
2022年11月6日(日)

主催：高津区民音楽祭運営委員会・川崎市高津区役所 

共催：川崎市民プラザ・溝ノ口劇場・小黒恵子童謡記念館 後援：「音楽のまち・かわさき」推進協議会 

▐ 市民プラザふるさと劇場▐ 11:00-18:30 【開場 10:30】

▐ 小黒恵子童謡記念館▐ 11:00-16:00 【開場 10:30】

♪高津区民音楽祭とは
高津区音楽のまち推進事業として開催される区内最大の参加型コンサート。
地域に芽生えた音楽を通して、音楽を愛する区民同士の交流を深め、その
輪を広げるとともに、歴史と伝統に育まれたまち・高津の音楽文化の発展を
図ることを目的としています。 

高津区音楽のまち推進事業

2022年11月12日(土)

2022年11月26日(土)

▐ 溝ノ口劇場▐ 14:30-18:00 【開場 14:00】

高津区民音楽祭
プログラム 

第３３回

DAY 1

DAY 2

DAY 3

みんなで奏でる、たかつのおと♪ 

小黒恵子童謡記念館・市民プラザふるさと劇場 

MC:Okapi （おかぴ）

溝ノ口劇場 

MC:橋本 聖子 （はしもと せいこ）

DAY 1 ♪溝ノ口劇場♪ 11月 6 日 開演 14:30／終演予定 18:00 

オーシャンバード
【バンド】

#1 
14:30 

♪ああ無情
♪プラスチック・ラブ ほか

ベビカル
【サックス】

#4 
16:30 

♪リベルタンゴ
♪ギブ・リミックス ほか

大人から赤ちゃんまで楽しめる演奏を目指す、サックスカルテット
「ベビカル」です。今日は3曲を演奏します。1曲目は、タンゴの革命
児と呼ばれたピアソラの代表曲「リベルタンゴ」。2曲目は、ジブリ映
画のメドレー「ギブ・リミックス」。3曲目は「ルパン三世のテーマ」で
す。どうぞお楽しみください！ 

SHOW HEY BAND
【バンド】

#2 
15:05 

♪Live Forever
♪Don’t Look Back In Anger ほか

ショウ ヘイ バンド
猫と金魚
【バンド】

#5 
17:05 

♪海の声
♪森の中のプラネタリウム ほか

私達は高津市民館のサークル連絡会に所属している音楽と朗読の
団体です。６月のサークル祭ではオリジナルの朗読音楽劇を上演し
ています。川崎市出身のボーカル島貫晶江のオリジナル曲を中心
に演奏します。最後の曲「森の中のプラネタリウム」は生田緑地にあ
る宙と緑の科学館をイメージした曲です。 

ネコ   キンギョ

SANO Band
【バンド】

#3 
15:40 

♪恋に Catch Cold
♪さよならMy Love ほか

サノ   バンド
K・O・U バンド
【ゴスペル】

#6 
17:40 

♪Treasure
♪Happy ほか

学生時代の仲間で約10年越しに集まって結成した歌アリ・楽器アリ
のゴスペルバンドです。普段は仕事の傍ら楽器やダンスなどをやっ
ているメンバーが、今夜は思いきり歌おうぜ！をコンセプトにゴスペ
ルを楽しんでいます。本音楽祭には4回目の出演、一味違ったステ
ージで皆さんと一緒に盛り上がりたいと思います！ 

ケーオーユー

高津区民音楽祭を盛り上げるMCの2人 



La Neige
【室内楽】

#1 
11:00 

♪風笛
♪ひこうき雲 ほか

ラ   ネージュ SG ギターアンサンブル K
【ギター合奏】

#5 
14:20 

♪バロック風「七つの子」
♪ドラゴンクエストⅢより「序曲」 ほか

ＳＧギターアンサンブルチームＫです。私たちは、芝学園という中高
一貫校のギター部ＯＢによる合奏団です。普段は２０人くらいでクラ
シックギター合奏を楽しんでいますが、今回は有志メンバーで皆様
なじみの曲やクラシックの定番曲、そして懐かしい童謡など４曲をお
届けいたします。是非お楽しみください。 

ハピネス
【ゴスペル】

#2 
11:35 

♪You raise Me Up
♪I Saw Three Ships

津軽三味線小山流貢葉会
【三味線合奏】

#6 
14:55 

♪一段二段 青森民謡メドレー
♪中節 津軽じょんがら節 唄節 七段

昨年は初めて高津区民音楽祭に参加させていただき、今日は昨年
の反省をこのすばらしい小黒童謡記念館でリベンジです。よろしくお
願いします。 

ツ ガ ル ジ ャ ミ セ ン オ ヤ マ リ ュ ウ ミ ツ バ カ イ 

エスジー ケー

♪お客様へのお願い♪
〇 公演時間が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

○ 会場内での許可のない写真撮影・録音・録画はご遠慮ください。 

○ 携帯電話・スマートフォンなどは電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。

○ 来場の際は検温・消毒・マスクの着用にご協力ください。 

○ 会場内での飲食はご遠慮ください。 

○ 本番演奏中のお席の移動はご遠慮ください。

DAY 2 ♪小黒恵子童謡記念館♪ 11 月 12日 開演 11:00／終演予定 16:00 

ラ・フルールドール
【女声合唱】

#3 
12:10 

♪童謡メドレー(子鹿のバンビ～海ほか)
♪木曽節 ほか

ワンズシンフォニックバンド
【管楽アンサンブル】

#7 
15:30 

♪
♪ウォルタイム・トラベル

ワンズシンフォニックバンドです！指揮者にチューバ奏者の宮西純
氏(みやにしじゅんし)を迎え2019年3月に発足した吹奏楽団です。
今年8月には念願の神奈川県吹奏楽コンクールへの初出場も叶い
ました。今回は、フルート四重奏とサクソフォン四重奏の２組がアン
サンブルを演奏します。 

Y’s チャイム
【トーンチャイム】

#4 
13:45 

♪ディズニーメドレー
♪やさしさに包まれたなら ほか

ワイズ

川崎市民オペラ合唱団
【混声合唱】

#2 
11:35 

♪民話オペラ「笠地蔵」ハイライト

カワサキシミン ガッショウダン

和太鼓グループ 空結
【和太鼓】

#8 
15:40 

ワダイコ ソラユイ

ワダイコ

高津メンネルコール
【男声合唱】

#3 
12:10 

♪見上げてごらん夜の星を
♪知床旅情 ほか

＜仲間と歌う楽しさ！！＞メンバーの平均年齢７０余才（最高年齢
95歳）の男性アカペラです。ここ「溝の口」で立ち上げ、創立３０年。
叙情歌を主体に練習しています。「高津区民音楽祭」には、当初より
出場。この処「コロナ禍」で、思うような活動が出来ませんが、「男声
合唱の灯」を燃やし続けたいと念願しております。 

タカツ

【和太鼓】
#9 
16:20 

♪絆
♪海彩 ほか

ワダイコ レン

【混声合唱】
#4 
12:45 

♪Autumn Leaves（枯葉）
♪On The Sunny Side of The Street ほか

私たちはスタンダードジャズを中心に歌う混声合唱団で、溝の口を
拠点に20年以上にわたって活動しています。コロナ禍で活動を休
止していましたが、今年の6月から練習を再開しました。歌える喜び
をかみしめて思い切り歌います！ 

タカツ

和楽音楽集団
【吹奏楽】

#10 
17:10 

♪Bachy Things
♪彼方の光 ほか

私たちは『仲間との和を大切に、楽しく！』をモットーに活動している
吹奏楽団です。少ない人数ではありますが、隔週日曜日に川崎市
内で楽しく活動しています。今回は常任指揮者の勝田さんも楽器を
持っての金管三重奏と皆様も一度は耳にしたことがある曲をお届け
します。 

ワラクオンガクシュウダン

ジュニア合唱団・Uni
【混声合唱】

#5 
13:20 

♪ホール・ニュー・ワールド
♪民衆の歌 ほか

私たち「ジュニア合唱団・Ｕｎｉ（ユニ）」は、2021年5月に結成した混
声合唱団です。小学生から大学生まで幅広い年齢のメンバーは仲
が良く、楽しく活動しています。これからも音楽で地域の皆様と繋が
れるような活動をしていきたいと思っています。 

【吹奏楽】
#11 
17:45 

♪美女と野獣
♪千と千尋の神隠しメドレー ほか

普段の私たちは、数十人で音楽演奏を楽しんでいますが、今日の
舞台では指揮者無しの少人数で演奏する「アンサンブル」スタイル
で音楽をお届けします。5人から15人程度での小さなチーム編成で
すが、息のあった演奏で音楽の楽しさ、面白さをお伝え出来たらと
思っています。 

高津ハーモニカ倶楽部
【ハーモニカ】

#6 
14:25 

♪
♪ ほか

高津ハーモニカ倶楽部は、高津老人福祉センターを拠点にスター
トし、今年10周年を迎えました。ハーモニカの音色に魅せられて、
望月（もちづき）キヌ子先生のご指導のもと「楽しく」をモットーに和
気あいあいとした雰囲気の中で練習に励み、各種音楽祭への参
加や、老人施設等へのボランティア演奏で活動しています。 

タカツ クラブ

【吹奏楽】
#12 
18:10 

♪Fantasmic!
♪official 髭男 dism メドレー ほか

川崎市高津区を中心に活動している一般吹奏楽団です。年に１度
の定期演奏会のほか地域に根付いた音楽活動を行っています。吹
奏楽オリジナル曲、オーケストラ曲、歌謡曲、ディズニー曲などいろ
いろなジャンルの曲を演奏できる魅力が吹奏楽にはあります。本日
も音楽の楽しさをお伝えしたく参加しました。 

Tempo Rubato
【合奏】

#1 
11:00 

♪Vive La conmpagnie
♪星めぐりの歌 ほか

私たちは老人ホームで音楽を楽しんでいる仲間です。グループ名
のTempo Rubatoは自由なテンポでという意味ですが、指揮者のい
ない私たちは、それぞれが思い通りに演奏します。それが見事なハ
ーモニーになるか大破滅になるかは出たとこ勝負です。さて本日は
どうなりますやら・・・。  

テンポ ルバート Tokyo Ukulele Orchestra
【ウクレレ】

#7 
15:00 

♪君の瞳に恋してる
♪HAPPY ほか

１本のウクレレは誰かを癒す・・・２本のウクレレなら誰かを笑顔にで
きる・・・ウクレレオーケストラだったらきっと誰かを驚かす・・・ウクレ
レの魔法にかかった仲間達…。介護施設でのボランティア演奏活
動などをしていきたいと思います。レベルに合わせてパート分けして
いますので初心者の方でもやる気のあるかたはどうぞ！ 

DAY 3 ♪川崎市民プラザふるさと劇場♪ 11 月 26日 開演 11:00／終演予定 18:30

スイソウガクダン

トウキョウ ウクレレ オーケストラ

ガッショウダン  ユニ

♪さくらの心
♪戦 ほか

空結はG-ROKSにて、火曜日の夜にお稽古をしていまして、様々な
イベントに出演するべく活動をしています。今回も、東百合丘で活動
している小学生達と一緒に演奏させていただきます。明るく楽しく、
皆様の心にズドーンと響く演奏を心掛けますので、ぜひ一緒に楽し
んでください。


