
あさお芸術のまちコンサート会場の変遷（参考）

年度

Ｈ１２ 2000 　　1回：平成12年11月27日　～3回　区役所ロビー

Ｈ１３ 2001 　　4～9回

Ｈ１４ 2002 　　10～15回

Ｈ１５ 2003
　　16～21回
　　あさおスプリングコンサート？　エルミロード（３月２１日）

Ｈ１６ 2004 　　22～41回　<市制８０周年記念事業週間　6月～8月　※5日間×3週>

Ｈ１７ 2005
　　42～47回
　　①昭和音楽芸術学院（8月21日）
　　②柿生連絡所（2月19日）

Ｈ１８ 2006

　　48～53回　<50回記念演奏会　（10月21日）>
　　③田園調布学園大学（8月20日）
　　④柿の実幼稚園（2月18日）
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Ｈ１９ 2007

 　 54～59回　＋ランチタイムコンサート・スペシャル２００７　　（12月16日・ロビー）
　　⑤柿生学園（8月19日）
　　⑥西生田小学校（2月17日）
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Ｈ２０ 2008

　　60～64回
　　＋ランチタイムコンサート・スペシャル２００８　　（12月22日・昭和音楽大学ユリホール）
　　＋トワイライトミュージック出演者による新春コンサート　市民館大会議室(1月7日）
　　⑦桐光学園（8月17日）
　　⑧麻生養護学校（2月15日）

T:35
（新春コ
ンサート
含む）

「あさおランチタイムコンサート実行委員会」発足。 

「音楽は繋がりの糸～あさおランチタイムコンサート」として、 

区民と区内在住や麻生区にゆかりのある音楽家の方々が 

お昼のひとときに「音楽を楽しむ」というコンセプトで始めた。 

あさおランチタイムネットワークコンサート始まる。（丸数字で表記） 

ピアノの活用を目的としてトワイライトミュージック始まる。 

12月18日～、H18は試行。 

トワイライトミュージック実行委員会が運営。 

第1回ランチタイムコン 

第９回ランチタイムコン 

50回記念 

ネットワークコンサート（柿生学園） 

市民館大会議室 

トワイライト 



Ｈ２１ 2009

　　65回 （ランチタイムコンサート 最終回）
   シネマサロンコンサート　アートセンター（7月12日）
　　   ※2007年10月に開館したアートセンターの誘いから。

　  66回 市民館大会議室　（7月26日）
　　67回 ２１ホール　（8月22日）
　　68回 昭和音楽大学北校舎　（9月26日）
　　＜有志が韓国・富川市庁舎ロビーで合同コンサート（12月4日）＞
　　69回 昭和音楽大学北校舎　（12月13日）
　　70回　トワイライトミュージック出演者による新春コンサート　市民館ホール　（1月7日）
　　71回  はるひ野小中学校　（2月27日）
　　72回  シネマサロンコンサート　アートセンター（3月22日）
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Ｈ２２ 2010

　　73回 市民館大会議室（6月25日）
　  74回 シネマサロンコンサート　アートセンター　（7月19日）
　　75回 昭和音楽大学ユリホール　（8月21日）
　　76回 ユニヴァーサルコンサート 麻生養護学校 (10月23日）※
　  ※えいぶるコンサート終了を機に、世代、ｼﾞｬﾝﾙ､障がいの有無を超えて

　　　楽しむコンサートとして新しく企画(麻生養護学校共催)

　　77回 市民館大会議室　(12月24日）
　　78回 新春コンサート　（10周年記念　市民館ホール　1月7日）
　　79回 東柿生小学校　(2月26日）
　　80回 シネマサロンコンサート アートセンター (東日本大震災により中止）

T:15
（内2回
中止）

1回 介護老人保健施設　虹ヶ丘リハビリケアセン
ター
2回 柿生アルナ園デイサービス
3回 川崎授産学園
4回 北部地域療育センター
5回 神奈川県立麻生養護学校
6回 障害福祉サービス事業所２にん３きゃく
7回 社会福祉法人セイワ通所施設しんゆり（中止）

Ｈ２３ 2011

　　81回 区役所ロビー （6月26日）
　  82回 シネマサロンコーンサート アートセンター(7月18日）
　　83回 昭和音楽大学ユリホール　(8月20日）
　　84回 ユニヴァーサルコンサート 麻生養護学校 (10月23日）
　　おひさまコンサート　区役所ロビー（11月13日）　協力
　　85回 新春コンサート　（市民館ホール　1月7日）
　　86回 21ホール　(2月26日）
　　87回 アートセンター (3月20日）

Ｔ:19

8回　社会福祉センター　金井原苑
9回  リアンレーヴ新百合ヶ丘
10回  千代ヶ丘小学校
11回  王禅寺中央小学校
12回　社会福祉法人セイワ通所施設しんゆり
13回　百合丘地域生活支援センターゆりあす

Ｈ２４ 2012

　　88回 21ホール (6月24日）
　  89回 シネマサロンコンサート アートセンター (7月16日）
　　90回 昭和音楽大学ユリホール (8月19日）
　　91回 ユニヴァーサルコンサート 麻生養護学校 (10月21日）
　　92回 新春コンサート　市民館ホール (1月7日）
　　93回 王禅寺中央小(2月24日）
　　おひさまコンサート　区役所ロビー（3月16日）　協力
　　94回　シネマサロンコンサート アートセンター (3月20日）
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14回　特別養護老人ホーム　潮見台みどりの丘
15回　柿生アルナ園
16回　特別養護ホーム金井原苑
17回　百合丘地域生活支援センターゆりあす
18回　新百合ヶ丘総合病院

あさお芸術のまちコンサート実行委員会 設立。 

会場を区内ホールに移し、「あさお芸術のまちコンサート」が始まる 

副題を「忘れない～明日に向かって 」 

副題を「音楽はつながりの糸」 

福祉施設への派遣事業が始まる（アウトリーチ） 

翌年以降は、学校や病院に拡大。 

川崎市アートセンター 

市民館ホール 

新百合ヶ丘総合病院 

ユリホール 



Ｈ２５ 2013

　  95回 シネマサロンコンサート アートセンター (7月14日）
　　96回 昭和音楽大学ユリホール (8月18日）
　　97回 ユニヴァーサルコンサート 21ホール (10月27日）AGC単独による開催i
　　98回 アートセンター　(12月25日）※100回に向けてプレコンサートの位置づけで開催
　　99回 区役所ロビー（12月26日）※同上
　100回 新春コンサート(1月７日）
　101回 シネマサロンコンサート アートセンター (3月22日）

T:11
（99回含
む）

Ｈ２６ 2014

　102回 シネマサロンコンサート アートセンター (7月21日）
　103回 新百合ヶ丘総合病院STRホール (8月5日）
　104回 昭和音楽大学ユリホール (8月29日）
　105回 ユニヴァーサルコンサート 21ホール (11月1日）
　106回 エルミロードコンサート（11月28日）
　107回 新春コンサート(1月７日）※トワイライトミュージック出演者の条件がなくなる

　108回 シネマサロンコンサート アートセンター (3月15日）
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Ｈ２７ 2015

　109回 シネマサロンコンサート アートセンター (7月20日）
　110回 新百合ヶ丘総合病院STRホール (7月３１日）
　111回 昭和音楽大学ユリホール (8月25日）
　112回 エルミロードコンサート（10月24日）
　113回 ユニヴァーサルコンサート 21ホール (11月７日）
　114回 新春コンサート(1月7日）　窓ぎわのトットちゃん児童合唱団出演
　115回 シネマサロンコンサート アートセンター (3月21日）
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Ｈ２８ 2016

　116回 シネマサロンコンサート アートセンター (7月16日）
　117回 昭和音楽大学ユリホール (8月23日）
　118回 新百合ヶ丘総合病院STRホール (9月３0日）
　119回 エルミロードコンサート（10月22日）
　120回 ユニヴァーサルコンサート 21ホール (11月5日）
　121回 新春コンサート(1月7日）　少年少女合唱団　、3.11合唱団　初出演
　122回 シネマサロンコンサート アートセンター (3月12日）
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Ｈ２９ 2017

　123回 シネマサロンコンサート アートセンター (7月16日）
　124回 エルミロードコンサート (8月18日）
　125回 夏のハーモニー　市民館ホール(8月27日）※
　　※市民館ホール改修に伴い、夏に開催

　126回 田園調布学園大学なでしこホール（10月１日）
　127回 ユニヴァーサルコンサート 21ホール (11月3日）
　128回 昭和音楽大学ユリホール(1月26日）
　129回 シネマサロンコンサート アートセンター (3月２１日）
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あさお芸術のまちコンサート推進委員会（ＡＧＣ） 発足（4月19日）  

トワイライトミュージックは、協力事業に 

15周年記念 

副題を「忘れない～明日に向かって Since 3・11」 に変更 

田園調布学園大学、大学生へのボランティア募集 

夏のハーモニー 

児童合唱団出演 

エルミロード 

21ホール 
新百合ヶ丘総合病院STRホール 



Ｈ３０ 2018

　130回 エルミロードコンサート (７月３０日）
　131回 夏のハーモニー　市民館ホール(8月26日）※
　1３２回 田園調布学園大学なでしこホール（10月７日）
　1３３回 ユニヴァーサルコンサート 21ホール (11月3日）
　　★あさおパラアート作品展＆ミニコンサート同時開催
　1３４回 昭和音楽大学ユリホール(1月2５日）※夕刻開催
　1３６回 シネマサロンコンサート アートセンター (3月9日）

田園調布学園なでしこホール 

あさおパラアート作品展＆ミニコンサート 


