シンフォニーホール（JR「川崎」駅西口）　〈開催期間〉7月22日～8月11日

特設サイト◉http://www.kawasaki-sym-hall.jp/festa/
問い合わせ・お申込み◉ミューザ川崎シンフォニーホール 044-520-0200（10時～18時）

で子どもに本物の音楽体験を

親子で冒険に出かけよう!
フェスタサマーミューザKAWASAKIでは、「こどもフェスタ」として

夏休みの子どもたちにも楽しめる入門編コンサートを開催しています。
毎年、工夫を凝らしたプログラムで楽しませてくれる東京ニューシティ管弦楽団のコンサートは、

家族で楽しむのにピッタリ。
今年のコンサートについて、指揮者の曽我大介さんにお話を伺いました。

インタビュー：曽我大介さん（東京ニューシティ管弦楽団 正指揮者）

　昨年は生誕260年のモーツァルトの楽
曲に加え、「ぼよよん行進曲」「となりのトト
ロ」など子どもたちにも親しみやすい曲目
も取り混ぜてのコンサートで、大変好評で
した。今年はどのようなコンサートになりま
すでしょうか？
　まずは冒頭でお贈りするグリンカ作曲
「ルスランとリュドミュラ」序曲で、オーケスト
ラのすごさを味わってほしいと思っていま
す。スピード感があり、オープニングにふさ
わしい華やかな曲です。次に同じロシア系
の作曲家であるプロコフィエフが作曲した
音楽物語「ピーターと狼」をお聴きいただ
きます。この曲では、ピーターやおじいさん、
動物たちといった登場人物のキャラクター
に楽器があてはめられています。小鳥のフ
ルートや、ちょっととぼけたファゴットのおじ
いさんなど、プロコフィエフが作ったこうした
イメージは西洋音楽でもともとその楽器が
受け持っているキャラクターに近いんです
よ。楽器紹介にぴったりの曲です。

　後半はモーツァルトの名曲コーナーです
ね。オペラも聴けるということで楽しみです!
　今回は、3人の歌手のみなさんとともに、
モーツァルトのオペラ「魔笛」を抜粋し、「ふ
しぎな魔法の笛」と題してお楽しみいただ
きます。登場するのはパパゲーノ、パパゲー
ナ、夜の女王、パミーナです。

　主役のタミーノがいませんが？
　僕がタミーノ役となって、お話を進行しよ
うと思っています。タミーノ（イケメン）って書
いた札を用意しておいてくださいね（笑）
　「魔笛」は童話や寓話が元になっていて
わかりやすいですし、母国語のドイツ語で
書かれている（当時オペラの主流はイタリア
語だった）ことからも、大衆が娯楽として純
粋に楽しめる作品として書かれたんです。
今回はわかりやすく、日本語で歌います。
「ピーターと狼」では楽器のキャラクターを、
「魔笛」ではドラマのキャラクターを楽しん
でいただけますよ。

　締めは交響曲第41番から第4楽章で
すね。前回は交響曲第1番の第1楽章を
演奏されたので、モーツァルトの最初と最
後の交響曲がつながります。
　モーツァルトが本当にすごい人だったと
いうことが一番わかるのが、この交響曲第
41番第4楽章だと思っています。お芝居の
あと、純粋にモーツァルトの音楽のすばらし
さを聴いてもらえれば。
　また、アンコールでは東京ネバーランド
合唱団というオリジナル作品を中心に演奏
している児童合唱団が登場します。ある有
名な曲に歌詞をつけて歌いますので、どう
ぞ楽しみにしていてください。

8月8日（火） 15：00開演
（14：15開場、終演予定17：00）※途中休憩があります

東京ニューシティ管弦楽団

指揮とお話：曽我大介　歌と語り：市原 愛（ソプラノ）、針生美智子（ソプラノ）、吉川健一（バリトン）
児童合唱団：東京ネバーランド合唱団
●プロコフィエフ：音楽物語「ピーターと狼」（楽器紹介付き）
●モーツァルト：オペラ「ふしぎな魔法の笛」ハイライト（歌劇「魔笛」より）
●モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」から第4楽章　ほか
大人：3,500円　ヤング（高校生～25歳以下の学生）：1,750円　こども：1,000円（4歳～中学生）

曽我大介

おすすめコンサート!
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チケット◉［第131回・第133～135回］各1回券  S¥6,000　A¥5,000　B¥4,000　C¥3,000
［第132回のみ］S¥7,000　A¥6,000　B¥4,000　C¥3,000

お問合せ◉ミューザ川崎シンフォニーホール 044-520-0200　　ミューザWEBチケット http://muza.pia.jp/
TOKYO SYMPHONYチケットセンター 044-520-1511
TOKYO SYMPHONYオンラインチケット http://tokyosymphony.jp/（1回券のみ）

11/26（日）

第131回 秋山のスポーツ音楽5選
指揮：秋山和慶　
ヴァイオリン：佐藤玲果（ミューザソリストオーディション2015合格者）
◦ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲　
◦シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
◦オネゲル：交響的運動第2番「ラグビー」他 佐藤玲果 秋山和慶

飯森範親

2018/1/13（土）

第133回 天才作曲家たちのロシア音楽
指揮：飯森範親　ピアノ：アレクサンダー・ガヴリリュク

2018/2/25（日）

第134回 飯守による、珠玉のベートーヴェン＆ワーグナー
指揮：飯守泰次郎　ピアノ：津田裕也

2018/3/18（日）

第135回 ドイツ・ロマン派シューマンの傑作
指揮：下野竜也　ヴァイオリン：三浦文彰

後期

5公演セット券、

好 評
発売中! 各1回券：一般発売 6月22日（木）

［ミューザ友の会・東響会員先行発売 6月12日（月）］

2017-18 名曲全集 後期シリーズ

指揮：飯森範親　ソプラノ：鷲尾麻衣　メゾ・ソプラノ：池田香織　
テノール：又吉秀樹　バス：ジョン ハオ　合唱：東響コーラス
◦モーツァルト：交響曲第30番 ニ長調 K.202（186b）　
◦ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」

ジョン ハオ又吉秀樹鷲尾麻衣 池田香織

12/17（日）

第132回 熱血漢IIMORIの「第九」

飯守泰次郎

下野竜也
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ドン・ジョヴァンニ
大好評を博した「コジ・ファン・トゥッテ」に続く

ノット×東響のオペラ 第2弾!

12/10（日）
開場14：15  開演15：00

モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
　　　　　　  （演奏会形式、全2幕、日本語字幕付）

［公演予定時間］約3時間30分（途中休憩1回あり）

ジョナサン・ノット

アンドリュー・ステープルズ

リアン・リ

エンジェル・ブルー

シェンヤン

クレシミル・ストラジャナッツ

ローラ・エイキン

カロリーナ・ウルリヒ

ミヒャエル・ナジ

◦指揮、ハンマーフリューゲル：ジョナサン・ノット
◦ドン・ジョヴァンニ：ミヒャエル・ナジ　
◦騎士長：リアン・リ
◦レポレッロ：シェンヤン
◦ドンナ・アンナ：ローラ・エイキン　
◦ドン・オッターヴィオ：アンドリュー・ステープルズ
◦ドンナ・エルヴィーラ：エンジェル・ブルー
◦マゼット：クレシミル・ストラジャナッツ
◦ツェルリーナ：カロリーナ・ウルリヒ
◦管 弦 楽：東京交響楽団　　
◦合　　唱：新国立劇場合唱団　　
◦演出監修：原 純

6/19月 一般発売開始!

（コンサート形式）

昨年公演「コジ・ファン・トゥッテ」の様子

［料　金］S¥12,000　A¥9,000　B¥6,000　C¥4,000
　　　　（友の会：S¥10,800　A¥8,100　B¥5,400　C¥3,600）

［チケット発売日］
◦友の会先行販売／2017年6月  9日（金）
◦Web会員販売／2017年6月12日（月）※
◦一　般　発　売／2017年6月19日（月）
※ Webでのチケット購入は、事前に「ミューザWeb会員」への登録が必要となります（登録無料）。

［チケットのお申込み］
◦ミューザ川崎シンフォニーホール 044-520-0200（10：00～18：00）
◦ミューザWEBチケット http://muza.pia.jp/
◦チケットカウンター（10：00～19：00）

［プレイガイド］
◦TOKYO SYMPHONYチケットセンター 044-520-1511
◦チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットでお取扱い中
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街道シリーズ
街道歩きをもっと楽しくするために 第14回

「箱根の湯治場道を往く」
日時：7月15日（土）14時～（13時半開場）
料金：無料　　
定員：80名　　
会場：東海道かわさき宿交流館4階 集会室
講師：柘植信行

講師：柘植信行  
中・近世都市史・温泉史研究

主な著書
『温泉の原風景』・『湯治の文化誌』・
『温泉の文化誌』（岩田書院 共著）　
『都市鎌倉と坂東の海に暮らす』
（新人物往来社 共著）
『東京湾と品川―よみがえる中世の港町―』
（品川区立品川歴史館 共著）　ほか

展示－宿場時代の川崎（２階）
江戸時代の川崎宿の歴史や当時の情報があります。
旅人の衣装を着て記念撮影もできます。

展示－江戸から現代へ（３階）
明治以降の川崎市の歴史や、ゆかりの人物などの展示
があります。

第１回
講談de交流
　フレッシュな講談師を激励し、精進を応援するイベントです。
日時：7月19日（水）14時～（13時半開場）
料金：無料　　定員：80名　　
会場：東海道かわさき宿交流館4階 集会室
出演：前　座 一龍斎貞奈
　　　二つ目 宝井琴柑 一龍斎貞奈 宝井琴柑

企画展
「覚えていますか? 50年前の川崎駅周辺」展

　大型都市模型でよみがえる半世紀前の川崎駅周辺
日　時：開催中～7月30日（日）9時～17時
休館日：毎週月曜日（その日が祝・休日のときはその翌日を振替休館）
料　金：無料　　会場：東海道かわさき宿交流館3階 企画展示室
模　型資料：川崎市市民ミュージアム
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オープニング公演
藤原歌劇団
オペラ「セビリャの理髪師」

人間国宝の競演
「友枝昭世と山本東次郎の至芸」

ソプラノマジック

マエストロ・ホリヤンと
ヴァイオリン・大谷康子の
初めて体験・
オーケストラコンサート

人形劇団クラルテ
「おーいペンギンさーん」

スターダンサーズ・バレエ団
バレエ「ドラゴンクエスト」全2幕

劇団民藝
「アンネの日記 

―プロローグとエピローグのある全二幕―」

川崎・しんゆり芸術祭2017（アルテリッカしんゆり）閉幕!
　4月22日から5月14日まで川崎市北部を中心に行われた芸術の祭典。
　9回目を迎えた今年は、音楽や演劇、伝統文化など幅広いジャンルの舞台芸術が30演目37
公演揃いました。完売公演が続出し、総来場者数 約27,500人を迎えました。
　また、150名をこえるボランティアの方々が、裏方としてこの芸術祭を支えてくださいました。

　スペインのセビリャを舞台に、繰り広げら
れる喜歌劇「セビリャの理髪師」。
　喜劇を得意としたロッシーニの軽やかな
旋律に乗って、藤原歌劇団の歌手たちによ
る圧倒的な歌声と、アンサンブルの妙を堪
能できる贅沢な時間となりました。
　歌手たちのコミカルで楽しい演技に会場
は笑いに包まれ、終演後はたくさんのブラ
ボーが飛び交っていました。　
 （4月29・30日 昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ）

　今回アンネ・フランク役を演じたのは、川崎
市多摩区出身で、彼女の母もまた劇団民藝
でアンネ役を演じたという八木橋里紗（29）
だ。
　演出の丹野郁美は、原作の物語を母や大
人たちとの葛藤、大人になる手前の少女の
不安や喜び、少年とのほのかな恋心という現
代にも通じる視点から、多感な一人の少女の
物語として見事に作り上げている。
　オーディションの直前に母を失った八木橋
に「お母さんなんて大嫌い！」と、残酷なセリフ
を言わせる丹野は、屋根裏部屋という社会
の縮図の中で大人になっていくアンネを通し
て八木橋を彼女の母に変わり、一人前の女
優に育て上げようとしたのではないだろうか。
 （4月29日～5月1日 川崎市アートセンター）

　馬場さんによる分かりやすく深みのある解
説で幕開け。続いて、狂言「昆布売」を山本東
次郎師と山本則俊師が演じました。絶妙な
台詞のかけ合いと、やり取りのおかしさに、会
場に沢山の笑いがおこりました。第二部は、能

「自然居士」を友枝昭世師が演じ、ため息の
出るような美しい舞と謡を観客たちは堪能し
ていました。
　公演後は、出演者による楽しいアフター
トーク。観客の質問コーナーも設けられ、大い
に盛り上がりました。
 （5月3日 川崎市麻生市民館）

　声質の違うソプラノ歌手、光岡暁恵さん、
山口佳子さん、廣田美穂さんの三人による
コンサート。第一部は、バリトン歌手の折江
忠道さんのナビゲートで、オペラの名場面の
数々が披露されました。折江さんの解説を
交えた楽しいトークと、歌手たちの素晴らし
くコントロールされた歌声に観客は歓声を
送っていました。
　第二部はバリトン歌手の折江さんと、ソプ
ラノ歌手たちによるデュエットが披露され、
ホールいっぱいに響き渡る歌声と、オペラの
本番さながらの演技を堪能できた贅沢な時
間となりました。 （5月5日 ユリホール）

子どもたちが元気良く手を上げて回答し、観
客たちが温かい拍手を送っていました。子ど
もたちが本格的なオーケストラの演奏を身近
に、心から楽しんでいる様子が伝わる楽しい
コンサートでした。
 （5月4日 昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ）

　アルテリッカしんゆり初登場となる人形劇
団クラルテは大阪を中心に活躍をしている。
開演前から客席で手品などを披露しながら、
客席の子ども達を温めていく劇団員には、子
ども向け公演に手慣れた様子がうかがえる。
ひとたび劇が始まれば、次々飛び出す大阪弁
のギャグに会場は子どもも大人も揃って爆笑
の渦に巻き込まれたのは言うまでもない。子
ども心を知り尽くした3人の劇団員が人形を
操りながら客席に飛び出して繰り広げるパワ
フル人形劇に子どもたちは大興奮。「一歩踏
み出す勇気」と共に強烈な思い出となって彼
らの心に残ることでしょう。
 （5月6日 川崎市アートセンター）

　人気ゲームソフト「ドラゴンクエスト」の楽
曲に基づく、バレエ「ドラゴンクエスト」は同
団のオリジナルで、再演が繰り返される人
気作品です。今回、舞台美術と衣装を世界
的に活躍するデザイナーが手がけ、新しい
ヴァージョンで初公開しました。
　美しい森や、きらびやかな宮殿など豪華
絢爛な舞台で繰り広げられる、血沸き肉躍
る冒険劇。ダンサーたちの磨き抜かれた踊
りと演技が光り、台詞はなくともストーリーが
如実に伝わります。オーケストラの生演奏も
迫力があり、1000人を超える観客が惜しみ
ない拍手を送っていました。
 （5月13・14日 昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ）

オペラ「セビリャの理髪師」　公益財団法人日本オペラ振興会

©Kazashito nakamua

運営を支えて下さったボランティアの方 と々一緒に

©伊志嶺麻彩

©GONTZ

©GONTZ

　能と狂言、二人の人間国宝と、歌人馬場あ
き子さんによる人気企画が今年も実現。

　お子さまのためのオーケストラの演奏会。
前半はヴァイオリニストの大谷康子さんが、
ヴァイオリンがソロで活躍する曲を披露。客席
に降りて来て、子どもたちの目の前で演奏す
る姿を見せてくれました。後半はチャイコフス
キーの名曲が披露され、一曲終わるごとに、
指揮者から「今の曲はどの楽器が活躍してい
たでしょうか？」と、クイズがありました。会場の

バレエ「ドラゴンクエスト」　撮影：長谷川清徳
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至町田

至町田
至登戸

消防署
●

至新宿
新百合ヶ丘駅

麻生区役所
●

●麻生市民館

●Odakyu OX
　新百合ヶ丘駅入口

昭和音楽大学
北校舎

●

　日本映画大学
　新百合ヶ丘
●キャンパス

●マクドナルド
北口

南口

川崎市
アートセンター●

新百合
21ホール

新百合トウェンティワンホール
450名収容の多目的ホールは、講演会、発表会、展示会、

展示即売会、ギャラリーなど多彩な利用が可能です。
〒215-0004 川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合21地下2階
TEL.044-952-5000　FAX.044-952-1350　
http://shinyuri21hall.jp/

【アクセス】 小田急線「新百合ヶ丘駅」北口より徒歩2分

貸館案内

川崎市アートセンター
アルテリオ小劇場では、演劇やミュージカル、コンサート、

ダンス、発表会、セミナーなど様々な形態での利用が可能です。
〒215-0004 川崎市麻生区万福寺6-7-1
TEL.044-955-0107　FAX.044-959-2200
http://kawasaki-ac.jp/

【アクセス】 小田急線「新百合ヶ丘駅」北口より徒歩3分 至町田

至町田
至登戸

消防署
●

至新宿
新百合ヶ丘駅

●
新百合21

麻生区役所
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●麻生市民館

●Odakyu OX
　新百合ヶ丘駅入口

昭和音楽大学
北校舎

●

　日本映画大学
　新百合ヶ丘
●キャンパス

●マクドナルド

川崎市アートセンター

北口

南口

貸館案内

ラゾーナ川崎プラザソル

ミューザ
川崎

アトレ川崎

モアーズ

ダイス

川崎ルフロン

川崎駅川崎駅

京急
川崎
駅

京急
川崎
駅

京浜
急行

JR
線

リバーク
ミューザデッキ

ラゾーナ川崎プラザソル
（ラゾーナ川崎プラザ5F）

可動式ひな壇を使用したり、舞台と客席を自由に設定し
たりと、様々な催し物に対応。機材も充実、お客様の構想を基に、理
想の空間づくりをお手伝いいたします。
〒212-8576 川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ5F
TEL.044-874-8501　FAX.044-520-9151　http://www.plazasol.jp/

【アクセス】 JR川崎駅西口より徒歩5分

貸館案内

東海道かわさき宿交流館
4階の集会室は、ふれあいネット（川崎市公共施設利用予

約システム）にて利用予約が必要です。 商工会議所
●　 ●DICE

　（ダイス）
●コンビニ

川崎信用金庫●

　●
川崎市役所

JR
川
崎
駅

京
急
川
崎
駅

東海道
かわさき宿
交流館

〒210-0001 川崎市川崎区本町1丁目8番地4
TEL.044-280-7321　FAX.044-280-7314
http://www.kawasakishuku.jp/

【アクセス】 京急川崎駅より徒歩４分、JR川崎駅東口より徒歩９分

貸館案内

←京急川崎駅

東口
バス
ターミナル

京浜急行線

ヨドバシ
カメラ

ルフロンルフロン

アイン
薬局

丸井

JR 至横浜

サンスクエア川崎

太田
総合
病院

CUBE
川崎

日　航
ホテル

JR川崎駅

東口

川崎能楽堂川崎能楽堂

貸館案内
川崎能楽堂

邦楽を中心に創意を生かしたパフォーマンスの稽古、発
表、鑑賞の場としてご利用いただけます。
〒210-0024 川崎市川崎区日進町1-37
TEL.044-222-7995　FAX.044-222-1995　
http://www.kbz.or.jp/facility/noh/

【アクセス】 JR川崎駅東口より徒歩5分
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川崎プラザ

アトレ川崎

モアーズ

ダイス

川崎ルフロン

川崎駅川崎駅

京
急
川
崎
駅

京
急
川
崎
駅
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JR
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リバーク
ミューザデッキ

ミューザ川崎シンフォニーホール
音楽ホール正面入口の向かいに位置する音楽工房は、ピ

アノの発表会、講演会、音楽練習、絵画等の創作活動の発表等、用途
に応じてご利用いただけます。

貸館案内

〒212-8557 川崎市幸区大宮町1310　
TEL.044-520-0100　FAX.044-520-0103　
http://www.kawasaki-sym-hall.jp/

【アクセス】 JR川崎駅西口より徒歩3分、京急川崎駅より徒歩8分

公益財団法人 川崎市文化財団 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 タワーリバーク3F
TEL.044-222-8821　FAX.044-222-8817　http://www.kbz.or.jp/

アートガーデンかわさき
絵画、彫刻、造形、工芸、写真をはじめとするジャンルを超

えたアートの発表の場です。自由に空間を演出していただけます。
貸館案内

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 タワーリバーク3F
TEL.044-200-1415　FAX.044-222-8817
http://www.kbz.or.jp/facility/artgarden/

【アクセス】 JR川崎駅東口より徒歩2分、 京急川崎駅より徒歩2分

J
R
川
崎
駅

至
東
京

京急川崎駅

東口バス
ターミナル

アートガーデンかわさき
（タワー・リバーク3F） 

アトレ
川崎

Access Map アクセスマップ



アートガーデンかわさき・市内ギャラリー・美術館等の展覧会情報
●掲載情報は原則入場無料です。ただし、有料マークのある施設は入場料が必要な催し物の情報が含まれています。
●各施設とも、催し物の内容・会期・料金等が変更になる場合がございますので、ご確認の上ご来館ください。　■＝休館日
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木鳥と焼絵
7月28日（金）～8月2日（水）

クールシェア推進事業
7月27日（木）～

アート
ギャラリー

（注）会期、時間等は各団体により、変更になることがありますので、ご確認の上ご来場ください。

第33回 新構造神奈川展　
  7月11 日（火）～16日（日）　

常設展

第1展示室

企画展

企画展

川崎展
7月25日（火）～30日（日）

第2展示室

第3展示室

第58回 川崎市書道連盟書作展
7月18日（火）～23日（日）

多摩川写友会 写真展
～7月5日（水）

川崎市立橘高等学校
漫画研究部夏季イラスト展

7月28日（金）～8月2日（水）

Viale カリグラフィー展
7月7日（金）～12日（水）

第39回 硯友会書展
7月21日（金）～26日（水）

水曜絵画サークル作品展
～7月5日（水）

高津陶芸 作陶展
7月7日（金）～12日（水）

ブライトフューチャーフォトクラブ 写真展
7月14日（金）～19日（水）※18日休館

新神木シニア会
絵画と写真のサークル展

～7月5日（水）

川崎市に残っている
江戸時代の古文書展
7月28日（金）～8月2日（水）

秀荘会書道展
7月14日（金）～19日（水）※18日休館

教科用図書展示会
7月21日（金）～26日（水）

第19回 墨水会作品展
～7月5日（水）※3日休館

木鳥と焼絵
7月28日（金）～8月2日（水）

教科用図書展示会
7月7日（金）～12日（水）

多摩油彩研究会・作品展
7月14日（金）～19日（水）※18日休館

2017あさおサークル祭美術展
7月21日（金）～26日（水）

クールシェア推進事業
7月27日（木）～

川崎市総合教育センター
教科用図書展示会

7月14日（金）～19日（水）※18日休館

稲田郷土史会
稲田郷土史会50年の歩み
7月21日（金）～26日（水）

第25回 かわさき市民
アンデパンダン展
～7月9日（日）

有料 常設展「岡本太郎と巴里」展 
7月6日（木）～10月22日（日）  

有料 企画展「岡本太郎と遊ぶ」展   7月15日（土）～10月15日（日）  
観覧料：一般900円、高・大学生・65歳以上700円、中学生以下無料

書王社選抜展
7月19日（水）～23日（日）

カ ン チョン

姜青個展
7月25日（火）～30日（日）

第13回 なかはら市民活動の集い
「なかはらっぱ祭り」

7月16日（日）

有料 からくりトリックの世界 「服部正志  トリック3Dアート」展（企画展示室１）／「高橋みのる  現代からくりアート」展（企画展示室2）
7月8日（土）～8月20日（日）  観覧料：一般500円、65歳以上・大学生・高校生400円、中学生以下無料 ※左記料金で企画展示室1・2ともにご覧いただけます。 

福田繁雄の視覚トリック展 7月8日（土）～8月20日（日） 

追悼 松本俊夫（1932－2017） 映像の反現実的・幻想的・魔術的な表現を求めて
7月8日（土）～8月20日（日） 

アートガーデンかわさき〈川崎区〉
川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク3F　
TEL.200-1415　
【休館日】毎週月曜日

楽描会作品展
7月7日（金）～12日（水）

幸市民館市民ギャラリー〈幸区〉
幸区戸手本町1-11-2（幸文化センター内）　TEL．541-3910
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

夏休み臨時閲覧席
7月15日（土）～8月31日（木）※18日休館

カフェマイム マイギャラリー〈幸区〉
幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館2F　TEL．548-4132
【休館日】日・月・祝

観覧料　：  7月  6日（木）～  7月14日（金）／一般500円、高・大学生・65歳以上300円、中学生以下無料
　　　　  7月15日（土）～10月15日（日）／一般900円、高・大学生・65歳以上700円、中学生以下無料※企画展と常設展のセット料金です。
　　　　10月17日（火）～       22日（日）／一般500円、高・大学生・65歳以上300円、中学生以下無料

やわらかな風に包まれて～水彩画・陶芸・音楽のコラボ～
7月1日（土）～8日（土）※2日営業、3日休館

中原市民館市民ギャラリー〈中原区〉
中原区新丸子東3-1100-12 パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー1、2階
TEL．433-7773　
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

高津市民館市民ギャラリー〈高津区〉
高津区溝口1-4-1 ノクティ2（12F）　TEL．814-7603
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

宮前市民館市民ギャラリー〈宮前区〉
宮前区宮前平2-20-4　TEL．888-3911　
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

麻生市民館市民ギャラリー〈麻生区〉
麻生区万福寺1-5-2　TEL．951-1300
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）、7月3日（月）

多摩市民館市民ギャラリー〈多摩区〉
多摩区登戸1775-1（多摩区総合庁舎内）　TEL．935-3333　
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

川崎市岡本太郎美術館〈多摩区〉
多摩区枡形7-1-5　TEL.900-9898
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は開館）、7月18日（火）

川崎市市民ミュージアム〈中原区〉
中原区等々力1-2（等々力緑地内）　TEL．754-4500
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は開館）、7月18日（火）

造形教室アトリエチビ作品展
7月8日（金）～12日（水）

秋津書道会
しきなみ短歌会

7月21日（金）～23日（日）

ボーイズダンス
発表会写真展

7月29日（土）～30日（日）
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アートガーデンかわさき・市内ギャラリー・美術館等の展覧会情報
●掲載情報は原則入場無料です。ただし、有料マークのある施設は入場料が必要な催し物の情報が含まれています。
●各施設とも、催し物の内容・会期・料金等が変更になる場合がございますので、ご確認の上ご来館ください。　■＝休館日 Event Calendar
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木鳥と焼絵
7月28日（金）～8月2日（水）

クールシェア推進事業
7月27日（木）～

アート
ギャラリー

（注）会期、時間等は各団体により、変更になることがありますので、ご確認の上ご来場ください。

第33回 新構造神奈川展　
  7月11 日（火）～16日（日）　

常設展

第1展示室

企画展

企画展

川崎展
7月25日（火）～30日（日）

第2展示室

第3展示室

第58回 川崎市書道連盟書作展
7月18日（火）～23日（日）

多摩川写友会 写真展
～7月5日（水）

川崎市立橘高等学校
漫画研究部夏季イラスト展

7月28日（金）～8月2日（水）

Viale カリグラフィー展
7月7日（金）～12日（水）

第39回 硯友会書展
7月21日（金）～26日（水）

水曜絵画サークル作品展
～7月5日（水）

高津陶芸 作陶展
7月7日（金）～12日（水）

ブライトフューチャーフォトクラブ 写真展
7月14日（金）～19日（水）※18日休館

新神木シニア会
絵画と写真のサークル展

～7月5日（水）

川崎市に残っている
江戸時代の古文書展
7月28日（金）～8月2日（水）

秀荘会書道展
7月14日（金）～19日（水）※18日休館

教科用図書展示会
7月21日（金）～26日（水）

第19回 墨水会作品展
～7月5日（水）※3日休館

木鳥と焼絵
7月28日（金）～8月2日（水）

教科用図書展示会
7月7日（金）～12日（水）

多摩油彩研究会・作品展
7月14日（金）～19日（水）※18日休館

2017あさおサークル祭美術展
7月21日（金）～26日（水）

クールシェア推進事業
7月27日（木）～

川崎市総合教育センター
教科用図書展示会

7月14日（金）～19日（水）※18日休館

稲田郷土史会
稲田郷土史会50年の歩み
7月21日（金）～26日（水）

第25回 かわさき市民
アンデパンダン展
～7月9日（日）

有料 常設展「岡本太郎と巴里」展 
7月6日（木）～10月22日（日）  

有料 企画展「岡本太郎と遊ぶ」展   7月15日（土）～10月15日（日）  
観覧料：一般900円、高・大学生・65歳以上700円、中学生以下無料

書王社選抜展
7月19日（水）～23日（日）

カ ン チョン

姜青個展
7月25日（火）～30日（日）

第13回 なかはら市民活動の集い
「なかはらっぱ祭り」

7月16日（日）

有料 からくりトリックの世界 「服部正志  トリック3Dアート」展（企画展示室１）／「高橋みのる  現代からくりアート」展（企画展示室2）
7月8日（土）～8月20日（日）  観覧料：一般500円、65歳以上・大学生・高校生400円、中学生以下無料 ※左記料金で企画展示室1・2ともにご覧いただけます。 

福田繁雄の視覚トリック展 7月8日（土）～8月20日（日） 

追悼 松本俊夫（1932－2017） 映像の反現実的・幻想的・魔術的な表現を求めて
7月8日（土）～8月20日（日） 

アートガーデンかわさき〈川崎区〉
川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク3F　
TEL.200-1415　
【休館日】毎週月曜日

楽描会作品展
7月7日（金）～12日（水）

幸市民館市民ギャラリー〈幸区〉
幸区戸手本町1-11-2（幸文化センター内）　TEL．541-3910
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

夏休み臨時閲覧席
7月15日（土）～8月31日（木）※18日休館

カフェマイム マイギャラリー〈幸区〉
幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館2F　TEL．548-4132
【休館日】日・月・祝

観覧料　：  7月  6日（木）～  7月14日（金）／一般500円、高・大学生・65歳以上300円、中学生以下無料
　　　　  7月15日（土）～10月15日（日）／一般900円、高・大学生・65歳以上700円、中学生以下無料※企画展と常設展のセット料金です。
　　　　10月17日（火）～       22日（日）／一般500円、高・大学生・65歳以上300円、中学生以下無料

やわらかな風に包まれて～水彩画・陶芸・音楽のコラボ～
7月1日（土）～8日（土）※2日営業、3日休館

中原市民館市民ギャラリー〈中原区〉
中原区新丸子東3-1100-12 パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー1、2階
TEL．433-7773　
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

高津市民館市民ギャラリー〈高津区〉
高津区溝口1-4-1 ノクティ2（12F）　TEL．814-7603
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

宮前市民館市民ギャラリー〈宮前区〉
宮前区宮前平2-20-4　TEL．888-3911　
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

麻生市民館市民ギャラリー〈麻生区〉
麻生区万福寺1-5-2　TEL．951-1300
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）、7月3日（月）

多摩市民館市民ギャラリー〈多摩区〉
多摩区登戸1775-1（多摩区総合庁舎内）　TEL．935-3333　
【休館日】第3月曜日（祝日と重なる場合は翌日）

川崎市岡本太郎美術館〈多摩区〉
多摩区枡形7-1-5　TEL.900-9898
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は開館）、7月18日（火）

川崎市市民ミュージアム〈中原区〉
中原区等々力1-2（等々力緑地内）　TEL．754-4500
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は開館）、7月18日（火）

造形教室アトリエチビ作品展
7月8日（金）～12日（水）

秋津書道会
しきなみ短歌会

7月21日（金）～23日（日）

ボーイズダンス
発表会写真展

7月29日（土）～30日（日）
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◆関連イベント
■Pepperによる服部正志展 トリック・ギャラリートーク
◦日　時：7月8日（土）15：00～　
◦参加費：当日の企画展入場券が必要です。
※トーク終了後は、企画展示室1入り口でPepperとふれあう時間も！

■高橋みのる からくりトーク
◦日　時：7月16日（日）14：00～15：00
◦会　場：2F 企画展示室2
◦参加費：当日の企画展入場券が必要です。

川崎市市民ミュージアム〈中原区〉 川崎市岡本太郎美術館〈多摩区〉

多摩区枡形7-1-5　TEL.900-9898　FAX.900-9966
【アクセス】  小田急線向ケ丘遊園駅南口徒歩17分、北口バス約10分 
　　　　　 専修大学前下車徒歩6分　

【開館時間】 9：30〜17：00（入館16：30まで）　
【休 館 日】 月曜日（7月17日、9月18日、10月9日を除く）、
　　　　　 7月18日（火）、9月19日（火）、10月10日（火）
http://www.taromuseum.jp

登戸駅
向ケ丘遊園駅

稲生橋交差点

JR南武線

府中街道
川崎市生田緑地

至川崎

至川崎

至新宿

至町田

至立川

至府中
小
田
急
線

世
田
谷
町
田
線
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町
田

至
渋
谷

川崎市
岡本太郎美術館

日本民家園

中原区等々力1-2（等々力緑地内）　TEL．754-4500　FAX．754-4533　
【アクセス】  武蔵小杉駅北口バス約10分、溝の口駅ノクティ側バス約20分
【開館時間】 9：30～17：00（入館16：30まで）　
【休 館 日】 毎週月曜日（7月17日は開館）、7月18日（火）
http://www.kawsaki-museum.jp/

多摩川

JR南武線

多摩沿線道路

中原
街道

北口バス乗り場

●会館とどろき

武蔵中原

府中街道（国道403号）

新
丸
子

多摩川

武
蔵
小
杉

川崎市市民
ミュージアム

TwitterFacebookホームページ

◦ホームページ、Twitter、Facebookにて情報発信中

 企画展／7月8日（土）～8月20日（日）
7月22日・29日・8月5日・12日・19日の
土曜日は19時まで開館!
からくりトリックの世界 
◦「服部正志  トリック3Dアート」展（企画展示室１）
◦「高橋みのる  現代からくりアート」展（企画展示室2）

◦ホームページ、
　Facebookにて
　情報発信中

Facebookホームページ

　岡本太郎にとって、フランスのパリ市は重要な都
市の１つでした。1930年から1940年まで過ごしたパ
リで、世界中から集まった芸術家たちに揉まれなが
ら、岡本は独自の個性を確立しました。そのため、秘
書であり養女となった岡本敏子は、「岡本太郎は、戦
前のパリで『岡本太郎』になった」と述べています。
　また、小説家であった母・岡本かの子の小説『巴
里祭』の増刷版（1941年刊）のために、装丁画とし
て、パリの風景画も描いています。
　その後も岡本は度々パリを訪問し、芸術家として
の活動を展開しました。本展では、岡本太郎のパリ
での活躍を中心に展示構成し、東京とはちがった、
パリでの「岡本太郎」をご紹介します。

 常設展／7月6日（木）～10月22日（日）

「岡本太郎と巴里」展

展覧会料金等
観覧料／一般900（720）円、高・大学生・65歳以上700（560）円、中学生以下無料

（　）内は20名以上の団体料金

◦観覧料：一般500円、65歳以上・大学生・高校生400円、中学生以下無料
　※上記料金で企画展示室1・2ともにご覧いただけます。

【上映作品・スケジュール】
◦『ゴジラ60周年記念デジタルリマスター版』1954年／モノクロ／97分
　7月8日（土）11：30～、7月23日（日）14：30～、7月29日（土）11：30～
◦『ゴジラ対ヘドラ』1971年／カラー／85分  ★川崎市ロケ作品
　7月8日（土）14：30～、7月22日（土）14：30～、7月30日（日）11：30～
◦『ゴジラVSキングギドラ』1991年／カラー／102分  
　★市民ミュージアムロケ作品
　7月9日（日）11：30～、7月22日（土）11：30～、7月30日（日）14：30～
◦『シン・ゴジラ』2016年／カラー／119分  ★川崎市ロケ作品
　7月9日（日）14：30～、7月23日（日）11：30～、7月29日（土）14：30～

■ゴジラ再上陸
　～『シン・ゴジラ』公開１周年記念特集～
◦日　程：7月8日（土）、9日（日）、22日（土）、23日（日）、
　　　　　29日（土）、30日（日）※6日間
◦料　金：1プログラムにつき
　　　　　一般600円／65歳以上･大学生･高校生500円／小中学生400円
　　　　　（未就学児、障害者手帳等をお持ちの方及びその介護者無料）

 映画上映

TM & ©2016 TOHO CO.,LTD.

高橋みのる
《カバの歯磨き》2000年

　夏休み特別企画！触って、入って、体験する展覧会です。
　企画展示室1「服部正志  トリック3Dアート」展では、服部正志（1962
年- ）の3D アートを展示します。等身大の飛び出すグラフィックアートの中
に入ると、錯覚によって来場者も立体絵画の一部に！ 撮影ポイントで写真
を撮ってお楽しみください。
　企画展示室2の「高橋みのる  現代からくりアート」展では、大小さまざま
な木製のからくり玩具をご紹介。巧みな技と遊び心が融合した「からくり」
は日本古来の工芸品ですが、現代にも確実に受け継がれ、電動で動く玩
具など、より近代的な仕組みに生まれ変わっています。出品作に“触れて遊
ぶ”ことができるハンズオン展示です！
　2つの企画展、ぜひあわせてお楽しみください。

服部正志《アラビアの魔法の本》2013年服部正志《猫と金魚》2016年

◆関連イベント
「ことばで遊ぶ」数字で短歌をつくろう
　1,2,3の数字を使って数字短歌をつくります。短歌の「し
らべ」を感じるユニークな創作短歌に挑戦してみませんか。
◦7/17（月・祝）14：00～16：00（受付13：00～）
◦講師：田中庸介（詩人）　
◦対象：小学生以上　◦定員：15名　◦場所：創作アトリエ　◦料金：無料
◦申し込み：電話での受付（7月5日10：00から受付開始。先着順）
◦その他：当日までに1,2,3の数字を使った短歌を2首作ってきてください。
　（詳細はお申込みの際にお知らせします）

「おと・リズムで遊ぶ」
　太郎の作品の前で、さまざまな楽器を使って、心おどるアフリカのリズムを感じてもら
う自由参加型イベントです。
◦7/23（日）、30（日） 各日14：00～16：00（受付13：50）
◦講師：BBモフラン（劇団四季ライオンキング初代打楽器奏者）、
　　　　たたら康恵（音楽療法士）
◦対象：どなたでも　◦場所：企画展示室　◦料金：無料（要観覧料）
◦申し込み：不要

岡本かの子『巴里祭』（1941年版）
装丁：岡本太郎

跡見学園女子大学図書館蔵

 企画展／7月15日（土）～10月15日（日）

「岡本太郎と遊ぶ」展
　岡本太郎は「遊び」について、「『遊び』と『お遊び』と
は全然違う。『遊び』は真剣な、全人間的な、つまり命の
すべてをぶつけての無償の行為だ。」と言っています。
　岡本にとって「遊び」とは、自分自身の芸術活動そ
のものだったともいえるでしょう。岡本が命のすべて
をぶつけて生み出した作品と、その作品に向き合う
私たちも、真剣に遊んでみませんか。
　本展では、「岡本太郎と遊ぶ」をキーワードに、岡
本の作品を紹介するとともに、体のさまざまな感覚を
つかって作品を感じる展示やイベントを行います。 《若い夢》 1974年 FRP

◆その他のイベント
ミューザプレゼンツ ポプリ♪サロン・コンサート
　木管5重奏「アンサンブル・クノスぺ」によるコンサート
◦7/16（日）13：10～14：00（開場12：40）　◦定員：100名　
◦場所：ギャラリースペース　◦料金：無料　◦申し込み：不要。当日先着順

「夏休みの宿題手伝います」ツアー
　美術館見学が夏休みの課題として出されている中学生の皆さんへ、一緒に作品を
みたり太郎の思いや考えにふれたりしてみませんか。
◦7/26（水）、27（木）、8/22（火）、23（水） 各日10：00～11：00
◦対象：中学生　◦場所：常設展示室・企画展示室　◦料金：無料
◦申し込み：不要。当日10：00までにエントランスにお越しください。

「満月1」
1996年
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アルテリオ小劇場

名奉行・大岡越前の大岡政談の一つ「五貫裁き」を、むかし家今松がお届けします。
　賭博場で下働きをする八五郎だが、堅気の八百屋になりたいと長屋の大家に
相談する。大家は寄付金を元手に商いを始めるよう提案。ケチだが八五郎の祖父
に恩がある質屋の徳力屋を訪ねると「一文しか出さない」と言われる。馬鹿にする
なと八五郎が一文を投げつけると、逆に煙管で叩かれ大怪我をしてしまう。事の
次第を大岡越前に訴えた八五郎だったが、お金を粗末にした罪で罰金を払う羽
目に…。一見おとがめなしの徳力屋を改心させるための大岡越前の思惑とは？

 第52回川崎市アートセンター

しんゆり寄席

2017年7月22日（土） 14：00開演 ※開場は開演の30分前

【出演者】 むかし家今松、初音家左橋、古今亭駒次、橘家かな文
【チケット】 一般2,000円／学生1,000円（全席自由・税込） ※未就学児童のご入場はご遠慮下さい。

【お知らせ】仲入りで演者からのプレゼントが当たる抽選会を開催。

★大旦那衆セット、プレミアムセット★
年間１０回開催する「しんゆり寄席」で、いつでもご利用頂けるセット券。お一人で毎月通うも、お連れ様とご一緒でもお使い頂けます。
　◦プレミアムセット：4枚1組 6,000円　◦大旦那衆セット：10枚1組 12,000円
※有効期限は2018年3月公演までとなります。払い戻しは致しません。

初音家左橋むかし家今松

 チケット取扱い：川崎市アートセンター
［tel］ 044-959-2255（9：00～19：30、土日祝・原則毎月第二月曜除く）　　［WEB］ http://kawasaki-ac.jp/th/
［窓口］ 9：00～19：30（原則毎月第二月曜除く）
◦「しんゆり寄席」の学生券は窓口のみ取扱い。要学生証提示。

 親子で楽しむ夏時間2017
オーストラリアとチリからチャーミングなお芝居がやってくる。
こどももおとなも一緒にわくわくしよう！
Mr.バンクの魔法のガラクタ ～石、棒、折れた骨～
身の回りのいろいろなものを使ってつくりだす、おかしな影絵人形劇
　空飛ぶニワトリ、脳ミソ移植実験、コソコソ動くニンジャ！身近にあるガラクタが、まるで
魔法にかかったようにシュールな影絵人形に変身。目の前で作り出されるその影が何に
姿を変えるか…。想像力のごちそう！暗やみとあそぼう。
　世界最大の芸術祭・エジンバラフリンジフェスティバルで最も著名なトータルシアターア
ワード賞を受賞したバンクパペッツが、オーストラリアからやってくる。（推奨年齢4歳以上）
2017年7月25日（火） 11：00／14：00開演 ※開場は開演の30分前

◦全席自由

©Andrew Wuttle

アナのはじめての冒険
素敵なラテン音楽にのって、アナといっしょに旅しよう
　ギャスパーの助けを借り、アナはオリバーを連れて冒険の旅に出る。そこには太陽や花
などたくさんの出会いが待っていた。田舎町で牛の乳搾りをすると出てきたのはミルク、と
思ったらなんとイチゴミルクやバニラミルクまで！大きな鳥に乗って砂漠を横断するなど楽
しい旅は続いていく。ギターやパーカッションなどの音色や歌がこのお芝居のことば。ノン
バーバル（言葉を使わない表現）だから小さなみんなも大丈夫。
　サンティアゴ（チリ）のレーナ児童演劇フェスティバルで最優秀作品賞、ボスニア・ヘル
ツェゴヴィナMESS国際演劇フェスティバルで最優秀観客賞を受賞したテアトロ・デ・オカシオンがチリからやってくる。（推奨年
齢4歳以上）
2017年8月1日（火） 11：00／14：00開演 ※開場は開演の15分前

◦全席指定
【料金（税込）】各公演 おとな2,500円／こども（中学生以下）1,000円／おやこペア（おとな1名＋こども1名）3,000円
◦3歳以下はおとな1名につきひざ上1名無料
◦ 開演時間を過ぎてご来場のお客様は演出の都合上、客席後方にご案内させていただく場合がございます。

©Sebastian Cerpa
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パキスタンのカラコルム山脈の麓には多く

の部族がひしめき合っている。ある日、部

族間でのトラブル解決のため、母アッララ

キの１０歳の娘が相手部族の老長老との

結婚を決められてしまう。愛する娘に自分

と同じ経験をさせないため、決死の覚悟

で部族を離脱した２人の逃避行を描く。

海抜 3000m のチベット高原で、牧畜を営

む家族。僧房で修行する祖父の 4 年前の

身勝手を、決して許そうとしない父。6

歳になっても乳離れできない娘は、母に

新たな命が宿ったことを知り、心穏やか

でいられない。チベット人監督が、悠久

の大草原で紡いだ人間ドラマ。
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映画 Cinema｜川崎アートセンター アルテリオ映像館



パキスタンのカラコルム山脈の麓には多く

の部族がひしめき合っている。ある日、部

族間でのトラブル解決のため、母アッララ
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の大草原で紡いだ人間ドラマ。
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第三火曜日第三火曜日ラゾーナ寄席ラゾーナ寄席
毎月

2017
のお楽しみ

■会　場…ラゾーナ川崎プラザソル
　　　　　〒212-8576  川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ5F
■出　演…桂 富丸・桂米多朗・春風亭昇 ・々春風亭昇市
■入場料…全席自由2,000円・25歳以下1,000円
　　　　　　　　　　（終演後のおたのしみ“交流会”…希望者のみ・参加費1,500円）

■予約･お問合せ／ラゾーナ川崎プラザソル
　　　　　　　　　電話 044-874-8501　FAX 044-520-9151　
　　　　　　　　　E-mail：info@plazasol.jp　http://www.plazasol.jp

7月18日（火） 17：30受付開始/18：00開場/18：30開演
※当日券は18：00から販売します

桂 富丸

青の素 第2回公演

「雨上がりには好きだといって」
作・演出：熊手竜久馬・桜木想香

［日　程］7月28日金～30日日
［会　場］ラゾーナ川崎プラザソル
　　　　　　　　（〒212-8576 川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ5F）

［チケット］一般／2,000円、U-22／1,500円
　　　　　　　　高校生以下／1,000円
［演目紹介］短　編「小さな物語」 

参加者が脚本・演出を担当した10分程度の
作品を3本上演。

［お問い合わせ］ essenceofblue2017@gmail.com

［公演スケジュール］（各回2作）

主催◉芸術によるまちづくり・かわさき2017実行委員会／川崎市　　
共催◉公益財団法人川崎市文化財団／川崎インキュベーター　　　助成：平成29年度文化庁文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

横浜・川崎に一般公募した中学生から大学生で構成された団体。
演劇のワークショップから公演という形の発表までを、県内で活動する劇団「虹の
素」がトータルサポートする青少年のための演劇公演プロジェクト。

青の素って？

第61回

公益財団法人 川崎市文化財団
かわさきアートニュースの制作には、川崎市文化振興基金が活用されています。

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1（リバーク３F）　
TEL.044（222）8821（代表）  FAX.044（222）8817
http://www.kbz.or.jp
平成29年7月1日発行 ◉印刷・製本／八幡印刷㈱ TEL.044-542-2311

川崎市文化財団
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