
【出演予定日・場所】
①９月26日（日）麻生市民館ホール
②11月21日（日）新百合トウェンティワンホール
③11月21日（日）新百合トウェンティワンビル
　　　　　　　　地下1階ロビー、
　　　　　　　　新百合トウェンティワンホールホワイエ（使用楽器に制限あり）
※応募条件など詳細は応募用紙をご覧ください。
区役所などで配布する応募用紙（区ホームページからもダウンロード可）に必要事項を
記入し、演奏予定の生演奏の曲が入ったＣＤと出演者全員の写真を添えて3月10日(水)
必着で、直接持参か郵送で〒215-8570（住所不要）
麻生区役所地域振興課にお申込みください。［選考］
※結果は4月中に全員に通知します。

　麻生区役所ロビーのグランドピアノを演奏して、来
庁者に生演奏の音楽を提供するトワイライトミュー
ジックの出演者を募集します。

　さまざまなジャンルの音楽と、親しみやすい曲目で
市民の皆様と楽しむコンサートの出演者を募集します。

あさお芸術のまちコンサート
出演者募集

川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2021公演一覧
3 月 1日（月）からチケット発売！

公　演　名 日　　時 会　　場 料　金 ( 税込 )
未来づくりコンサート vol.3
本田雅人（サックス）トーク＆ライブショー
ゲスト：秋田慎治（ピアノ） 

4月18日（日） 午後5時開演 昭和音楽大学ユリホール 1,000 円
※別途会場で寄付のご協力をお願いします

< アルテリッカしんゆり 2021 オープニング公演 >
日本オペラ振興会設立 40 周年記念
日本オペラ協会＆藤原歌劇団公演
日本オペラシリーズ No.82 池辺晋一郎作曲

「魅惑の美女はデスゴッデス！」
G. プッチーニ作曲

「ジャンニ・スキッキ」
ニュープロダクション

4月24日（土） 午後2時開演
4月25日（日） 午後2時開演

昭和音楽大学
テアトロ・ジーリオ・ショウワ

S席 12,800円
A席　9,800円
B席　6,800円
C席　3,000円

デフ・パペットシアター・ひとみ
「河の童―かわのわっぱ―」

4月29日（木・祝） 午後2時開演 川崎市アートセンター
アルテリオ小劇場

大人 2,500 円　
子ども 1,500 円
大人子どもペア 3,500 円
障がい者割引 2,000 円
※4歳未満入場不可※推奨年齢10歳以上

読響 ・N 響 W
ダブル

コンサートマスターズ・
コンサート 4月29日（木・祝） 午後5時開演 昭和音楽大学ユリホール 一般 4,000 円

U25席 2,000 円

和太鼓 梵天コンサート 2021 4月29日（木・祝） 午後2時30分開演 麻生市民館大ホール 一般 5,000円　U25席 2,000円

「ゴジラ」シネマコンサート 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 トークゲスト : 尾上克郎 岩瀬政雄 富山省吾

5月1日（土） 午後2時開演 昭和音楽大学
テアトロ・ジーリオ・ショウワ

S 席 7,000 円　A 席 6,000 円
B 席 5,000 円
U25席（見切れ席）3,000 円

国府弘子スペシャルトリオ～ Piano Party 2021 
ゲスト：露崎春女＆早稲田桜子

5月1日（土） 午後5時開演 麻生市民館大ホール S席  4,500円　A席 3,500円
U25席 2,000円

アルテリッカ演芸座　
三遊亭金馬　襲名披露落語会 5月2日（日） 午後1時開演 新百合トウェンティワンホール 3,000 円

トリオ・リベルタ　コンサート 5月3日（月・祝） 午後2時開演 昭和音楽大学
テアトロ・ジーリオ・ショウワ

S席 5,000円　A席  4,000円
B席 3,000円　U25席 2,000円

人間国宝の競演
「友枝昭世と山本東次郎の至芸」 5月3日（月・祝） 午後2時開演 麻生市民館大ホール SS席 6,000円　S席 5,000円

東京交響楽団ドイツ “ 三大 B”名曲コンサート
指揮：大友直人／ヴァイオリン独奏：松田理奈
管弦楽：東京交響楽団

5月5日（水・祝） 午後2時開演 昭和音楽大学
テアトロ・ジーリオ・ショウワ

S席 5,500円　A席 4,500円
B席 3,500円　U25席 2,000円

< アルテリッカしんゆり 2021 フィナーレ公演 >
劇団民藝公演「泰山木の木の下で」 5月9日（日） 午後1時開演 麻生市民館大ホール 一般 5,000 円

U25席 2,000 円

これらの他にも小さなお子様向けの公演やバレエなど、盛りだくさんです。
詳しい情報やチケットのお申込みは、ホームページをご覧いただくか、実行委員会事務局までお問合せください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、公演の時間変更や延期・中止をする場合があります。

　地域で活動する音楽グループや小・中・高等学校な
ど音楽を愛する人たちが日頃の成果を披露し、音楽を
通じて交流する「麻生音楽祭」。
　昨年は新型コロナウイルス感染症
の影響により中止となってしまいま
したが、今年は開催予定です。
　麻生音楽祭をご存じの方も、ご存じ
でない方も、ぜひ一度区ホームページ
をご覧ください（随時更新予定）。アン
サンブルのつどい、ポピュラーミュー
ジックショーについては、過去のコン
サート映像もご覧いただけます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

麻生音楽祭実行委員会事務局
（区役所地域振興課内）
☎（９６５）５１１６　ＦＡＸ（９６５）５２０１

問合せ

スケジュール

申込み

第36回

麻生音楽祭2021

☜アルテリッカ　検索川崎・しんゆり芸術祭 2021 実行委員会事務局　☎ 044（952）5024（午前10時～午後5時）

トワイライトミュージック
出演者募集

6月〜10月の8回
午後5時〜 5時30分（予定）
区役所などで配布する応募用紙（区ホーム
ページからもダウンロード可）に必要事項を
記入し、応募と同じ編成で演奏した演奏予
定曲の中の1曲を収録したCDと写真を添え
て、3月10日（水）必着で、直接持参か
郵送で〒215-8570（住所不要）
麻生区役所地域振興課に
お申込みください。［選考］
※結果は5月上旬までに全員に通知します。

日　時

申込み

問合せ

区ホームページはこちら

区役所地域振興課　☎（９６５）５３７０　FAX（９６５）５２０１ 区ホームページはこちら

93 号（4）

人 口
男
女
世 帯 数
町会加入世帯

179,615人
86,967人
92,648人
78,347世帯
47,729世帯

麻生区のデータ

人 口
世 帯 数
町会加入世帯

180,763 人 
79,846 世帯
47,854 世帯

（令和2年9月１日現在）

麻生区のデータ
（令和元年6月1日現在）

麻生区のデータ

人 口
世 帯 数
町会加入世帯

179,879  人 
78,602 世帯
47,735 世帯

（令和元年10月1日現在）

（6月末現在）

「川崎市の
統計情報」
から

100歳以上の人口
男性 女性

66 人
462 人

合計
75 人
526 人

9 人
64 人

麻生区
川崎市平成12年4月2日から平成13年4月1日に生まれた市民

（市内住民登録者及び外国人登録者）

（令和2年10月31日現在）市の新成人
麻生区
1,873人

川崎市
14,115人

麻生区のデータ

人 口
世 帯 数
町会加入世帯

180,107  人 
78,802 世帯
47,735 世帯

（令和２年１月１日現在）

平成11年4月2日から平成12年4月1日に生まれた市民
（市内住民登録者及び外国人登録者）

（令和元年10月31日現在）市の新成人
麻生区
1,852人

川崎市
14,048人

2010 年 日本オペラ協会公演
「魅惑の美女はデスゴッデス！」

公益財団法人日本オペラ振興会


