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かわさきジャズ 2018　MUSIC×PEOPLE×FUTURE

主催：かわさきジャズ2018実行委員会、川崎市

共催：洗足学園音楽大学、昭和音楽大学、株式会社チッタエンタテイメント、カルッツかわさき
　　 公益財団法人川崎市文化財団、ミューザ川崎シンフォニーホール

連携：大田区、世田谷区、狛江市

後援：川崎商工会議所、一般社団法人川崎市観光協会、公益財団法人川崎市国際交流協会、
　　  「音楽のまち・かわさき」推進協議会、「映像のまち・かわさき」推進フォーラム、NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり

協力：ビルボードジャパン、八泉セルビアンナイト、一般社団法人カワサキノサキ、NPO法人カワサキミュージックキャスト、
　　 株式会社よみうりランド、神奈川県川崎競馬組合

助成：　　平成30年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業

協賛：アサヒビール株式会社、味の素株式会社、アズビル株式会社、株式会社会計BANK、神奈川トヨタ自動車株式会社、神奈川臨海鉄道株式会社、
　　 川崎アゼリア株式会社、川崎キングスカイフロント東急REIホテル、川崎競輪場、公益社団法人川崎市医師会、一般社団法人川崎市観光協会、
　　 公益財団法人川崎市産業振興財団、川崎市信用保証協会、川崎商工会議所、川崎信用金庫、京浜急行電鉄株式会社、JFEエンジニアリング株式会社、
　　 JFEスチール株式会社、すてきナイスグループ株式会社、セレサ川崎農業協同組合、全労済神奈川推進本部、中央労働金庫、
　　 東京ガス株式会社川崎支店、日本電気株式会社、富士通株式会社、三菱ふそうトラック・バス株式会社、YOUテレビ株式会社

検索かわさきジャズ詳細情報はWEBで
お問い合わせ：かわさきジャズ2018実行委員会事務局 
TEL. 044-223-8623（平日10：00～17：00） FAX.044-544-9647

https://kawasakijazz.jp/

地域連携

プロジェクト

●平日:投げ銭No Charge LIVE　土・日：有料ライブ
　～11月18日(日)不定期開催／Public Houseぴあにしも
●いのちを歌うコンサート～「カルッツかわさき」開館一周年記念事業～
　10月 5日(金)18:30～／カルッツかわさき ㊒3,000円
●Onmachi@King Skyfront Vol.2
　10月12日（金）18:30～／東急REIホテルRIVER CAFE
●いいじゃんかわさき
　○仲見世屋台村
　10月20日（土）・21日（日）11：00～／東田公園
　○いさご通り街角ミュージック
　10月20日(土)・21日(日)11:00～
　／かわしんふれあい広場・プロムナードミュージックカフェ
●JAZZ EGGS 「JAZZ LIVE NIGHT」
　10月28日(日)18：30～／ON THE MARKS※No Charge・投げ銭
●かわさき市民まつり　音楽のまち・かわさきステージ
　11月3日（土）10：00～／富士見公園一帯お祭り広場西ステージ　
●かわさき区ビオラコンサート オータムコンサート
　11月18日（日）13：00～・14：30～／アトレ川崎１階ツバキひろば

  
   

　　　　　　　　　　　　　　川崎区

　　　　　　　　　　　　　　幸区
●夢こんさぁと
　10月18日(木)12：05～／幸市民館大会議室
●オータムジャズナイト2018(10月16日(火)～窓口にて整理券配布)
　11月10日（土）18:30～20:00（予定）
　／幸市民館日吉分館 第3・4学習室
●ミューザゲートプラザライブ
　11月16日（金）17：00～・18日（日）13：00～
　／ミューザゲートプラザ前

●中原区青少年吹奏楽コンサート
　11月3日（土）11：30～16：30／エポックなかはら
●中原区役所コンサート
　11月3日（土）13:30～14:20／市民ミュージアム 逍遥展示空間

●福本純也Boylston Jazz ファミリーラテンJAZZコンサート
　9月21日（金）12:00～・15:00～／高津市民館大ホール
　㊒小学生以下無料　
●プラザ・ウィンドコンサート2018
　9月30日（日）14：00～／川崎市民プラザふるさと劇場
●洗足学園フェスティバル2018ジャズライブ
　11月10日（土）10:00～15:00
／洗足学園音楽大学ミューズ特設ステージ　

　　　　　　　　　　　　　 中原区

　　　　　　　　　　　　　 高津区

●みやまえロビーコンサート
　10月26日(金）12：05～13：00／宮前区役所2階ロビー

　　　　　　　　　　　　　 宮前区

●たまアトリウムコンサート 「第60回記念ホールコンサート」
　10月17日(水)第1部13:30～(小学生以上)・第2部14:50～
　／多摩市民館大ホール
●2018多摩区３大学コンサート
　11月17日（土）13：40～／多摩市民館

　　　　　　　　　　　　　 多摩区

●トワイライトミュージック
　10月3日（水）・23日（火）・11月6日（火）16：20～16：50
　／麻生区役所２階ロビー
●第132回あさお芸術のまちコンサート
　10月7日（日）14：00～／田園調布学園大学なでしこホール
●第133回あさお芸術のまちコンサート～ユニヴァーサル コンサート
　あさおパラアート作品展＆ミニコンサート同時開催
　11月3日（土）12：30～／新百合トウェンティワンホール
●第49回昭和音大祭　
　11月3日(土)・4日(日)10:00～19:00／昭和音楽大学南校舎

【世田谷区】
●まちかどコンサート／出演：1983＋、かとりお＋
　9月24日(月・休) 11：30～／二子玉川公園エントランス広場
【大田区】
●OTAふれあいフェスタ／出演：文梨 衛カルテット
　11月3日(土・祝)13:00～／ボートレース平和島 水のエリア水のステージ
【狛江市】
●狛江市民祭り／出演：ミックトリオ
　11月18日（日）11：00～／狛江駅北口噴水ステージ

　　　　　　　　　　　　　 麻生区

近隣自治体との連携ステージ

※時間や出演者等は変更となる場合がございます。㊒印は有料プログラムとなります。

レジェンドからヴァーチャルシンガーまで、

市内7会場でダイナミックなパフォーマンスをお届けします。

詳細、チケット情報はwebで！

Music Bridge
2018.11.8 thu －18sun

音楽公演

ジャズをはじめ多彩な音楽が、
まちを、かわさきを、飾ります

Terumasa Hino

Miku Hatsune

Dave Grusin

地域連携プログラム～地域の魅力を発掘し、つなぎ・発信する～
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川崎
ジャズプレイヤーズ
フェスタ 2018
10/13・14

市内7区のステージで
公募ミュージシャンが演奏！

川崎駅周辺を「かわさきジャズ」でジャック！

毎年大好評！ ジャズを愛してやまない
社会人プレイヤーたちが
自ら企画・運営するフリーライブ

　＠こすぎコアパーク
　10月 6日(土)（雨天中止）
　In Unity PRライブ（11:00～13:00）連携 
　13:15 egomoderato
　14:00 sax piano duo
　14:45 3355 BAND
　15:30 Tokyo Galaxy Jazz Orchestra

　＠殿町第二公園
　10月13日(土)（雨天時：川崎生命科学・環境研究センターLISE大会議室）
　Onmachi@King Skyfront Vol.2（11:00～16:00）連携
　11：05 急行☆リンシャンカイホー楽団(地域出演)

　11：50 古今三奇人
　12：35 川崎市立大師中学校・吹奏楽部(地域出演)

　13：20 オルケストラ・サンバドール・パッサリーニョ（大田区ゲスト）
　14：05 YＬＪＱ
　14：50 ＳＡＷＡＲＡ(地域出演)

　15：25 みやざわトリオ

　＠川崎市民プラザ屋内広場
　10月20日(土)（雨天決行） 
　11:00 New Lily Ensemble
　11:45 Orquesta IBA VIVA VIDA
　12:30 マチーダ楽団
　13:15 赤坂スウィング オーケストラ
　14:00 AOЯＲOA
　14:45 The Hackberry Quintet
　15:30 ザ・ロッキング・ホークス
　16:15 ブルー・スカイズ(高津ジャズコーラス)

　＠JR登戸駅南北自由通路
　10月20日(土)（雨天決行） 
　11:00 あきえりこ
　11:45 平井・高橋Duo
　12:30 happy☆hat
　13:15 add9th Acoustic Trio（狛江市ゲスト）
　14:00 澁澤・青栁DUO
　14:45 Aladdin Chance
　15:30 Ａ・Ｄｕｅ（世田谷区ゲスト）
　16:15 川崎Saxobongo

　＠新百合ヶ丘駅南口広場
　10月20日(土)（雨天時:ペデストリアンデッキ下、荒天中止）  
　しんゆりフェスティバル・マルシェ（10:00～16:00）連携
　11:00 BIEN WHO?
　10月21日(日)（雨天時:ペデストリアンデッキ下、荒天中止） 
　しんゆりフェスティバル・マルシェ（10:00～16:00）連携
　11:00 Reminisce
　11:45 Kummyz
　12:30 第３旭バナジュン
　13:15 Kicot
　14:00 Izumi Swing Orchestra（狛江市ゲスト）
　14:45 cloud9
　15:30 Chickapade（世田谷区ゲスト）

　＠フレルさぎ沼
　10月28日(日)(雨天決行・荒天中止)
　12:00 MTG(MatuokaTributeGroup)
　12:45 Camaro de Pasion
　13:30 くらっちゅ!?すずきと Ｍoreくらっちゃーず♡
　14:15 イーモンズ
　15:00 EXPIRATION
　15:45 Exceed

　＠ラ チッタデッラ中央噴水広場
　11月 ４日(日)(雨天中止・小雨決行) 
　12:00 The Swing 明楽人
　12:45 New Blue Sounds
　13:30 ONTOMO
　14:15 Nine Steps
　15:00 STEPS
　15:45 LTJ-Session
　16:30 M・T・B
　17:15 JOVIJOVA

　＠ラ チッタデッラ チネチッタ通り
　11月 ４日(日)(雨天中止・小雨決行) 
　12:00 yuru jazz band
　12:45 monochrome
　13:30 空間工房
　14:15 後藤子沙
　15:00 ＢＡＮＡＮＡ ＮＥＥＤＬＥ
　15:45 “深堀久美子＋α”
　16:30 おとぎのおと
　17:15 荒井伝太トリオ

　＠ミューザ川崎ゲートプラザ前
　11月10日(土)(雨天時：ゲートプラザ北側)
　14:00 うみねこや
　14:45 西東京事変
　15:30 ベルフラワー
　16:15 TSUBAME
　17:00 ビートルジャズ バンド
　17:45 れいちゃんバンド
　18:30 Carillon de Vent
　19:15 unReal!

　＠ラ チッタデッラ クラブチッタ通り
　11月10日(土)(雨天中止・小雨決行) 
　motozi@ndo smallband
　DRM trio

●JAZZ A LA CARTE　
　アコースティックジャズバンドによる2日間
　＠ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流室
　10月13日（土）11:50開場 12:10開演
　12:10 STEPS
　12:55 岩淵&山崎＆渡辺
　13:35 Ponte Mare
　14:20 中原在住
　15:00 take バンド
　15:50 DT Jazz Unit
　16:30 As If
　17:10 かとりお
　17:50 Mizzo Forte
　18:30 メルカートバンド
　19:20 Coraggio

［パレード］　
　●ラ チッタデッラ中央噴水広場前→銀柳街→銀座街
　　START：12：00～・13：00～・14：00～
　　出演：オルケスタ・レグルス(12:00～・14:00～)飛入り歓迎！
　　　　 大西学園中高等学校吹奏楽部（13:00～）

11月10日(土）〈一部会場では11日（日）も開催〉

［Live］　
　●JAZZ ENTRATA／ラ チッタデッラ一帯／10日・11日(店舗内ステージはNo Charge※)
　●unico Open Jazz Live／unico（ウニコ）／10日14：00～
　●八泉セルビアンナイトプレゼンツ スペシャルジャズライブ／川崎駅東口駅前広場／10日12：30～
　●アイリッシュ音楽ライブ／ON THE MARKS／10日18：00～(No Charge※ 投げ銭)
　●JAZZ EGGS「JAZZ LIVE NIGHT」／ON THE MARKS／11日18：00～(No Charge※ 投げ銭)
　●Saturday Free LIVE／Public Houseぴあにしも／10日15：00～(No Charge※ 投げ銭)
　●Saturday Night JAZZ／Public Houseぴあにしも／10日19：00～￥2,500
　●Sunday Afternoon Live／Public Houseぴあにしも／11日15：30～￥1,500
　●いさご通り街角ミュージック／かわしん ふれあい広場／10日11:30～・11日11:00～
　●川崎銀座街バスカーライブ／銀座街ダイス駐輪場入口横／10・11日13：00～
　●ギンちゃんステージ／銀柳街入口／10日11：20～
　●スペシャルライブ／ミューザ川崎ゲートプラザ前／10日14：00～
　(※No Chargeのライブは１オーダー制です。)

10月14日（日）11:30開場 11:50開演
11:50 川崎軽音楽部・K-on
12:30 HYÖTTAM
13:10 MY2Trio
13:50 Jun&Co.
14:35 スカラベ
15:30 Atomic Heart
16:15 ジャクラ
17:00 Otozrez
17:40 ASARENS
18:25 The Foundry
19:10 Nobie&Fellows

●BIGBAND JAMBOREE　
　ゴージャスなビッグバンドの競演
　＠ラゾーナ川崎プラザソル
　10月13日（土）11:50開場 12:10開演
　12:10 東芝ライドオンジャズオーケストラ
　12:55 Taf Project
　13:40 Moving Jazz Band
　14:25 Honey Lemon 09
　15:10 Trombone Borrachos
　16:05 Fake 6
　16:40 NEW QUERCUS JAZZ ORCHESTRA
　17:25 M.Y.N. George Big Band
　18:10 Blue Herd H Group
　18:55 MF Tribute Band

●ジャズクルーズ（川崎市観光協会とのコラボ）
　船上でジャズとともに工場夜景を満喫！（軽食&飲み放題付）
　10月14日(日) ・19日(金) 16:00～18:00・18:30～20:30
　／根本造船発着(小島新田駅）／5,500円(申込受付中・先着100名）
　予約・問合せ：旅プラスワン03-6866-9608

●いさご通り街角ミュージック かわさきジャズ連携ステージ
　11月18日（日）11：00～／川崎駅東口駅前広場

オルケスタ・レグルス

jizue(JAZZ ENTRATA出演)

※時間や出演者等は変更となる場合がございます。

kawasaki-admin
線

kawasaki-admin
ノート注釈
kawasaki-admin : Marked

kawasaki-admin
タイプライターテキスト
12:30～15:00に変更になりました。




