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彩の国さいたま芸術劇場では、東日本大震災の影響により遅れておりました施設等改修工事が 8月
末で完了する見込みとなったことから、9月1日から施設の利用を順次再開し、10月1日に全館リニュー

July-August 2011

アルオープンします。
今回の改修工事の遅れにより、施設のご利用を予定されていたお客様、また、公演を楽しみにされ
ていたお客様に大変なご迷惑をおかけしたことを、改めてお詫び申し上げます。
日本一の公共劇場を目指して、皆様により安全快適に施設をご利用いただくとともに、人々の心を
豊かにし、明日への活力をもたらす世界トップレベルの芸術作品を創造、発信してまいりますので、
多くのお客様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

INFORMATION

公益財団法人 埼玉県芸術文化振興財団からのお知らせ

彩の国さいたま芸術劇場
全館リニューアルオープンについて

彩の国シェイクスピア・シリーズ

１ 施設の利用について
○ 稽古場・練習室、舞台芸術資料室、その他公共スペース… 9月1日（ 木）から
○ 小ホール、音楽ホール … 9月17日（ 土）から
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○ 全館リニューアルオープン… 10月1日（ 土）

が、全館リニューアルオープンの
のは、絶世の美女クレオパトラと、

PLAY

その魅力に溺れる古代ローマの武
人アントニー。ローマとエジプト
を主舞台に、めまぐるしく舞台は

彩の国シェイクスピア・シリーズ第 24 弾
『 アントニーとクレオパトラ』

吉田鋼太郎、安蘭けい インタビュー
『 アントニーとクレオパトラ』観劇前のプロローグ

まわる。燃え上がる情熱が嫉妬や
裏 切りをはらんで、2 人の恋も行
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DANCE

ジェローム・ベル
『 ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』 07

MUSIC

小曽根 真の現在

MUSIC

小菅 優の現在

い

い

ESSAY

REVIEW

ま

ま

Vol.2 ソロ

アーティストの原点 Vol.4

©（公財）埼玉県芸術文化振興財団

い

ま

（２）小曽根 真の現在 Vol.2 ソロ
会場：音楽ホール

ま

（３）小菅 優の現在 Vol.3 ピアノ・リサイタル
日時：10月15日（ 土）開演 15：00
（４）光の庭プロムナードコンサート

会場：音楽ホール

小野田良子（ オルガン）＆ 渡辺 淳（ 尺八）

日時：9月24日（ 土）14：00 ～ 14：40

飯森範親

2011.5月の彩の国のアーツ

表紙：彩の国シェイクスピア・シリーズ第 24 弾『アントニーとクレオパトラ』

日時：10月1日（ 土）から10月15日（ 土） 会場：大ホール

い

12

EVENT CALENDAR & TICKET INFORMATION
THEATER BRIDGE 19

主催公演について

芸術劇場における財団主催公演につきましては、下記の公演から再開します。

日時：10月1日（ 土）開演 15：00

10

Vol.3 ピアノ・リサイタル

小菅 優 インタビュー

２

施設の空き状況等につきましては、劇場（ 利用者担当）048-858-5501までお問い合わせください。

（１）彩の国シェイクスピア・シリーズ第 24 弾『アントニーとクレオパトラ』
（ 演出 : 蜷川幸雄）

きつ戻りつのシーソーゲーム。波
瀾万丈の史劇を堪能したい。

※

INFORMATION

大ホールの舞台を飾る。登場する

※

会場：情報プラザ

※入場無料

各公演のチケットにつきましては、財団チケットセンター 0570-064-939 までお問い合わせください。
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３

節電対策について

東京電力管内の夏期の電力不足に対処するため、劇場内の空調や照明設備の利用抑制等の最大限の節

15

電に努めます。節電対策について、来場されるお客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

16

編集：
（公財）埼玉県芸術文化振興財団、佐藤 優

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団

デザイン：Yellownotes inc.

Published on 1. July - August 2011 All Rights Reserved by Saitama Arts Foundation

※掲載情報は、2011年 6月20 日現在のものです。公演は追加および一部変更される場合がありますので、ご了承ください。
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彩の国シェイクスピア・シリーズ第 24 弾

『アントニーとクレオパトラ』

吉田鋼太郎 ［マーク・アントニー］

2011 年唯一の彩の国シェイクスピア・シリーズとして期待も高まる『アントニーとクレオパトラ』
。
ローマとエジプトを主な舞台に、国を揺るがす愛に燃えた２人を描くシェイクスピア円熟期の悲劇だ。
10 月の当劇場公演に続き、11 月には韓国公演も決定している。
タイトルロールを担う吉田鋼太郎と安蘭けいは、今、何を思うのか。 取材・文：市川安紀［ライター］

安蘭けい ［クレオパトラ］

彩の国シェイクスピア・シリーズの常連、

なれなかったけれど、彼の愛人を自分のも

吉田鋼太郎。
『タイタス・アンドロニカス』

のにすることで、アントニーはシーザーと

宝塚歌劇団退団後も話題作の主演が続く安

ん ”には全然魅力を感じないんですよ。

『オセロー』では堂々たるタイトルロール

肩を並べようとしたのかもしれない。クレ

蘭けい。人物造形の確かさにも定評ある彼

──蜷川作品にはどんな印象がありますか。

を務め、昨春の『ヘンリー六世』では、物

オパトラと大ゲンカする時に、
「お前はシー

女にとって、待望の蜷川演出初挑戦となる。

語の鍵を握るヨーク役で見せた、壮絶な死

ザーの皿の食い残しだ」なんて言うんです

自身のルーツである韓国公演に寄せる思い

よく拝見していました。宝塚で夢々しい舞

に様も記憶に新しい。

よ。ヒドいでしょ。これ、完全にＤＶで

も熱い。

台をやりながら、自分とのギャップをすご

絶世の美女クレオパトラに扮するのは、

すよ
（ 笑）
。強い愛ゆえの嫉妬ですけどね。

“英雄にしてダメ男”の
両面をいかに出すか。
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を出してもいいんじゃないかと。
“ お人形さ

宝塚時代から蜷川さんの舞台は大好きで

く感じていたんです。蜷川さんの舞台は宝

──アントニー役は３度目だそうですね。

女か仕事かの二者択一を迫られて、結局女

──シェイクスピア作品は初めてとか。

10 年以上前に１度、次は一昨年、自分

をとってしまう。そのうち盟友には見放さ

の劇団で演出も兼ねて演じました。改めて

れ、一番の側近にも裏切られ ……。裏切

シェイクスピアはとにかく言葉が多いとい

当はこういう世界じゃないか」
と思っていま

じっくり取り組んでみると、さすがシェイ

られるほど、逆にアントニーが愛しく見え

うことと、言い回しがストレートではない

した。ただ、アプローチの方向性が違うだ

クスピアだなと感心しましたね。史劇なの

てくるんです。

印象が（笑）
。恋愛も争いも、何もかもドラ

けで、舞台上から伝えたいことは両方とも

で一瞬取っ付きにくい印象があるかもしれ

──オセローの愛の形ともまた違いますね。

マティックで壮大ですよね。でも、人間の

結局同じだったんですけどね。明日からの

そうなんです、宝塚時代も経験がなくて。

塚とは真逆で、醜いものもすべてさらけ出
して突きつけられる。
「私がやりたいのは本

ませんが、これが本当に面白い芝居なんで

そう、白人の美しい妻を持った黒人オセ

本質をすごく突いている気がする。昔も今

活力になったり、勇気や愛だったり。その

す。アントニーとクレオパトラにちゃんと

ローのコンプレックスも身近に感じられま

も変わらないんだなぁ、と思わされます。

蜷川さんの舞台にこんなに早く出させてい

血が通っている。
“ロミオとジュリエット

すが、彼には“高潔な将軍”という形容が

──クレオパトラといえば誰もが知る女性

ただけるのはもちろん光栄ですが、プレッ

が年をとったらこんなことになりました”

つく。アントニーはさらに下世話な、現実

です。この作品での彼女はいかがですか。

シャーで押しつぶされそうです（笑）
。

みたいなね
（ 笑）
。

の自分たちに近い感覚でいいんじゃないか

同じ女性としても魅力を感じますね。美

──アントニーは国家よりも恋に走ってし

な、と。もちろん蜷川さんはきっちり悲劇

しいうえに頭がよくて。美しさを武器に男

私は在日三世なので、
“ 凱旋公演 ”とい

まう。非常に人間くさい男です。

として創られるでしょうけど、僕はできる

たちを手玉にとり、女王の地位を守ろうと

う思いですね。生まれ育ったのは日本だけ

限り卑近な、ダメ男の部分を出したい。

した。そのしたたかさの一方で、
「え、こ

ど、体には韓国の血が流れている。宝塚時

──タイトルロールとして期するところは。

こでそんなことを？」
という言動も多いんで

代も韓国公演に行かせていただいたんです

この作品の前段階に当たるシェイクスピ
アの『ジュリアス・シーザー』では、アン

──シリーズ初の韓国公演もありますね。

トニーは完全にローマの英雄として描かれ

今回は 50 歳も過ぎ、酸いも甘いも噛み

すよ。それが男性を惹き付けるコツなのか

が、自分の好きな仕事で両国の架け橋にな

ているんですよ。ところが数年経つと、国

分けた経験豊かな男の物語です。パワープ

と感心したり（笑）
。でも最後は愛する人を

れるなんて、神様がくださった本当に大き

のことは放ったらかしで、クレオパトラと

レイで押し切るのではなく、細やかな“ひ

追って死ぬわけですから、純粋で可愛い女

なプレゼントだと思います。蜷川さんも「私

イチャイチャしているところから始まる。

だ”を表現することに挑戦したいですね。

性の姿が垣間見えるんです。蛇に自分を咬

だから行く意味がある」と仰ってくださっ

その落差が激しいわけです。英雄でありな

安蘭さんはクレオパトラに血を通わせられ

ませて死ぬという手段は壮絶ですが、彼女

て。素晴らしい機会を与えていただきまし

がら、ダメおやじ。どちらかだけでは成立

るすごい役者さんだと思うので、彼女と一

の人間らしさにはとても共感できました。

た。全てが初挑戦なので今までにない緊張

しない。今回は２つの面をきっちり出せれ

緒にやることでいいものが生まれる予感が

──役に向き合うという点では基本的に男

感で稽古場に入ると思いますけど、鋼太郎

ばと思いますね。

します。シェイクスピアは「台詞が難しい」

性役も女性役も変わらないものですか。

さんや皆さんの胸を借りて、今の自分に出

──クレオパトラもその両面に惹かれた？

と思われがちですが、難しさを感じさせず

それは同じですね。宝塚は夢の世界です

に喋ることはできるはず。それがシェイク

が、ただ綺麗なだけでは何も残らない、そ

アントニーが敬愛していたシーザーの愛人

スピアをずっとやってきた人間の、大げさ

こに真実がなければ意味がないと思ってい

だったわけです。シーザーほどの傑物には

かもしれませんが、
使命だと思っています。

ました。二枚目だって、人間としての弱さ

かもしれませんね。
ただクレオパトラは、

来うる限りの力を出し切るしかないですね。

したたかで純粋。
人間味あふれる魅惑の美女。
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『アントニーとクレオパトラ』は、シェイクスピア作品では『ジュリア

◎関連古代ローマ史

ス・シーザー』
『コリオレイナス』と並んで《ローマ史劇》の 1 本に数え
られている。史実からいうと、
『コリオレイナス』は、まだ古代ローマ

BC51 クレオパトラ（18歳）、弟のプトレマイオス13世（10歳）
と共にエジプトの共同統治者となる。

が一都市国家だった時代の BC 5 世紀ころが舞台になっているが、
『ジュ
リアス・シーザー』と『アントニーとクレオパトラ』は、ローマ帝国が成
立（BC27）する前のローマ共和国時代の BC 44 年から 30 年までのほ

BC48 クレオパトラ、ジュリアス・シーザーを誘惑。

ぼ 10 年余の出来事を巧みに凝縮して舞台化している。

戯曲
『ジュリアス・シーザー』の時代

青年政治家から恋に溺れる中年男に

BC46 クレオパトラ、ローマへ移り、公然とシーザーと暮らす。

『アントニーとクレオパトラ』に登場するローマの三頭、マーク・アン

BC44 ジュリアス・シーザーがブルータスらに暗殺される。
シーザーの有名なセリフ“ ブルータス、お前もか！ ”
アントニー、シーザーの屍を前に“ ブルータスは高潔の
士である ”と市民を前に演説する。
（クレオパトラ、ローマを去る。※戯曲には登場しない）

トニー、オクテヴィアス・シーザー、レピダスは、
『ジュリアス・シーザー』
でも活躍する。特にシーザーの腹心アントニーは、シーザーがブルータ
スに暗殺されたあと、
「ブルータス万歳」と叫ぶ市民を前に、巧みな弁
舌をもってシーザー追悼の演説を行う。すると市民はいとも簡単に反ブ
ルータスとなり、ローマ市民によりブルータスは追われる身になるので

BC43 アントニー、オクテヴィアス、レピダスの三頭政治成立。

ある。

BC42 ブルータスとカシアスは共和制に殉じて死ぬ。
オクテヴィアスは、ブルータスの遺体を丁重に埋葬す
るように命じ、戦闘の終結を宣言する。

こうして三頭政治の時代が始まるのだが、
『ジュリアス・シーザー』で
名演説を披露した青年政治家アントニーは、
『アントニーとクレオパト
ラ』では 43 歳の白髪まじりの中年男として登場する
（ ちなみに、このと

PLAY

DANCE

BC41 クレオパトラとアントニーが初めて出会う。

きクレオパトラは女盛りの 29 歳）
。享楽派、
現実派だったアントニーが、
クレオパトラの魅力とローマの武人である名誉の間に引き裂かれて破滅

戯曲
『アントニーとクレオパトラ』の時代

する悲劇的な英雄として描かれているのも面白い。

BC40 アントニー、オクテヴィアス・シーザーの姉オクテー
ヴィアと結婚。

一方、オクテヴィアス・シーザーはジュリアス・シーザーの養子。若々
しい行動家、自信に満ちた野心家に見えるが、常にジュリアス・シーザー

BC34 アントニー、クレオパトラと子どもたちに東方領土を
与える。

の大きな存在を背負って登場する青二才だ。

見事なまでのクレオパトラの自尊心

BC32 三頭政治解消。アントニーとオクテヴィアスの中傷合
戦。オクテヴィアス、クレオパトラに宣戦布告。
アントニー、オクテーヴィアに離縁状を送る。

さらにいえば、クレオパトラはジュリアス・シーザーの愛人だった。
それも 20 歳を過ぎたばかりの深窓の王女が大シーザー（ 時に 54 歳）の
心をとらえたのである。シェイクスピアは、そのクレオパトラの美と魅

BC31 シーザー、アクティアム海戦でアントニー・クレオパ
トラ連合軍を下す。クレオパトラのエジプト艦隊、逃
げ出す。

力を余すところなく描いている。大ローマを向こうにまわし、変幻自在
に振る舞うエジプトの女王だが、
最後はアントニーの妻として死を望み、

文：越智雄磨［ダンス研究］

敗れてなお逆に勝ち誇る調べのように夢を見て息を引き取る。

BC30 アントニー、クレオパトラ、相次いで別々に自害。
エジプトはローマ領となる（ローマ帝国、地中海征服の
完成）
。

死に損ね、クレオパトラのもとに運ばれて息絶えるアントニーの死が
落日だとすれば、従者のシャーミアンが讃えつつ呟くうちに昏睡、死ん
でいく女王はのぼりゆく太陽のようだ。ロミオとジュリエットの世界に

BC27 オクテヴィアス、元老院からアウグストゥスの尊称を
受け、古代ローマ帝国の初代皇帝となる。

はなかった苦渋と、それをはるかに超えた深い 2 人の世界がそこには拡
がっている。

彩の国シェイクスピア・シリーズ第 24 弾
『アントニーとクレオパトラ』
日時：10月1日（土）～ 10月15日（土）
会場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
演出：蜷川幸雄 作：W. シェイクスピア 翻訳：松岡和子

一般 S席9,000円／ A席7,000円／ B席5,000円／学生 B席2,000円
メンバーズ S席8,100円／ A席6,300円／ B席4,500円
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★：映像収録のため、客席内にカメラを設置いたします

火

休演

チケット（税込）
：

10 月

休演

出演：吉田鋼太郎 安蘭けい 池内博之 橋本じゅん 中川安奈 熊谷真実 ほか

Photo:Herman Sorgeloos

金

★
★

Jérôme Bel

振付家としてデビューした 1994 年以

『 The Show Must Go On 』

定着しているが、デビュー当初のベルの作
き

よ

ほ う へ ん

ように受け止めてよいのか戸惑ったのであ

降、ジェローム・ベルはコンテンポラリー・

品に対する評価は毀誉褒貶相半ばし、フラ

る。しかし、これらのエピソードは今から

ダンス界で最も先鋭的な試みを行ってきた

ンス及びヨーロッパのダンスシーンに大

見れば、ベルが行ったことがいかに革新的

振付家の一人として知られている。近年、

きなセンセーションを巻き起こした。デ

であり、いかにダンスの世界に新しいパラ

代表作『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』

ビュー当時あまりに実験的だった彼の作品

ダイムを切り開いたものであったかを証明

がベッシー賞を受賞し、リヨンオペラ座バ

は、新しい芸術と言われるコンテンポラ

するものだと言える。今や、時代がベルに

レエ団のレパートリー（2007 年～ 2014

リー・ダンスの中にあっても一際異色であ

追いついたとも言えるし、ベルはその創作

年）に加えられた事実はその高評価を物

り、その意図を理解できなかった観客も少

キャリアの過程で観客に自身のコンセプト

語っている。初期作品から現在の新作に至

なからずいた。ベルに払い戻しを要求した

を巧みに伝達する方法を練り上げていった

るまで、彼の作品は世界中の様々な都市で

観客もいれば、時には「これはダンスでは

とも言える。彼の創作動機やその試みにつ

上演され続けている。

ない」と怒った観客が裁判を起こしたこと

いていくつかの作品に触れながら紹介して

もあった。多くの観客がベルの作品をどの

みたい。

現在は先鋭的な振付家としてその評価は

6
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The last performance
『ザ・ラスト・パフォーマンス』
（1998） Photo:Herman Sorgeloos

Shirtology

DANCE

シェル・フーコーやジル・ドゥルーズ、ロ

けである。パフォーマーは何重にも重ね着

ものであった。これらの作品はそれまでの

だった。ドワノーは自らの思い出や心情を

ラン・バルト、ジュリア・クリステヴァな

した T シャツを 1 枚ずつ脱ぎ捨て、その

コンテンポラリー・ダンスに飽きを感じ始

語りながら、これまでにオペラ座で踊っ

奇妙に感じられるかもしれないが、彼

どのフランスを代表する思想家たちの本で

度に現れる T シャツにプリントされたメッ

めていた観客や演劇・ダンス業界の人々の

てきたダンスを披露する。完全無欠のイ

の創作の原点には「ダンス」に対するある

ある。この経験は「ダンス」を斜めから見

セージや数字、イラストに関連する動きを

心を強く捉えた。パリ・オペラ座の芸術監

リュージョンの創造を志向するオペラ座の

種の疑念がある。ベルは 1992 年までダ

るジェローム・ベルという一癖も二癖もあ

行う。その様子はユーモラスであり、パ

督ブリジット・ルフェーブルもベルの作品

舞台の上に、普段の公演ではあるはずもな

ンサーとして、ダニエル・ラリュー、アン

る振付家の誕生に大きく関わっている。

フォーマーと T シャツが示す記号の関係

に魅了された 1 人である。彼女の依頼によ

い稽古着姿のまま赤裸々に自らを曝すドワ

ジュラン・プレルジョカージュといったフ

性、規則性を解釈する知的な楽しみを観客

り、ダンス界の「革命家」ベルはバレエの

ノーの姿に観客は驚き、
心を揺さぶられた。

ランスを代表するコンテンポラリー・ダン

に提供してくれる。

殿堂であるオペラ座での創作に取り掛かる

さて11月に彩の国さいたま芸術劇場で上

ことになった。それが 2004 年に発表され

演される日本版『ザ・ショー・マスト・ゴー・

た『ヴェロニク・ドワノー』である。

オン』について少し触れたい。これはベルの

1998 年の『ザ・ラスト・パフォーマンス』

スの振付家の作品に出演していた。1989

はベルが初めて明瞭に「ダンス」を取り入

年にはダンスカンパニー・レスキスのダン
サーとして来日もしている。だが、そのよ

1995 年の作品『ジェローム・ベル』で

れた作品であるが、それはやはり型破りな

この創作に当たって、ベルは自身にとっ

傑作である。舞台上には普段私たちが劇場

うな順風満帆のダンサー生活を 8 年続けた

は、美術や音楽、照明といった要素は極力

方法で実行される。ドイツの振付家スザン

て未知の存在であるオペラ座のダンサー達

で観るようなダンスは現れない。だが、そ

彼は、いつしか自身が関わってきたカンパ

排除され、
ダンスは踊られず、
パフォーマー

ヌ・リンケの了承を得て、その作品『聖変

を「特別な規則に従って生きる別の部族」

れぞれの観客の内にはたしかに「ダンス」が

ニーのダンスよりも「もっと野心的なこと

達は全員裸である。ベルはいかなる意味や

化』
（1978）の振付の一部を引用し、執拗

と捉え、
「民族学者になったつもりでその

芽生えるだろう。ベルの知的な戦略と挑発、

ができないか？」と感じるようになった。

虚飾も取り除いた「零度」の身体を志向す

に繰り返すのである。こうした作品の外部

部族の調査を行った」と述べている。その

そしてユーモアは、私たちがいつも劇場で

そして 1992 年のアルベールビル冬季オリ

ることから出発したと述べるが、これはバ

と参照関係を結ぶ「引用」はバルトやクリ

調査対象として選ばれたのがヴェロニク・

行う鑑賞体験とは違った、身体と知性のス

ンピックのセレモニーを演出したフィリッ

ルトの「零度のエクリチュール」のダンス

ステヴァなどが文学に見出し、言及してき

ドワノーという 1 人の引退間際のダンサー

リリングな冒険に誘ってくれるはずである。

プ・ドゥクフレの助手を務めた後、
ダンサー

への応用である。そして零度の、いわば白

たものだが、それが方法としてダンスの世

から振付家への転身を決意する。

紙状態にある身体に徐々に意味が重ねられ

界で戦略的に実践されたことはなかったの

ていく。たとえば、出演者は自身の身長、

ではないだろうか。繰り返しリンケのダン

ス」と評されたように、ダンスらしいダン

体重、年齢、電話番号、預金残高などを舞

スを見せられる観客はそのダンスに満ちた

スを行わないことが一つの特徴として挙げ

台上に書き込むことで身体と意味を結びつ

ロマンティシズムに陶酔するのではない。

られる。それは単に踊らないということで

ける。それにより観客は舞台上に存在する

寧ろ覚醒した状態で「ダンスとは何か？」

はなく、その背後には視覚芸術として「ダ

世界や身体が決して虚構ではなく、自分た

というベルの実験に参加するのである。

ンス」を見せること以上の意味と体験を観

ちのいる社会と地続きにあることに気づか

客に伝えたいという野心があった。また彼

される。舞台上の身体はキャラクターなの

の創作の思想的背景として見逃せないのは

か一個人なのか？ そのような身体の二重

ベルの作品の特徴は一部で「ノン・ダン

「構造主義」以降のフランス現代思想の影

性をラディカルに問う作品でもあった。

Veronique
Doisneau
Photo:Anna Van Kooij

ここで部分的に紹介した初期の 3 作品は

響である。ダンサー活動を停止した 1992

1997 年の『シャートロジー』では、ベ

どれも実験色が強く、万人受けをするもの

年から振付家デビューを果たす 1994 年

ルはバルトの試論「衣服の歴史と社会学」

の 2 年の間、彼は自身のアパートの近所に
できた図書館に通い、1 日 6 時間本を読む
日々を過ごした。そこで読まれたのは、ミ

8

『シャートロジー』
（1997） Photo:Herman Sorgeloos

ジェローム・ベル

Jérôme Bel

1964 年フランス生まれ。パリに在住し、世界的に活躍するダンサー、

『ヴェロニク・ドワノー』
（2004）Photo:Icare

ジェローム・ベル『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』

振付家。身体表現に説明的な言葉を織り交ぜたコンセプチュアルな

日時：11 月 12 日（土）～ 13 日（日） 各日開演 16: 00 ※上演時間約 90 分 途中休憩なし

ではなかったが、決して理論だけが先行し

作品で知られる。92 年のアルベールビルオリンピックでは開会式・

会場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール ※ 12 日（土）公演終了後、ジェローム・ベルによるアフタートークあり

から着想を得て、誰にとっても身近な衣服

ているわけではなく、ベルのもう一つの特

閉会式の演出を担当したフィリップ・ドゥクフレの助手を務める。
94 年に最初の振付作品を発表して以来、多数の作品を発表している。

構成・演出：ジェローム・ベル

である T シャツをテーマにしようと考え

徴であるユーモアに富み、ダンスという生

た。
「裸（ 零度）
」の次は「衣服」というわ

身の身体が介在した芸術にしかなしえない

2004 年にはパリ・オペラ座バレエ団に招かれ『ヴェロニク・ドワノー』
を上演。01 年に発表した代表作『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』は、
05 年のニューヨーク公演においてベッシー賞を受賞した。

出演：日本版キャスト（26 名）

チケット（税込）：一般 前売 3,000 円／当日 3,500 円 （学生は前売・当日とも 2,500 円）
メンバーズ 前売 2,700 円／当日 3,200 円
発売日：一般 8 月 28 日（日） メンバーズ 8 月 20 日（土）
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O Z O N E

今年 5月に開催されたラ・フォル・ジェルネ
（会場：東京国際フォーラム）での小曽根のライヴの様子 Photo: 三浦興一

文：林田直樹［音楽ライター］

最初の一音で、もう涙が出てしまった。

クラシックとジャズのクロスオーバーと

去る 5 月 4 日、東京国際フォーラムの展

いうと、これまでにも無数の例があるが、

真の現在」第 2 回では、10 月 1 日の段階で

示ホールでの小曽根 真のライヴでのこと。

小曽根 真がピアノの世界で行っている追

私たちが一番聴きたい音が聴けるはずだ。

震災直後で開催が危ぶまれていたラ・フォ

求は、その中でも飛びぬけてエキサイティ

そこには、モーツァルトやショパンやショ

ル・ジュルネ
（ 熱狂の日音楽祭）に飛び入り

ングなものだ。

スタコーヴィチが顔を出すかもしれない

参加した彼は、
「Reborn」
（ 再生）というバ

い

ま

彼の演奏は伝統に敬意を払いつつも、と

し、しっとりとした優しいジャズのバラー

ても自由で、遊び心と喜びに満ち、常には

ドが演奏されるかもしれない。ありとあら

それは、困難な状況に置かれている私た

ちきれんばかりの音楽の生命力にあふれて

ゆる可能性があるコンサート。
心を白紙に、

ちが、いままさに求めている音そのもの

いる。そして、冒頭に述べたように、聴く

ただ素敵なピアノを聴きに、出かけたい。

だった。

人をたった一音で涙させるほどの、優しさ

ラード曲で静かにコンサートを始めた。

知らず知らずのうちに、緊張と不安の中

と善良さにあふれている。聴き手のコン

で疲れていた聴衆の心に、小曽根 真のピ

ディションやその日の状況を敏感に感じ取

アノの音は、フッと、奥まで沁みこむよう

りながら、そのとき、その場でしか演奏で

に、入りこんできた。

きない、一期一会の音楽をする人であると

何という優しくて、暖かい音だったこと
だろう。

いうことも、大きな特徴である。
だから、あらかじめかっちりと曲目を決

3000 人くらいはいただろうか、大変な

めることもあるけれど、そのときその場の

数の聴衆がそこには集まっていた。泣いて

音楽的な判断や即興性に、いちばん小曽根

いた人もいたと思う。

真「らしさ」が出る。

Photo:Florian Burger

小曽根 真

おぞね まこと ●ピアノ

父・小曽根 実の影響でジャズに興味を持ち、独学で音

小曽根 真は、聴き手の心の状態をよく

冒頭に述べた「ラ・フォル・ジュルネ」で

感じながら、そのときその場にもっともふ

のコンサートも、1 時間ほど前にブラーム

さわしい音楽を演奏することのできるピア

スをタンゴ風に即興することを決めてプロ

オアルバムで第 45 回グラミー賞にノミネート、バーク

ニストである。

グラミングしたという。こうした閃きが、

ラシックにも本格的に取り組み、国内外のオーケスト

そもそもジャズ・ピアニストだった彼が、
クラシック音楽を本格的に探究し始めたの

10

彩の国さいたま芸術劇場での「小曽根

MUSIC

小曽根が奏でる一期一会の音楽

い

世界的ジャズ・ピアニスト 小曽根 真の「現在」を追うシリーズ第 2 回。ピアニ

ストの児玉 桃をゲストに迎えた第 1 回でのジャズとクラシックという出自の違

う 2 人によるセッションは、刺激的で興奮にみちたものだった。今回は、小曽

根のソロ・ライヴで、プログラムは演奏 会当 日までのお楽しみ。
「今、その場で

音楽が生まれる瞬間を大切にする」という、自由で予測不可能で、生命力にあふ

れた彼の音楽に身も心もゆだねよう。

M A K O T O

楽を始める。
1983年バークリー音楽大学を首席で卒業。
同年、米 CBS と日本人として初めて専属契約を結び、
全世界デビュー。2003 年ゲイリー・バートンとのデュ
リー音楽大学より名誉博士号を授与される。近年はク

彼のライヴの 1 回 1 回を、特別なものにし

ラと共演を重ねる。他、舞台音楽やドラマ音楽を手が

ている。

www.makotoozone.com/

は 7 年ほど前のこと。最近の彼のコンサー

現在の小曽根 真にとっての最も大きな

トは、クラシックのものも多く、モーツァ

テーマは、
「音楽の力で、どのようにして

ルトやショスタコーヴィチの協奏曲をオー

人々を励ましていけるか」
「いかに共存し

ケストラの定期演奏会で弾くなど、本格的

て生きていくか」ということのようだ。つ

な取り組みとなっている。もちろん、その

い最近、彼は世界の一流ジャズ・ミュージ

一方でジャズも続けている。双方のジャン

シャンを集め、チャリティＣＤをニュー

ルでの活動が、それぞれにフィードバック

ヨークで録音しているが、それもそうした

される面白さもあるようだ。

意識の一つの表れだろう。

ける等、精力的に活動を続けている。

い

ま

小曽根 真の現在 Vol.2 ソロ
日時：10 月 1 日（土） 開演 15:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
曲目：当日発表
チケット（税込）
：
一般 正面席 5,000 円
バルコニー席 4,000 円（学生 2,000 円）
メンバーズ 正面席 4,500 円
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Photo:Kiyotaka Saito

取材・文：片桐卓也［音楽ライター］ Photo: 青柳 聡

い
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「現在」シリーズは、その演奏家が現時

です」

かな作品が増えてきます。リストは旅も多

点において最も関心の深い作品を取り上げ

子供の頃から物語と音楽を結びつけて

て、3回の演奏会で披露するというものだ

育ってきたという小菅。彼女がロマン派の

という連作を書いていますが、各地を旅す

が、この10月15日の演奏会でピアニスト・

作品に魅かれるのも自然なことだった。

ることで、コスモポリタンな彼の性格が形

かったし、その経験をもとに《巡礼の年》

「シューマンの《幻想小曲集》もそうで

作られたのではないでしょうか。私も旅が

「とても大事にしていたこのシリーズも

すが、ひとつのサイクルを形作る連作が好

好きで、その経験に大きな影響を受けてい

あっと言う間に 3 回目になってしまいまし

きなんです。
お話が次から次へと登場して、

るので、そんな風に思いますね」

た。第１回はデュオとトリオ、第 2 回は

それが繋がって大きな作品世界を作ってい

リストとシューマンの関係は、才能ある

室内楽を中心にしたプログラムで、主に

く。子供の頃から母が図書館でのお話の会

作曲家同士としてちょっと複雑な一面もあ

シューマンの作品を取り上げてきました。

に連れて行ってくれたり、曲を聴いてそこ

る。

第 3 回はこれまでの室内楽の演奏経験を通

から物語を作ったりするのが好きでした。

「一種のライヴァル意識もあったでしょ

して得たものを生かして、シューマンとリ

それが原点となって、今でも作品の中に物

うね。お互いにその才能を評価しているけ

ストのピアノ・ソロ曲を演奏します」

語を想像していくのが楽しいですね」

れど、それぞれの作品については厳しいこ

小菅 優のシリーズはいちおう完結する。

リストは 2011 年で生誕 200 周年を迎

とを言ったり。ただ、リストはピアニスト

曲家であり、お互いの作品を知っていて芸

えた。シューマンは昨年がそうだった。

として素晴らしい才能を持ち、シューマン

術的な交流も深かった。

200 年という時間の流れを超えて、みずみ

は作曲だけでなく、文章も書く評論家とし

ずしい小菅の演奏によって、彼らの作品は

ての側面もあり、それぞれの生きる方向も

たちどころに現代に生き返る。

違っていたのかも」

シューマンとリストは同時代に生きた作

「今回そのふたりの作品の中でも、特に
物語性が強く内包されているものを選びま

MUSIC

した。例えばシューマンの《蝶々》
。この

「リストの《詩的で宗教的な調べ》はロ

リストはシューマンの《子供の情景》を

曲はシューマンが好きだった作家ジャン・

マン派を代表する作品だと言って良いと思

自分の子供たちに演奏して聴かせたことも

パウルの『生意気ざかり』のある場面から

います。単なる大作曲家リストではなく、

あった。またシューマンの《謝肉祭》はリ

構想された作品です。リストの《ヴェネチ

ロマン派を代表する作曲家としてのリスト

ストの演奏会の重要なレパートリーでも

アとナポリ》にはロッシーニの書いたオペ

の存在をもっと強く感じて欲しいです。リ

あった。

ラ《オテロ》に登場するテーマが使われて

ストの初期の作品はヴィルトゥオーゾ・ピ

います
（ 第 2 曲）
。またリストの《詩的で宗

アニストが即興的に書き上げたような雰囲

シューマンとリストの時代は新しい才能が

教的な調べ》はフランスの詩人の作品から

気の作品が多く、今でも演奏されるのはそ

次々と登場してきた時代です。お互いがそ

そのタイトルを借りた作品。そうした様々

うした作品が多いのですが、後期になって

の才能を知り、新たな音楽を目指した時代

な文学的要素はシューマンとリストだけで

くると、リストの作品も変わってきます。

でもありました。その熱い時代を演奏会を

なく、ロマン派を語る上で欠かせない要素

宗教的な深さをたたえ、音楽的にも内容豊

通して感じて頂ければと思います」

い

「ショパンやメンデルスゾーンも含めて、

ま

小菅 優の現在 Vol.3 ピアノ・リサイタル
日時：10 月 15 日（土） 開演 15:00

会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール

曲目：シューマン：蝶々 作品 2
シューマン：幻想小曲集 作品 12
リスト：ヴェネチアとナポリ S 162
シューマン（リスト編曲）：春の夜 作品 39-12
シューマン（リスト編曲）：献呈 作品 25-1
リスト：《 詩的で宗教的な調べ 》より 第 3 曲〈 孤独の中の神の祝福 〉

【 1回券 】

小菅 優

こすげ ゆう ●ピアノ

高度なテクニックと美しい音色、深い楽曲理解と若き感性で
現在最も注目を浴びている若手ピアニストの一人。2005 年
カーネギーホールでのリサイタルでニューヨーク・デビュー、

一般 正面席 4,000 円／バルコニー席 3,000 円（学生 1,500 円）
メンバーズ 正面席 3,600 円

【ピアノ・エトワール・シリーズVol.16、
Vol.17との3公演セット券】

06 年にザルツブルク音楽祭リサイタル・デビュー、09 年には

ピアノ・エトワール・シリーズ Vol.16 ダヴィッド・フレイ／ 11 月 26 日（土） 開演 15:00

小澤征爾指揮水戸室内管弦楽団と共演するなど国内外でその

ピアノ・エトワール・シリーズ Vol.17 金子三勇士／ 2012 年 3 月 18 日（日） 開演 15:00

活躍の場を広げている。これまでにソニーより 9 枚の CD をリ
リースしており、いずれも好評を博している。

12

チケット（税込）：

チケット（税込）：一般・メンバーズ 正面席 9,500 円／バルコニー席 8,000 円（学生 3,500 円）
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Review
2011.5

2011.5 の彩の国のアーツ

rtist's Starting Point

■ MUSIC

5月24日

埼玉会館ランチタイム・コンサート
第 14 回 NHK 交響楽団メンバーによる
弦楽四重奏
お昼どきの 50 分間、気軽に音楽を楽しむランチタ
イム・コンサート。回を追うごとに人気が高まる

Photo:Yuki Hasuimoto

本シリーズも遂に 5 年目に突入。今回は、日本を
代表するオーケストラ、NHK 交響楽団の精鋭によ

取材・文：萩谷由喜子［音楽評論家・女性音楽史研究］

る弦楽四重奏クァルテット・リゾナンツァが登場。

祖父のチェロとSPレコードを聴いて
鎌倉生まれの葉山育ちです。両親は音楽
家ではありませんが、祖父が京大オーケス
トラで朝比奈隆先生とごいっしょ。子ども
の頃は枕元で祖父がチェロを奏でていまし

くれたおかげで、山響の仕事にも火がつき

楽譜はうそをつかない。そう考えて楽譜を

ました。今は音楽監督として山形県知事さ

徹底的に読み込み、大学時代に 200 曲は

んはじめ関係者とよく協議し、みんなでア

暗譜しました。

イディアを出し合っています。

自分の音楽家人生をつくるのは

演奏者による肩ひじはらないトークとともに、ヴァ
イオリンとヴィオラ、チェロが紡ぐ優雅なメロディ
と豊かなハーモニーがホールに響き渡った。ベー
トーヴェンの弦楽四重奏曲第 6 番の全曲演奏のほ
か、2 曲を演奏。アンコールにも応え、時間いっ
ぱい楽しめるコンサートとなった。

亡くなった母がいつも「ありがとう」と
口に出して言いなさいよ、と言っていまし

転機は 3 年生のとき。ジャン・フルネ先

たが、僕はこれらすべての出会いに「あり

その影響も受けました。あるとき、ルービ

生の特別レッスンでドビュッシーの《海》

がとう」と言いたい。だって、人とのつな

ンシュタインの弾くチャイコフスキーのピ

と、
ラヴェルの《ダフニスとクロエ》を振っ

がりが僕の音楽家人生をつくってくれたの

■ MUSIC

アノ協奏曲を聴かせてもらって強い印象を

たところ、
「素晴らしい！ あなたにはフラ

ですから。そして、なにごともプロセスを

受け、ピアノに興味を持ったんです。ピア

ンス人のような感性がそなわっている」と

大事にして、プロセスを楽しむ気持ちで

熊谷会館ファミリー・コンサート
音楽の絵本

ノは高額でしたが、
父は買ってくれまして、

激賞してくださったんです。これを大きな

やっていきたいですね。そうすれば、辛さ

習い始めたのが 4 歳になる頃。母はいくつ

励みに発奮し、4 年生のとき東京指揮者コ

も喜びに変り、それがエネルギーになりま

もの鍵盤を同時に鳴らして音を当てる遊び

ンクールで 1 位なしの 2 位に。これで仕事

す。指揮者として、
聴きに来て下さる方々、

をやってくれました。

がくるかといえば、そんなに甘くはありま

演奏する方々みんながどうしたらハッピー

せん。やはり本場で勉強したくてドイツに

になれるのか、三位一体の幸せですね、そ

留学しました。

れをつねに考えているんです。

いて指揮者になりたいと思いましたが、た
だ、当初父の賛成は得られませんでした。

ラヤン先生の時代で、練習を見学させて頂

校に進学。志望校を桐朋に定めても、なか

きました。次にミュンヘンに移り、サヴァ

なか言い出せませんでした。入学金も授業

リッシュ先生のもとで練習ピアノを弾かせ

料も高額ですし、受験のためにつく先生方

ていただきながらオペラの勉強を。こう

のレッスン料もかかるからです。そのよう

して 28 歳までドイツで多くのことを蓄積

な状況でも母は応援してくれました。
幸い、

し、また多くの人とのつながりができまし

レッスンをして下さった先生方が素晴らし

た。帰国すると留学中に知り合った人とだ

い方ばかり。勉強さえしていけば長時間み

んだん疎遠になる場合も多いのですが、僕

てくださいました。作曲の近藤譲先生と指

はずっと連絡をとり合って人間関係を大切

揮の川合良一先生は鎌倉にお住まいでした

にしてきました。当時のドイツのマネー

から時間を有効に使えました。ピアノの雨

ジャーがその後ヴュルテンベルク・フィル

田信子先生、指揮の高階正光先生には本当

の音楽監督就任のきっかけを作ってくれま

にお世話になりました。

したし、大変お世話になっています。

おかげで無事桐朋学園大学指揮専攻に合

帰国してからはなんといっても東京交響

格。一般高校から現役で入学した第一号で

楽団との出会いが大きいですね。縁あっ

す。

て 94 年から専属指揮者にしていただき、

喜んだのも束の間、すぐに挫折。なぜっ

海外ツアーにも同行し 04 年から正指揮者

て、附属高校からきた連中のすごいのなん

に。山形交響楽団から常任指揮者の依頼を

のって。
僕の同期はことに人材揃いでした。

受けたときも当時の東響の楽団長が「行く

尾高忠明先生、小澤征爾先生、秋山和慶先

からには結果を出せよ」とハッパをかけて

5月28日

動物たちだけで結成された金管五重奏団「ズーラ
つる

。東京
シアンブラス」と弦楽四重奏団「弦うさぎ」
交 響 楽 団との共 演や海 外 公 演など幅 広く活 動す
る彼らがついに熊谷会館に登場。ホール入口では
「ズーラシアンブラス」による開幕のファンファー
レが鳴り響き、これから始まるコンサートに子ど
もたちはわくわくどきどき。コンサートでは、楽
器紹介や短いお芝居をはさみながら、童謡からク

最初はベルリン。ベルリン・フィルはカ

高校は普通高校へということで県立追浜高

Photo: 加藤英弘

REVIEW

COLUMN

た。それと父が SP レコードのファンで、

10 歳の頃、ラヴェルの《ボレロ》を聴

14

生には怒られるばかり。
落ち込みましたが、

ラシックまで様々な曲が次々と演奏され、子ども

単純なリズムの繰り返しなのに、
なぜこんなに感動するのだろう

ラヴェル作曲《 ボレロ》

たちは彼らの奏でる生の音楽に目を輝かせながら
熱心に耳を傾けていた。
※本公演では、この度の東日本大震災で埼玉県内に避難さ
れている方々を無料でご招待し、7 組 26 名の皆様にご来場
いただきました。

「管弦楽の魔術師」とよばれるフランスの作曲家
モーリス・ラヴェルが作曲。小太鼓がきざむス
ペインの民族舞踊「ボレロ」のリズムにのせて
（なんと 169 回も繰り返される！）
、2 種類のメ
ロディーを色々な楽器がかわるがわる演奏する。
楽 器が重ねられてゆき、 オーケストラの総 奏
によるラストへ向けて曲全体がひとつのクレッ
シェンド（だんだん強く）で書かれていることか
ら、
「世界一長いクレッシェンド」
の異名を持つ。
Photo: 加藤英弘

PROFILE
いいもり・のりちか● 桐朋学園大学卒業。ベルリンとミュ
ンヘンで研鑽を積む。1994 年から東京交響楽団の専属指揮
者、モスクワ放送交響楽団特別客演指揮者、大阪・オペラハ
ウス管弦楽団常任指揮者、広島交響楽団正指揮者などを歴任。
96 年の東京交響楽団ヨーロッパツアーでは ｢今後、イイモリ
の名が世界で注目されるであろう｣と絶賛された。2003 年、
NHK 交響楽団定期演奏会でマーラー：交響曲第 1 番を指揮し、
年間ベスト 10コンサートに選ばれる。04 年シーズンより山
形交響楽団の常任指揮者に、07 年より音楽監督に就任、次々
と新機軸を打ち出してオーケストラの活動発展と水準の向上
に目覚しい成果を挙げている。現在、東京交響楽団正指揮者、
いずみシンフォニエッタ大阪常任指揮者、ザ・カレッジ・オペ
ラハウス管弦楽団名誉指揮者、ヴュルテンベルク・フィルハー
モニー管弦楽団首席客演指揮者。

【支援金のご報告】
5 月 24 日（火）
「埼玉会館ランチタイム・コンサート第 14 回 NHK 交響楽団メンバーによる弦楽四重奏」
及び、5 月 28 日（土）
「熊谷会館ファミリー・コンサート 音楽の絵本」にて、
「東日本大震災

芸術・文

化による復興支援ファンド」
への支援金の募金をお願いいたしました。皆さまにご協力いただき、集まっ
た支援金合計額は 67,604 円になりました。
お預かりしましたこの支援金は公益社団法人企業メセナ協議会「芸術・文化による震災復興支援ファン
ド」
へ寄付させていただきます。
皆様の温かいご協力に心より御礼申し上げます。
公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団

公益社団法人企業メセナ協議会ホームページ
http://arts-fukkou.blogspot.com/
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EVENT CALENDAR

前売りチケット発売情報（～2011.9.15）

2011.7.15-2011.9.16

7

『フラガール』

DANCE

23 土

MUSIC

31 日

彩の国さいたま芸術劇場シリーズ企画

PLAY

『身毒丸』開演 14：00 ／ 18：30

上映時間 10：30 ／ 14：30 ／ 18：30
※詳細は下枠にて

2

金

PLAY

『身毒丸』開演 14：00

日本昔ばなしのダンス 近藤良平／伊藤千枝

3

土

PLAY

『身毒丸』開演 13：00 ／ 17:30

開演 13：00 ／ 15：30 会場 = 埼玉県立近代美術館 講堂（JR 北浦和駅 西口徒歩 3 分）
※予定枚数終了いたしました

4

日

PLAY

『身毒丸』開演 13：00

5

月

PLAY

『身毒丸』開演 14：00 ／ 18：30

6

火

PLAY

『身毒丸』開演 13：00

埼玉会館ファミリー・クラシック

夏休みオーケストランド！

開演 14：0 0 ※予定枚数終了いたしました

会場 = 天王洲 銀河劇場

木

15 月

DANCE

バッハとの対話

無伴奏チェロ組曲全曲演奏会

会場 = 天王洲 銀河劇場

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ全曲演奏会

【Vol.5】小山実稚恵の
《ゴルトベルク変奏曲》

会場 = 天王洲 銀河劇場
会場 = 天王洲 銀河劇場

会場 = 天王洲 銀河劇場

改修明けのシーズンにトップ・アーティスト達が奏でるバッハの大作。
バッハと向き合う、バッハと語らう―。

シネコンサート（無声映画上映ピアノ伴奏つき）

『キートンの探偵学入門』
『チャップリンの失恋』

熊谷会館バレエ・セミナー

CINEMA 彩の国シネマスタジオ 埼玉会館上映会

13 火

※受講申込みは締切ました

26 金

PLAY

『身毒丸（しんとくまる）』開演 19：00

27 土

PLAY

『身毒丸』開演 14：00

会場 = 天王洲 銀河劇場

28 日

PLAY

『身毒丸』開演 13：00

会場 = 天王洲 銀河劇場

29 月

PLAY

『身毒丸』開演 14：00 ／ 18:30

30 火

PLAY

『身毒丸』開演 14：00

16 金

※詳細は下枠にて

会場 = 天王洲 銀河劇場 ※詳細はP.18 にて

DANCE

休館日

LINE UP 2011.7- 9

第 7 回 DMJ 国際ダンス映画祭 ワークショップ

MUSIC

埼玉会館ランチタイム・コンサート 第 15 回

8 月… 彩の国さいたま芸術劇場：8 日（月）
、15 日（月）
、22 日（月）
、29 日（月）
埼玉会館：3 日（水）
、17 日（水）
、24 日（水） 熊谷会館：14 日（日）
、15 日（月）
9 月… 彩の国さいたま芸術劇場：12（月）
、26 日（月）

7 月 21 日（木） 10 : 30 ／ 14 : 30 ／ 18 : 30
※ 14:30 上映回は音声ガイドがつきます。
イヤホン付きＦＭラジオ受信機を使用しますので、お聴きになる方はご持参ください。
※ 14:30 上映回終了後、映画評論家・石子順氏によるアフタートークがあります。
蒼井優

ほか（2006 年／日本／ 120 分）

【 Vol.1&Vol.2 通し券 】一般：7 月 23 日（土） メンバーズ：7 月16日（土）

メンバーズ：8 月 27 日（土）

【 Vol.1、Vol.2 各１回券 】一般：9 月 24 日（土） メンバーズ：9 月17 日（土）
※セット券・通し券は、財団ホームページではお取り扱いしておりません。※ Vol.3 〜 Vol.5 の各１回
券は順次発売いたします。セット券、通し券で予定枚数終了の場合はご了承ください。
日時・曲目 =
■ Vol.1／ 12 月10 日（土） 開演 14:00
J. S. バッハ：組曲第 1番 ト長調 BWV1007、組曲第 5 番 ハ短調 BWV1011、

終戦記念日特別企画

『第五福竜丸』上映会 ＋ アーサー・ビナード氏講演会
1954 年 3 月1日第五福竜丸の乗組員たちが、ビキニ環礁で行われた米国による水爆実験に
遭遇した事件をドキュメンタリー風に描いた巨匠・新藤兼人渾身の力作。
本作の上映とあわせて中原中也賞受賞の詩人のアーサー・ビナード氏による講演会を行います。
8 月 15 日（月）【 上映 】10 : 30 ／ 16 : 00 ／ 18 : 45 【 講演 】13 : 15 〜 15 : 05
※各回入替制。映画・講演ともに入場料が必要となります。講演会の入場料は、
大人一律 1,000 円／小中高生 800 円（当日支払いのみ）です。
※講演会では、映画の上映はありませんのでご注意ください。
乙羽信子 ほか（1959 年／日本／ 110 分）

埼玉会館上映会 9月

© 近代映画協会

シネコンサート（無声映画上映ピアノ伴奏つき）

『キートンの探偵学入門』
『チャップリンの失恋』

無声喜劇映画の傑作 2 本立てを即興のピアノ伴奏ととも
にお楽しみいただく“ シネコンサート ”。
ご好評にお応えして再上映が決定！
9 月 13 日（火） 14 : 00
ピアノ演奏 = 神﨑えり
『チャップリンの失恋』
（1915 年 / アメリカ /19 分）
監督＝チャールズ・チャップリン
出演＝チャールズ・チャップリン エドナ・パーヴィアンス

写真提供／発売元：アイ・ヴィー・シー

■ Vol.2 ／ 12 月11日（日） 開演 14:00
J. S. バッハ： 組曲第 4 番 変ホ長調 BWV1010、組曲第 2 番 ニ短調 BWV1008、
組曲第 6 番 ニ長調 BWV1012

広上淳一（指揮） 市原 愛（ソプラノ）
中井美穂（MC）
毎年恒例、新年を音楽で楽しむニューイヤー・コ
ンサート。広上淳一のタクトに、新星ソプラノの
市原 愛が華を添えます。
チケット発売日

一般：8 月 6 日（土） メンバーズ：7 月 30 日（土）

日時 = 2012 年 1月7日（土） 開演 15:00
photo:Greg Sailor
会場 = 埼玉会館 大ホール
曲目 = J. シュトラウスⅡ：喜歌劇《 こうもり》序曲、春の声、美しく青きドナウ
ラヴェル：ボレロ ほか
チケット（税込）
= 一般：S 席 5,000 円／ A 席 4,000 円／ B 席 3,000 円／学生 B 席 1,500 円
メンバーズ：S 席 4,500 円／ A 席 3,600 円／ B 席 2,700 円

DANCE

■ Vol.3 ／ 2012 年 1月 28 日（土） 開演 14:00
J. S. バッハ： ソナタ第 1番 ト短調 BWV1001、パルティータ第 3 番 ホ長調 BWV1006、
ソナタ第 3 番 ハ長調 BWV1005

ジェローム・ベル
『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』

■ Vol.4 ／ 2012 年 1月 29 日（日） 開演 14:00
J. S. バッハ： パルティータ第 1番 ロ短調 BWV1002、ソナタ第 2 番 イ短調 BWV1003、

一般：8 月28 日
（日） メンバーズ：8 月20 日
（土）

パルティータ第 2 番 ニ短調 BWV1004

埼玉会館上映会 8 月

『キートンの探偵学入門』
（1924 年 / アメリカ /44 分）
監督＝バスター・キートン
出演＝バスター・キートン キャサリン・マクガイア

チケット発売日

【 シリーズ・セット 券 】好評発売中

■ Vol.5 ／ 2012 年 2 月 25 日（土） 開演 14:00
J. S. バッハ：
《 平均律クラヴィーア曲集第 2 巻 》より 第 15 番 ト長調 BWV884
最愛の兄の旅立ちに寄せるカプリッチョ 変ロ長調 BWV992
ゴルトベルク変奏曲 BWV988

©2006 BLACK DIAMONDS

出演＝宇野重吉

Photo:Katsuo Sakayori

組曲第 3 番 ハ長調 BWV1009

常磐ハワイアンセンター（現：スパリゾートハワイアンズ）の誕生秘話を、
ハワイアンミュージックと本格的なフラダンスにのせて描く、涙と笑いの感動作。

監督＝新藤兼人

Photo:T.Nagata

チケット発売日

詳細は P.7 〜 9 にて

PLAY

会場 = 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
チケット（税込）
=
【 シリーズ・セット券（プログラム付き）
】
一般・メンバーズ：正面席 16,000 円／バルコニー席 13,000 円（学生 7,500 円）

彩の国さいたま寄席 四季彩亭
～彩の国落語大賞受賞者の会
桃月庵白酒

【 Vol.1&Vol.2、Vol.3&Vol.4 各通し券 】
一般・メンバーズ：正面席 6,000 円／バルコニー席 5,000 円（学生 3,000 円）

秋の四季彩亭は、平成 22 年度彩の国落語大賞を
見事受賞した桃月庵白酒の会。どうぞお楽しみに。

【 Vol.1、Vol.2 各 1回券 】
一般：正面席 4,000 円／バルコニー席 3,000 円（学生 1,500 円）
メンバーズ：正面席 3,600 円

チケット発売日

CINEMA

彩の国シネマスタジオ

埼玉会館上映会

シネコンサート
『キートンの探偵学入門』
『チャップリンの失恋』

（無声映画上映ピアノ伴奏つき）

無声喜劇映画の傑作 2 本立てを即興のピアノ伴奏
とともにお楽しみいただく
“シネコンサート”。
チケット発売日

一般・メンバーズ：7 月 21日（木）

日時 =9 月13 日（火） 開演 14:00
写真提供／発売元：アイ・ヴィー・シー
会場 = 埼玉会館 小ホール ピアノ演奏 = 神㟢えり
チケット（税込）
= 一般：前売 1,500 円／当日 2,000 円
メンバーズ、60 歳以上、障がい者、小中高生：前売・当日ともに 1,500 円
詳細は P.16 にて

TICKET

CALENDAR

『フラガール』

豊川悦司

Photo:K.Miura

【 Vol.3&Vol.4 通し券 】一般：9 月 3 日（土）

埼玉会館：14 日（水） 熊谷会館：15 日（木）

監督＝李 相日
出演＝松雪泰子

埼玉会館ニューイヤー・コンサート2012
新日本フィルハーモニー交響楽団

三浦一馬 バンドネオン・リサイタル

【会場】埼玉会館 小ホール ※ 7 ～ 9 月の彩の国シネマスタジオは埼玉会館で上映いたしますのでご注意ください。
【料金】7月・8 月…大人一律 1,000 円／小中高生 800 円
9 月…一般：前売 1,500 円／当日2,000 円 メンバーズ、60 歳以上、障がい者、小中高生：前売・当日とも1,500 円
【発売日】9 月上映会のみ前売りあり／ 7月 21日
（木） ※ 7月、8 月の上映会は当日支払いのみ。

埼玉会館上映会 7月

MUSIC

開演 12：10 ※詳細はP.18 にて

7 月… 彩の国さいたま芸術劇場：18 日（月）
、25 日（月） 埼玉会館：25 日（月）

会場 = 天王洲 銀河劇場

彩の国シネマスタジオ

提携公演

※東日本大震災の影響に伴い、やむを得ず開演時間・公演内容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ますようお願い申し上げます。

会場 = 天王洲 銀河劇場

一般：8 月 6 日（土） メンバーズ：7 月 30 日（土）

日時 =12 月 23 日（金・祝） 開演 16:00
会場 = 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
出演 = 鈴木雅明（指揮）
ミリアム・アラン（ソプラノ）
クリント・ファン・デア・リンデ（アルト／カウンターテナー）
ジェイムズ・テイラー
（テノール）
photo:Marco Borggreve
ステファン・マクラウド（バス）
チケット（税込）
= 一般：正面席 8,000 円／バルコニー席 7,000 円（学生 3,000 円）
メンバーズ：正面席 7,500 円

※詳細はDance and Media Japan（公式 HP:www.dance-media.com/videodance/）
9 月17日〜 19日に予定していた上映会は1月13日〜 15日に延期いたします。

『第五福竜丸』上映会＋アーサー・ビナード氏講演会

チケット発売日

上映時間 14：00 ※詳細は下枠にて

終戦記念日特別企画

【 上映 】10：30 ／ 16：00 ／ 18：45 【 講演 】13：15 ～ 15：05

16

【Vol.1&Vol.2】堤 剛

【Vol.3&Vol.4】寺神戸 亮

会場 = 天王洲 銀河劇場

CINEMA 彩の国シネマスタジオ 埼玉会館上映会

August

火〜

9〜

11

September

木

バッハ・コレギウム・ジャパン ヘンデル《メサイア》
彩の国さいたま芸術劇場恒例の BCJ 公演。今年
はクリスマスの定番曲ヘンデルの《メサイア》を
604 席の贅沢な空間で。

MUSIC

1

CINEMA 彩の国シネマスタジオ 埼玉会館上映会

21 木

8

9

July

MUSIC

一般：8 月 27 日（土） メンバーズ：8 月 21日（日）

日時 =11月 20 日（日） 開演 14:00
会場 = 彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
出演 = 桃月庵白酒 ほか
チケット（税込）
= 一般 3,000 円 メンバーズ 2,700 円
ゆうゆう割引（65 歳以上、障がい者）2,000 円

MUSIC

埼玉会館ランチタイム・コンサート

第16 回 十亀正司（東京響首席クラリネット奏者）
と仲間たち
お昼どきの 50 分間、出演者のお話を交えた演奏が大好評の「ランチタイム」。
第 16 回はひと味違うアンサンブルをお届けします。
チケット発売日

一般：9 月11日（日） メンバーズ：9 月 10 日（土）

日時 =12 月15 日（木） 開演 12：10（終演予定 13:00） 会場 = 埼玉会館 大ホール
出演 = 十亀正司（ソプラノ・サックス、バス・クラリネット他）、三木 薫（アルト・サックス他）、渚 智佳（ピアノ）
チケット（税込）
= 全席指定 1,000 円
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発売中公演情報

THEATER BRIDGE
MUSIC
い

PLAY
し ん と く ま る

『身毒丸』（会場：天王洲 銀河劇場）
日時 =8 月 26 日（金）
～ 9 月6 日（火） 会場 = 天王洲 銀河劇場（東京都品川区）
作 = 寺山修司／岸田理生

ま

小菅 優の現在 Vol.3 ピアノ・リサイタル
ピアノ・エトワール・シリーズ Vol.16 ダヴィッド・フレイ
ピアノ・エトワール・シリーズ Vol.17 金子三勇士
日時・曲目 =

演出 = 蜷川幸雄

【 小菅 優の現在 Vol.3 】10 月15 日（土） 開演 15:00

出演 = 大竹しのぶ 矢野聖人（新人） 蘭 妖子 石井愃一 六平直政 ほか
チケット（税込）
= 一般：S 席 9,500 円／ A 席 8,500 円 メンバーズ：S 席 8,800 円／ A 席 8,000 円
※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

シューマン：幻想小曲集 作品 12 リスト：ヴェネチアとナポリ、孤独の中の神の祝福 ほか
【ピアノ・エトワール・シリーズ Vol.16 ダヴィッド・フレイ 】11月 26 日（土） 開演 15:00

※車いすでご来場のお客様は、チケットご購入後、お早めにホリプロチケットセンター (03-3490-4949）ま

モーツァルト：幻想曲 ハ短調 KV 475

でお知らせください。

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 21番 ハ長調 作品 53「ヴァルトシュタイン」 ほか
【ピアノ・エトワール・シリーズ Vol.17 金子三勇士 】2012 年 3 月18 日（日） 開演 15:00
リスト：ハンガリー狂詩曲第 12 番、スペイン狂詩曲 バルトーク：ピアノ・ソナタ ほか

MUSIC

会場 = 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール

埼玉会館ランチタイム・コンサート

第15 回 三浦一馬 バンドネオン・リサイタル

チケット（税込）
=

日時 = 9 月16 日（金） 開演 12:10 会場 = 埼玉会館 大ホール

一般・メンバーズ：正面席 9,500 円／バルコニー席 8,000 円（学生 3,500 円）

■ 3 公演セット券

曲目 = ～オール・ピアソラ・プログラム～
《オブリヴィオン》
《天使のミロンガ》
《アディオス・ノニーノ》
《リベルタンゴ》 ほか
料金 = 全席指定 1,000 円

■各 1回券
【 小菅 優の現在 Vol.3 】
一般：正面席 4,000 円／バルコニー席 3,000 円（学生 1,500 円） メンバーズ：正面席 3,600 円
【 エトワール・シリーズ Vol.16 】

MUSIC
い

Information

彩の国さいたま芸術劇場リニューアルオープン記念

劇場内覧会の参加者募集！
10 月1日の全館オープンに先立ち、リニューアル工事の概要説明と劇場内の
各ホールや最新の舞台設備を一足早くご案内いたします。

「みんなのオルガン講座 レクチャー」
受講生募集！
彩の国さいたま芸術劇場では、小型で移動可能なパイプオルガン“ポジティ
フ・オルガン”を使用した「みんなのオルガン講座 レクチャー」を今年も開

【 日時 】9 月 15 日（木） 午前の部：10 時／午後の部：14 時（各回 1 時間程度）

講します。
「オルガンのことを知りたい」
という方は奮ってご参加ください！

【 定員 】120 名（各回 60 名、参加無料、応募多数の場合は抽選）
※参加券の発送をもって抽選結果の発表にかえさせていただきます。
※メンバーズの方への優先枠あり

【 申込み方法 】
必要事項①～⑥をご記入の上、ハガキまたはＦＡＸにてお申込みください。
①氏名（フリガナ） ②郵便番号・住所 ③年齢 ④会員番号（メンバーズの方のみ）
⑤参加希望の回 ⑥希望人数（1 枚で 2 名様まで）
【 申込み締切 】8 月19 日（金）必着
【 問合わせ・申込み先 】〒 338-8506 埼玉県さいたま市中央区上峰 3-15-1
（公財）埼玉県芸術文化振興財団「劇場内覧会係」
TEL. 048-858-5501 FAX. 048-858-5515

一般：正面席 3,500 円／バルコニー席 2,500 円（学生 1,000 円） メンバーズ：正面席 3,200 円

ま

小曽根 真の現在 Vol.2 ソロ

※セット券は財団ホームページでのお取り扱いはございません。 ※ Vol.17 の 1回券は 10 月発売予定。

Information

詳細は P.10 〜 11にて

MUSIC

PLAY

彩の国シェイクスピア・シリーズ第 24 弾『アントニーとクレオパトラ』

カレファックス・リード・クインテット
詳細は下枠にて

彩の国さいたま芸術劇場シリーズ企画

バッハとの対話（シリーズ・セット券）
【 Vol.1&Vol.2 】

http://www.saf.or.jp にて

【 Vol.5 】

演出家

野田秀樹 ×

演出家

蜷川幸雄

開演 12:00（約 1 時間）

【 会場 】彩の国さいたま芸術劇場 小ホール 【 定員 】346 名（全席指定・入場無料・抽選）
※入場券の発送をもって抽選結果の発表にかえさせていただきます。
※メンバーズの方への優先枠あり。

堤 剛 無伴奏チェロ組曲全曲演奏会
寺神戸 亮
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ全曲演奏会

京大学在学中に劇団「夢の遊眠社」を結成。92 年、劇
団解散後、ロンドンに留学。帰国後の 93 年に「NODA・

【 対象 】
（A）小学生以上 （B）高校生以上

役者。東京芸術劇場芸術監督、多摩美術大学教授。東

小山実稚恵の《 ゴルトベルク変奏曲 》

詳細はP.17にて

MAP」を設立。以後、
『キル』
『パンドラの鐘』
『オイル』
『THE BEE』
『ザ・キャラクター』
『南へ』などの話題作

【チケットの購入方法について】

【窓口販売】※休館日を除く

0570 - 064 - 939
※一部携帯電話、PHS、IP 電話からは受付できません。

【SAF Online Ticket】

一般発売初日10 時より受付開始し、公演前日23：59まで受付いたします。
・財団ホームページ http://www.saf.or.jp
・携帯サイト http://www.saf.or.jp/mobile/
※利用登録が必要です
（無料）
。

【 受講料 】各回 500 円
【 申込み方法 】
往復はがきの往信裏に、下記①～⑨をご記入の上、下記宛先までお申込みください。
①希望の講座（A または B） ②郵便番号 ③住所 ④氏名（ふりがな） ⑤年齢
⑥電話番号 ⑦ FAX 番号 ⑧メールアドレス ⑨お子様の付添などでの受講希望者名

年 紫 綬 褒 章 受 章。2012 年1月 ～ 6 月『THE BEE』
WORLD & JAPAN TOUR 公演予定。

【 申込み方法 】必要事項①～⑤をご記入の上、ハガキにてお申込みください。
①郵便番号・住所 ②氏名（フリガナ） ③年齢
④会員番号（財団メンバーズの方のみ記入） ⑤希望人数（1 枚のハガキで 2 名様まで）
【 申込み締切 】9 月 3 日（土）必着
【 お問合わせ・申込み先 】〒 338 - 8506 埼玉県さいたま市中央区上峰 3-15-1
（公財）埼玉県芸術文化振興財団「千の目 9/17 入場募集係」
メンバーズ事務局 TEL.048 - 858 - 5507

！ PICK UP

最高にカッコイイ5人組がやって来る！
「ポップスのメンタリティを備えたクラシック・アンサンブル」と、その

ACCESS MAP

※定員各 20 名

【 講師 】大塚直哉（東京藝術大学准教授）

討たれ』などの脚本・演出も手掛ける。演劇界の旗手と
誉大英勲章 OBE 受勲。2009 年度朝日賞受賞。2011

・彩の国さいたま芸術劇場 10 : 00 ～ 19 : 00
・埼玉会館 10 : 00 ～ 19 : 00 ・熊谷会館 10 : 00 ～ 17: 00

(B）11:00 ～ 12:30

を発表。中村勘三郎丈と組み、歌舞伎『野田版 研辰の
して国内外を問わず、精力的な活動を展開。2009 年名

【電話予約】チケットセンター

【 日時 】11 月 23 日（水・祝）（A）13:30 ～ 15:15
（A）はじめて知るパイプオルガン（初心者向け）
（B）パイプオルガンの旅 17 ～ 18 世紀フランス編
（オルガンについてより詳しく知りたい方向け）

のだ・ひでき◎1955 年長崎県生まれ。劇作家・演出家・

THAETER
BRIDGE

TICKET

【 Vol.3&Vol.4 】

公演詳細は、
財団ホームページ

蜷川幸雄公開対談シリーズ NINAGAWA千の目 第 23 回

【 日時 】9 月 17 日 ( 土 )

MUSIC

3 才以上のお子さんから
楽しんでいただけます

彩の国さいたま芸術劇場リニューアルオープン記念
まなざし

詳細は P.4 〜 6 にて

10：00 ～ 19：00（休館日を除く）

Information

※原則として、応募者 1 名につきハガキ 1 通でのお申し込みとなりますが、お子さまの付添とし
てレクチャーにお越しになった方にも、受講料が必要となります。親子などで参加する場合には、
応募ハガキにその旨を必ず明記してください。

【 申込み締切 】10 月 21 日（金）消印有効
※応募者多数の場合は抽選。返信はがきにて結果をお知らせいたします。（10 月中発送予定）

【 問合わせ・申込み先 】
〒 338-8506 埼玉県さいたま市中央区上峰 3-15-1
彩の国さいたま芸術劇場 事業部「みんなのオルガン講座」係
TEL. 048-858-5506（事業部 音楽担当） FAX. 048 - 858 - 5515

アクセスマップ

型にはまらない独自のスタイルと卓越した演奏技術で高い評価を受けて
いるオランダ出身の 5 人組リード・アンサンブル カレファックス。古楽
もジャズも既成の曲は自分たちでアレンジし、または自分たちで新たに
作曲をしたり、作曲家に新作を依頼したりと、彼らのレパートリーはと
てもユニーク。結成 25 周年を迎えたカレファックスの絶妙のアンサンブ
ルから生まれる自由自在な音色を聴けば、ジャンルを超えた音楽の深さ、
楽しさ、カッコよさを発見できるに違いない！

カレファックス・リード・クインテット
日時 =11 月 5 日（土） 開演 16:00 会場 = 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
曲目 = グリーグ（R. ヘッケマ編曲）
：ホルベアの時代から（ホルベルク組曲）
ピアソラ（J. アルタウス編曲）
：フガータ ほか
Photo:Deen van Meer
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チケット（税込）
= 一般 3,500 円 学生 1,500 円 メンバーズ 3,200 円

〒 338-8506 埼玉県さいたま市中央区上峰 3-15-1
電話：048-858-5500（代） ファックス：048-858-5515
電車でのアクセス JR 埼京線与野本町駅（西口）下車 徒歩 7 分
バスでのアクセス JR 北浦和駅から西武バス大久保行き
「彩の国さいたま芸術劇場入口」下車 徒歩 2 分

〒 330-8518 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-1-4
電話：048-829-2471（代） ファックス：048-829-2477
電車でのアクセス JR 京浜東北線浦和駅（西口）下車 徒歩 6 分

〒 360-0031 埼玉県熊谷市末広 3-9-2
電話：048-523-2535（代） ファックス：048-523-2536
電車でのアクセス JR 高崎線熊谷駅（北口）下車 徒歩 15 分

※駐車台数に限りがありますので、
ご来場の際はなるべく公共交通機関をご利用ください。
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