
Concert
Calendar

Googleストリートビューで
ホールの中をご覧いただけます。ミューザ川崎シンフォニーホール座席表

⃝新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みについては、公式サイトをご確認ください。
� （随時更新中）

お客様へのお願い

▶アクセス：
JR川崎駅中央西口直結

〒212-8557�神奈川県川崎市幸区大宮町1310
Tel.044-520-0100（代表）
https://www.kawasaki-sym-hall.jp/

ミューザ



2022

4
9 ●土 15：00 ホールアドバイザー秋山和慶企画  オーケストラで楽しむ映画音楽ⅩⅢ

16 ●土 14：00 �♫ 名曲全集  第176回� 指揮：小林研一郎��ヴァイオリン：前橋汀子

17 ●日 16：00 バッハ・コレギウム・ジャパン「マタイ受難曲」� 指揮：鈴木雅明

19 ●火 12：10 �☀ ランチタイムコンサート

24 ●日 14：00 東京交響楽団  川崎定期演奏会  第85回 ★

5 5 ●木●㊗ 調整中 こどもフェスタ2022春

15 ●日 14：00 �♫ 名曲全集  第177回� 指揮：ジョナサン・ノット��オルガン：大木麻理

22 ●日 14：00 東京交響楽団  川崎定期演奏会  第86回 ★

24 ●火 12：10 �☀ 川崎信用金庫�Presents�ランチタイムコンサート

28 ●土 11：00 �Mモーツァルト・マチネ　第49回� 指揮：原田慶太楼

6 14 ●火 12：10 �☀ ランチタイムコンサート

25 ●土 10：00 市民合唱祭2022

26 ●日 10：00 市民合唱祭2022

7 1 ●金 調整中 ミューザの日2022

3 ●日 14：00 �♫ 名曲全集  第178回� 指揮＆クラリネット：アンドレアス･オッテンザマー

12 ●火 12：10 �☀ JFE�Presents�ランチタイムコンサート

7/23土  ～ 8/11木㊗  フェスタ サマーミューザ KAWASAKI 2022  ※公演内容は2022年3月末頃発表予定

8 23 ●火 12：10 �☀ ランチタイムコンサート

28 ●日 14：00 市民交響楽祭2022

9 3 ●土 11：00 �Mモーツァルト・マチネ  第50回� ピアノ（弾き振り）：小菅�優

9 ●金 19：00 スペシャル・ナイトコンサート  スライド・モンスターズ

13 ●火 12：10 �☀ ランチタイムコンサート

17 ●土 調整中 プラチナ音楽祭2022 《共催》

18 ●日 14：00 東京交響楽団  川崎定期演奏会  第87回 ★

24 ●土 14：00 交流の響き2022 《共催》

25 ●日 14：00 �♫ 名曲全集  第179回� 指揮：原田慶太楼��チェロ：宮田�大

10 1 ●土 14：00 � ホールアドバイザー松居直美企画公演

2 ●日 14：00 ロンドン交響楽団� 指揮：サー・サイモン・ラトル

8 ●土 11：00 �Mモーツァルト・マチネ  第51回� 指揮：ジョナサン・ノット

10 ●月●㊗ 調整中 市民吹奏楽祭2022

16 ●日 14：00 �♫ 名曲全集  第180回� 指揮：ジョナサン･ノット��ソプラノ：安川みく

18 ●火 12：10 �☀ ENEOS�Presents�ランチタイムコンサート

18 ●●火 19：00 ENEOS�Presents�MUZA MUSIC BAR

22 ●土 14：00 東京交響楽団  川崎定期演奏会  第88回 ★

11 8 ●火 12：10 �☀ 川崎信用金庫�Presents�ランチタイムコンサート

12 ●土 14：00 �♫ 名曲全集  第181回� 指揮：川瀬賢太郎��ピアノ：三浦謙司

18 ●金 19：00 ジョナサン・ノット指揮  東京交響楽団との特別公演を予定

23 ●水●㊗ 15：00 第13回  音楽大学オーケストラ・フェスティバル

26 ●土 17：00 バイエルン放送交響楽団� 指揮：ズービン・メータ

27 ●日 14：00 東京交響楽団  川崎定期演奏会  第89回 ★

12 3 ●土 14：00 �♫ 名曲全集  第182回　指揮：藤岡幸夫��ソプラノ：砂川涼子��バリトン：与那城�敬��合唱：東響コーラス（予定）

4 ●日 15：00 第13回  音楽大学オーケストラ・フェスティバル

13 ●火 19：00 スペシャル・ナイトコンサート  ザ・キングズ・シンガーズ

19 ●月 12：10 �☀ ランチタイムコンサート

24 ●土 14：00 � MUZAパイプオルガン クリスマス・コンサート2022

31 ●土 15：00 MUZAジルベスターコンサート2022

2023

1
17 ●火 12：10 �☀ ランチタイムコンサート

21 ●土 11：00 �Mモーツァルト・マチネ〜川崎市・ザルツブルク市友好都市提携30周年記念� 指揮：川瀬賢太郎

29 ●日 14：00 �♫ 名曲全集  第183回� 指揮：大友直人��ピアノ：上原彩子

2 5 ●日 14：00 �♫ 名曲全集  第184回� 指揮：アレッサンドロ・ボナート��ピアノ：金子三勇士

14 ●火 12：10 �☀ ENEOS�Presents�ランチタイムコンサート

14 ●火 19：00 ENEOS�Presents�MUZA MUSIC BAR

18 ●土 14：00 � トン・コープマン オルガンリサイタル

25 ●土 調整中 ホールアドバイザー小川典子企画公演

3 4 ●土 11：00 �Mモーツァルト・マチネ  第52回� ヴァイオリン（弾き振り）：小林壱成

11 ●土 調整中 第9回  被災地復興支援チャリティ・コンサート

25 ●土 14：00 �♫ 名曲全集  第185回� 指揮：リオ･クオクマン��ヴァイオリン：金川真弓

26 ●日 15：00 第12回  音楽大学フェスティバル・オーケストラ

29 ●水 12：10 �☀ JFE�Presents�ランチタイムコンサート

※ご来場の際は公式サイト・お電話等で開催情報をご確認のうえお越しください。　※館内ではマスクを常時正しくご着用ください。
※2021年11月末現在の情報です。都合により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ⓒ青柳聡

⃝このほか、筆談用具、補聴システムなどをご用意しています。詳しくはミューザまでお気軽にお問合せください。

▶詳しい情報は、決定次第公式サイトに掲載します。

☎��044-520-0200�（10：00～18：00）
��チケットカウンター�（10：00～19：00）

���ミューザWebチケット http://muza.pia.jp/    

  登録無料      24時間受付      座席選択可能      Web会員先行販売  

♫ 名曲全集　　☀ ランチタイムコンサート　　M モーツァルト・マチネ　　  パイプオルガン公演

2022.4 - 2023.3Concert Calendar

チケットのお申込み

ミューザ川崎シンフォニーホール主催・共催公演

サービス各種

【その他の会場での公演】
⃝MUZAミュージック・カレッジ� ［年間3回］� 会場：市民交流室

⃝東響ミニコンサート in MUZAガレリア� ［年間6回］� 会場：調整中

月 公演日 開演時間 公 演 名 ★：東京交響楽団の単独主催公演

月 公演日 開演時間 公 演 名 ★：東京交響楽団の単独主催公演

U25割引

小学生～25歳以下の方は、チケット料金がお得になる公演をご用意しています。
料金・対象公演は各公演情報をご覧下さい。インターネットでもご予約いただけます。

［取り扱い］ ミューザ、チケットぴあのみ（電話・窓口・Web）��
※公演当日、年齢を確認できるものをお持ちください。

車いす席 車いすのままご鑑賞いただけるスペースがございます。��※数に限りがありますので事前にお問合せください。
［取り扱い］ ミューザ（電話・窓口）のみ


