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演劇とダンスの融合「タンツテアター」で独自の世界を切り拓いてきた
ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団が、2014 年３月、
彩の国さいたま芸術劇場では 10 年ぶりとなる来日公演を行う。
演目は 1978 年初演（日本初演は 86 年）の『コンタクトホーフ』。
ピナが愛してやまなかった作品が、当劇場の開場 20 周年を飾る。

ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団

『KONTAKTHOF ─コンタクトホーフ』来春公演決定！
作曲家、三宅 純が語るピナ・バウシュ
【ザ・ファクトリー３】
さいたまゴールド・シアター×瀬山亜津咲（ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団）

ワーク・イン・プログレス公開
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2.マチルド・モニエ『エクスタシス』Photo ◎ Marc Coudrais
3. 関かおり『マアモント』Photo ◎松本和幸
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ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団

『KONTAKTHOF
2 0 14
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公演決定！

』

コンタクトホーフ

ピナ・バウシュ（1940 〜 2009）
Photo ◎ Wilfried Kruger
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DANCE
私、ピナ・バウシュって好きじゃないん

でも、幸運にも最初の出会いからピナの

で、１組の男女の腕を複数の男性ダンサー

来日公演当時、
「ふれあいの館」と副題が

り。男女２列になって、お面をかぶって行

らか。特に３年前まで独自のツアー公演を

だよね――この言葉の前が何だったか覚え

創り出す世界にどっぷりはまることが出来

がつかみ、ぶつけ合わせるシーンが出てく

ついていた『コンタクトホーフ』など、まさ

進してくるシーンの音楽は、映画『第三の

行っていたほど人気の前者については、

ていないが、ある目上の人からこう言われ

た者にとっては、
「好きじゃない」という人

る。ぶつかった後、波が砕け散るようにそ

にその典型と言っていいだろう。ピナと

男』のアントン・カラスのチター演奏で有

「何がきっかけで、思いついたのですか？」

た時、筆者の口をついて出てきたのは「そ

をオルグしている時間なんてもったいなく

の男女もダンサーたちもてんでにばらける

ヴッパタール舞踊団の初期の代表作と言え

名なあのメロディ。いや、それまで私たち

というこちらの問いに、
「ベオグラード公

れはお気の毒に」だった。もちろんこれが

てないし、そんな暇があったら１作でも多

のだが、見ようによっては「暴力的」と受け

る本作は、もう一つの代表作でピナ自身も

にはあまり馴染みのなかった戦前のドイツ

演の時、ホテルに戻って遅い食事をとって

どんなに不躾かということはわかってい

く観せてほしい。いや同じ作品でもいいか

取られなくもない。

踊る『カフェ・ミュラー』と同じように、舞

のポピュラー音楽がふんだんに使われ、そ

いたら、年老いた人たちがバンド演奏をし

る。ピナ・バウシュとヴッパタール舞踊団

ら何回も観せてほしい、と。加えて、何気

ところがこのシークェンスを「初恋で

台上に部屋がしつらえられている。ただ

の後のピナ作品の音楽の幅広さを予見して

たり踊ってたりしてとても楽しそうだった

が日本に来てくれるようになった初期の

なく表現されていた動きのヒントとなった

しょ、あれって」と言った友人がいる。こ

し、
『カフェ・ミュラー』がピナの生家だっ

いると言っていいだろう。ちなみに、ピナ

のよ。だから私たちもやってみたいと思っ

頃、あるいは枯れ葉で埋めつくされた室内

ものを、数年後に意外な形で見つけた時の

の解釈にはさすがに驚いて、ピナ本人に伝

たゾーリンゲンの小さなホテルのカフェを

の意を汲んで装置・衣裳を担当したのは、

たの」
。確かに、舞台がはねた後のピナた

でバルトークのレコードの録音テープをブ

喜びと言ったら！ 舞台上の作品を観るこ

えたところ、ニッコリ笑って「わかってい

模しているのに対して、
『コンタクトホー

公私にわたってパートナーだったロルフ・

ちの行動も独特で、本拠地ヴッパタールで

ツブツ切りながら何度も同じ音楽が流れて

とがただの受け身ではなく、こちらの想像

るわね、その人」
。そう、ピナの作品は表

フ』のそれは、まるで地方の小さな町の公

ボルツィク。80年に死去した彼のあとを

は、ダンサーたちと古めかしいタンゴ・

くる〈青ひげ公の城〉のような、生理的嫌悪

力やそれに付随する創造力でどんどん深く

面的なものだけでない、二重三重の思いに

民館のよう。ごていねいに緞帳の下りた舞

継いで衣裳デザインを担当しているマリオ

バーに出かけ、目をつむってタンゴを踊っ

感を抱かせかねない作品には、
「好きじゃ

豊かなものになっていく、と教えてくれた

までイマジネーションを行き渡らせない

台まであるのだが、ほとんどの動きはその

ン・スィートーも「中古ドレス店で買って

ていたピナの姿が忘れられない。

ない」どころか、途中で席を立ったり、ア

のもピナだった。ひとつ例をあげると、

と、本当に「触れ合った」ことにはならない

舞台の前のフロアで展開される。この空間

くることもあるわ」と言っていたから、
『コ

冒頭に紹介した例とは逆に、ピナはいつ

のだ。

に、けっしてあか抜けてはいないけど、そ

ンタクトホーフ』の衣裳のどれもが非常に

好きになっても遅いということはない、と

れなりにおしゃれをした男女が続々やって

人間っぽいのはそのためか。

いうのが筆者の持論だ。何度も来日し、こ

ジ演説を始める観客までいたぐらいだ。

『山の上で叫び声が聞こえた』という作品

『コンタクトホーフ』から始まる
新たなピナへの旅

文◎佐藤友紀（ジャーナリスト）

『コンタクトホーフ』© エー・アイ

くる。同窓会？ と思いきや、上手と下手

ピナ自身が『コンタクトホーフ』という作

んなに愛してもらった日本だけど、まだま

の壁の前に椅子を並べ、男女別々に座って

品を愛していたのは、後年、
『65歳以上の

だ紹介されていない傑作――『トゥー・シ

モジモジ。じゃ、合コンか婚活なの？ と

男女によるコンタクトホーフ』
、そして

ガレッツ・イン・ザ・ダーク（暗闇の2本の

思っているうちに、互いに服を脱いで大騒

『14歳以上のティーンエイジャーによるコ

たばこ）
』を筆頭に――がいくつもある。
『コ

ぎしたり、客席に対して後ろ向きに座っ

ンタクトホーフ』という２ヴァージョンの

ンタクトホーフ』
からまた新たなピナへの旅

て、
「水鳥の生態」のような映画を鑑賞した

スピンオフの作品を創っていることでも明

が始まると思うと、うれしくてたまらない。

Photo ◎飯島篤

ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団
1973 年、ドイツの工業都市にあるヴッパタール・バレエ団の芸術監督
にピナ・バウシュが就任、ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団と改称。
ダンスと演劇を融合させた「タンツテアター」による斬新かつ衝撃的な
話題作を次々に発表する。世界の舞台芸術に影響を与えたピナは 2009
年に惜しくも逝去。ピナの遺志を継ぎ舞踊団は精力的に公演を行ってい
る。1986 年以来たびたび来日公演も行い、彩の国さいたま芸術劇場で
は 1996、99、2002、04 年に続き、５回目の登場となる。
『コンタクトホーフ』© エー・アイ

Photo ◎飯島篤
『船と共に』 Photo ◎池上直哉
（1996 年／彩の国さいたま芸術劇場）

『七つの大罪／怖がらないで』 Photo ◎池上直哉
（2002 年／彩の国さいたま芸術劇場）

公演概要

ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団
『KONTAKTHOF ― コンタクトホーフ』

Tanztheater Wuppertal
日

時：2014年3月20日（木）開演19:00、
21日（金・祝）開演 15:00、22日
（土）開演15:00、
23日（日）開演 14:00
（上演時間／約2時間50分・休憩含む）
会
場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
演出・振付：ピナ・バウシュ
美術・衣裳：ロルフ・ボルツィク
出
演：ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団

Pina Bausch
チケット（税込）
一
般：S 席10,000円／ A 席7,000円／ B 席5,000円
学
生：S 席7,000円／ A 席5,000円／ B 席3,000円
メンバーズ：S 席9,000円／ A 席6,300円／ B 席4,500円

KONTAKTHOF
発
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売

日：一般12月1日
（日） メンバーズ11月24日
（日）

05

DANCE

REPORT
【ザ・ファクトリー3】

作曲家、三宅 純が語る
ピナ・バウシュ

さいたま
ゴールド・シアター
瀬山亜津咲

取材・文 ◎ 結城美穂子

パリを拠点に先鋭的な活動を続ける作曲家、三宅純。来日公演を
行った『フルムーン』をはじめ、ピナ・バウシュ作品にいくつも
楽曲を提供してきた。ピナ最晩年の５作に作品提供し、書き下ろ
しも手がけるほどピナとその作品に身近に関わってきた彼が、作
曲家という立場で見つめ続けたピナとは。

（ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団）

ワーク・イン・
プログレス 公開

Jun Miyake
──ピナ・バウシュとの出会いは？

Photo ◎ Jean Paul Goude

リ公演にやって来るピナと会えるのが、本

するとお考えですか？

2004年に、ヴッパタール舞踊団の音楽

それは決して一方的なものではありませ

当に楽しみでした。ピナが亡くなり、パリ

監督から唐突に「この曲はおそらく貴方の

ん。ダンスと音楽と絵画は言語中枢を介さ

にいる意味自体も見失ってしまった時期も

ものだと思うが、舞台に使いたいので確認

ずに表現されます。つまり複数の思念が交

あります。それくらい大きな存在でした。

して欲しい」という電話がありました。ほ

錯し同時進行しても良いわけですし、瞬間

──これからもヴッパダール舞踊団とのコ

どなく公演で来日したピナと出会い、彼ら

の即興的要素も反映されます。お互いが惹

ラボレーションはあるのでしょうか？

との交流が始まりました。初めてピナに

き付け合うのは当然ではないでしょうか？

会った時、寡黙な佇まいの中に強靭な意思

──ピナから受けた影響はありますか？

と深い感情の泉を感じました。その印象は
今も変わることがありません。

彼らと話していて思うのは、ピナは個々
のダンサーそれぞれに違う角度で接してい

ゴールドの素顔が覗く
８年目のプロフィール
文◎市川安紀 Photo ◎ Matron

ピナの作品のすごさは、言葉による説明

たのだということ。だからダンサー達に

を一切要さず、波動だけですべてを伝え

とって、ピナは決してひとつの像を結んで

あなたたちは、どんな人たちなのです

りも交えてキラキラと謳いあげ、自らの

問を投げかけ、その答えをもとにイメージ

か。どこからそんなエネルギーが湧いてく

ルーツや真情を訥々と語り、遊び心たっぷ

を紡いでいった。
「彼らが自己紹介をして

切ってしまうことだと思います。僕はかね

いるわけではありません。ダンサーの数だ

僕の知る限り、一部の例外を除いてピナ

がね音楽もそうあるべきだと思っていまし

けピナがいるのです。従ってピナの遺志を

るのですか。なぜそんなに進化できるので

りに得意技を披露し、時には青白い月光の

くれた時の輝き、私の心が震えた時の気持

は舞台の制作過程では音楽を固定せず、ほ

た。長時間かけてひとつの作品を積み上げ

最優先する舞踊団の中にも、将来のあり方

すか。結成から８年、１作ごとにただなら

下で内省的になる。デュエットダンスは

ちを大事にしました。私も素で彼らと向き

ぼ無音かメトロノームだけで作品を構築し

ていく姿勢、ぶれない深い視線、感情の起

について色んな意見や展望があり、現段階

ぬ存在感を増すさいたまゴールド・シア

ムーディーに、そしてパワーみなぎる圧巻

合い、観察を続けるうちに、皆さんの癖や

ます。そして最後に音楽監督が選曲したも

伏を受け止めるキャパシティ……本当に素

で私からお伝えできる具体例はありません。

ターの舞台に触れるたびに、素直にそんな

の盆ダンス！ 詩的にして私的なスケッチ

性格がわかってきて楽しかったですね」
。

のをプレゼンテーションします。初日を迎

──書き下ろし曲を提供した経緯は？

晴らしいアーティストでした。そんなピナ

ただ！ 自分から提案できるコラボレー

思いを抱いてきた。台詞が形づくる戯曲と

の連なりは、８年目を迎えたゴールドとい

一方で、表現者として鍛練を重ねたゴール

えるまで振付も構成も変更を重ね続けるの

がこの世にいるということ自体が精神的な

ションはどんどんしていきたいと思ってい

いう「世界」に肉迫しようと切磋琢磨してき

う集団の自画像だ。時を刻んだ手も足も顔

ドの蓄積が、素直な“自分の言葉”ではなく

で、そうしないと物理的に間に合わないの

支えにもなっていましたし、毎年６月にパ

て、新譜『ロスト・メモリー・シアター

た彼らが、これまでとはまた違う形で自分

も声も、その歴史も、すべてが表現につな

“台詞”のようになってしまうというハード

です。自分の曲が選ばれたのは光栄でした

act-1』には、
『1980年』
『天地』をはじめ

自身と向き合う身体表現に挑戦している。

がる強力な武器となる。
「どんな小さな動

ルも、本番までに乗り越えた。
「彼らはす

が、それが何作かに及ぶにつれ、もっと積

とするピナ作品で異彩を放っていたメヒ

演劇とダンスを融合させた「タンツテア

きでも、自分の内面から生まれたものがダ

ごくオープンで、娘か孫かという世代の私

極的に参加したいという想いを伝えたとこ

ティルド・グロスマンさんに参加して頂い

ター」の探求者、ピナ・バウシュの薫陶を

ンスだと思います。プロフェッショナルな

が生意気なことを言っても大らかに受け止

ろ、書き下ろしの依頼もくるようになりま

ています。凄まじい声の力です。

受けた日本人ダンサー瀬山亜津咲との出会

ダンサーではない彼らが真剣に集中して動

めてくださいました。それぞれが強い個性

これからもヴッパダール舞踊団とのコラ

いは、彼らの可能性をさらに広げることに

こうとする時、逆に“動きの素”があらわに

を持ちながら、群舞などではきちっとまと

になる映像を観ることができるのですが、

ボレーションの方法を探っていきたいと思

なった。今回は劇場内すべてが表現の場と

なって本当に美しいんです」という瀬山の

まる。蜷川さんがお選びになったゴールド

ピナの場合は何もありません。振付も構成

います。

なる【ザ・ファクトリー】の第３弾として、

言葉通り、ひたむきな彼らの姿に激しく心

のメンバーはさすがだなぁ、と」
。

創作段階の作品を上演するワーク・イン・

揺さぶられた。

した。作曲にあたって、通常なら手がかり

もどんどん変わっていくので、最終的にど

三宅 純（みやけ・じゅん）

うなるか誰にもわからないのです。非常に
漠然としたキーワードを元に作曲した記憶
があります。自分の曲が使われた舞台を見
て、見慣れたはずの光景に、突然新しい色
と光を与えられた感じとでも言いましょう
か、想像していなかった別の感情が生まれ

Tanztheater Wuppertal
るのに驚きました。

Pina Bausch
──曲のどの部分が振付家をインスパイア

『フルムーン』© エー・アイ
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作曲家。バークリー音楽大学に学び、ジャズトラン
ぺッターとして活動開始。作曲家として CM、映画、
アニメ、ドキュメンタリー、コンテンポラリー・ダ
ンス等多くの作品に関わる。ピナ・バウシュ、フィリッ
プ・ドゥクフレ、ロバート・ウィルソン、白井晃な
ど舞台作品への参加も多い。主要楽曲を提供したヴィ
ム・ヴェンダース監督作品『ピナ／踊り続けるいのち』
は 2011 年ヨーロピアン・フィルム・アワード受賞、
2012 年アカデミー賞、英国アカデミー賞にノミネー
ト。05 年よりパリ在住。新譜『ロスト・メモリー・
シアター act-1』を 9/18 にリリース。

プログレス形式での公開である。

創作の現場ではメンバーにさまざまな質

このプロジェクトには続きがある。来年
には装いも新たに、小ホールでの本公演が

決められた振付を踊るというより、内面

決定したのだ。
「私自身が彼らから本当に

から湧き出る感情や個人の体験を取り入れ

刺激を受けました。もっと勉強し、感性を

て創作するタンツテアターの手法は、それ

磨いて戻ってきたい」と決意も新たな瀬山。

ぞれ厚みのある実人生を重ねてきたゴール

絆が深まった彼らの新展開を、首を長くし

ドのメンバーたちにぴたりとフィットす

て待ちたい。

る。彼らは語り、踊り、触れ合い、じゃれ
合い、寝転がる。恋する歓びを身振り手振

●８月 14 日─ 16 日
彩の国さいたま芸術劇場 大練習室

Photo ◎飯島直人
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井には、表現力がものを言う、そこはかと

dancetoday2013 doublebill

都内スタジオで 8 月 24 日に公開されたワーク・イン・プログレス（会場：アーキタンツ）

ない情感を漂わせるコンテンポラリー・ダ

ンス作品が似合う。パートナーの島地も、
酒井の踊りのソウルフルな面、動きだけで

島地保武+酒井はな インタビュー

舞台に様々な情景を描き出す特質に大きな

魅力を感じており、新作の舞台でもそんな
彼女の姿に出会いたいと語っている。

島地保武と酒井はながユニット〈アルトノイ〉を結成、
dancetoday2013 で新作を発表し、以後本格的にユ
ニットとしての活動をスタートさせる。コンテンポラ
リー・ダンスの最前線にいる島地とクラシック・バレ
エを越えて充実した活動を続ける酒井の二人に、ユニッ
ト結成の意気込み、新作についてうかがった。

上演する新作の構想

このような実力派が共同振付をしている

今回の作品で、まず二人が大切にしている
のは、奇をてらった振付よりも、本能的な
踊りの衝動から生まれた動きを緻密に積み

取材・文◎村山久美子（舞踊史家・評論家）

上げて、とことん踊り込んで究極のクオリ

日本のバレエ界を代表するバレリーナ酒

ティにまで磨き上げること。それゆえ、作

公演概要

井はなと、世界のダンスシーンに風穴を開
けた鬼才振付家ウィリアム・フォーサイス

品の後半は、古典バレエ作品で言えば踊り

dancetoday2013 ダブルビル
『関かおり 新作』
『 島地保武＋酒井はな〈アルトノイ〉新作』

のカンパニーで最も信頼されるダンサーと

して活躍する島地保武が、ユニット
〈アルト

日
会
演

ノイ〉
を立ち上げての公演。今公演を皮切り

に、二人での活動も展開してゆくという。
公私ともにペアのユニットの誕生である。

バックグラウンドの異なる二人

演出振付を主に担当する島地保武は、コ

時：10月18日
（金）開演19:30、19日
（土）開演15:00、20日
（日）開演15:00
場：彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
目：
『関かおり 新作』
振付・演出／関かおり
出演／荒 悠平、岩渕貞太、後藤ゆう、菅 彩夏、関かおり
『島地保武＋酒井はな〈アルトノイ〉新作』
演出／島地保武
振付・出演／島地保武、酒井はな

チケット（税込） 好評発売中
一
般：4,000円（学生2,000円）
メンバーズ：3,600円

Photo ◎宮川舞子（P.09 上除く）

の最大の見せ場となるグラン・パ・ド・ドゥ

（主役男女の二人の踊りで、男女のデュ

エットで主に女性の美しさを見せる「ア
ダージョ」
、男女それぞれのソロである

「ヴァリエーション」
、男女二人で大技を見
せる「コーダ」から成る形式）のようなシー

ンを創って、デュエットやソロの充実した
踊りを見せたいと考えているという。まさ
に、彼らのような、極めて優れたダンサー
でなければできない創作である。

ンテンポラリー・ダンスを軸とするダン

その一方で、少年のように好奇心に満ち

サーだ。山崎広太の公演活動や、コンテン

包まれた静謐を湛える踊りを任されるとい

ターリャ・ドゥジンスカヤ等々に学んだこ

言うことをすぐにとてもよく理解してくれ

ポラリー・ダンスでは日本唯一の公立のカ

う。こういった外国人を魅了する日本的情

とで、技や動きの美しさなど踊りが全面的

て、期待通りの表現をしてくれる」
と目を細

『マノン』
、
『ロミオとジュリエット』等で観

力を生かそうとしているのが前半。二人に

ンパニーである、金森穣率いる Noism な

緒に加え、さらに普遍的な、パートナーの

にレベルアップし、かつ、表現の才能が、

めながら語っていたのをよく覚えている。

客を圧倒することにより、彼女は押しも押

お話をうかがった7月末は、まだあれこれ

どの活動に参加したのち、現在、ウィリア

酒井いわく「ピュアな心ゆえの踊りの透明

それ以前にも増して大きく開花した。かつ

こうして、若手の時代に新国立劇場での

されもせぬ日本有数の、そして、新国立劇

演出の可能性を模索している段階だった

ム・フォーサイスが率いるドイツのフォー

感」
が、島地の大きな魅力である。

て、演技力が大きくものを言う『ジゼル』の

『白鳥の湖』や『ジゼル』などの古典バレエ作

場に招かれてくる外国の世界的スターをも

が、おそらくここに書かずに舞台でのお楽
しみにとっておいた方がよいような、サプ

現が最大限に発揮される演劇的なバレエ、

豊かなアイディアをもっている島地の演出

サイス・カンパニーで、中心的メンバーと

酒井はなは、新国立劇場のプリマバレ

指導に新国立劇場にやってきたドゥジンス

品で大成功を収め、日本の代表的バレリー

凌駕するほどの女優＝バレリーナになった。

して活躍している。フォーサイスのもとで

リーナとして、開場した時からバレエ団を

カヤにインタビューしたとき、
「はなは私の

ナと認められたのち、酒井の稀有な感情表

そのドラマティックなバレエの名手が、

は、表現が外に発散される西洋人とは違っ

リードし、フリーになった現在も、名誉ダ

近年コンテンポラリー・ダンスにしばしば

「あらゆる生命へのいとおしさ、その生

て内部へと沈潜してゆく踊り方や、しっと

ンサーとして時折この劇場に招かれて踊っ

取り組み、好評を博している。コンテンポ

命への賛歌」をダンスにしたいという二人

りとした情緒が高く評価され、フォーサイ

ている。新国立劇場開場時に、古典作品の

ラリー・ダンスにはあまり感情表現を行わ

のこのような新作は、きっと、やさしさに

スの作品のラストシーンの、美しい照明に

主役をロシアの稀有な名舞踊手、亡きナ

ず淡々と踊った方がいい作品もあるが、酒

満ちた美しく尊いものになるに違いない。

島地保武（しまじ・やすたけ）

Yasutake
Shimaji

日本大学芸術学部演劇学科演技コース入学、加藤み
や子に師事。山崎広太、上島雪夫、能美健志、鈴木稔、
カルメン・ワーナー等の作品に参加した後、2004
〜 06 年、金森穣率いる Noism に参加。06 年、ウィ
リアム・フォーサイス率いる、ザ・フォーサイス・
カンパニー（ドイツ・フランクフルト）に入団。日
本での創作活動やワークショップにも、精力的に取
り組んでいる。本プロジェクトより酒井はなとのユ
ニット〈アルトノイ〉を始動、二人での共同創作を
本格的に開始する。

Hana
Sakai

ライズをいろいろ企んでいる。

酒井はな（さかい・はな）

クラシック・バレエを畑佐俊明に師事。14 歳で牧
阿佐美バレエ団公演でキューピッド役に抜擢され一
躍注目を浴びる。18 歳で主役デビュー。以後主な
作品で主役を務める。新国立劇場バレエ団設立と同
時に移籍、柿落とし公演で主役を務める。コンテン
ポラリー作品やミュージカルにも積極的に挑戦し、
クラシックを越えて類稀な存在感を示している。進
化し続ける技術、表現力、品格ある舞台で観客を魅
了する、日本を代表するバレエダンサーの一人。新
国立劇場バレエ団名誉ダンサー。

〈アルトノイ〉特設サイト http://www.altneu.jp/
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作品創作の背景

マチルド・モニエ
初来日公演

翌年の作品『エクスタシス』でも、クルト・

ロンドンで開催したように、一人の振付家

ワイルの音楽が使われています。

の仕事を振り返ることができるなんて、素

――ニューヨーク滞在中に、カニンガム・
スタジオで共に勉強していたジャン＝フラ

フランスのヌーヴェル・ダンスの隆盛の中、キャリアをスター
トさせたマチルド・モニエ。現在モンペリエ国立振付センター
の芸術監督を務めるフランス・ダンス・シーンの第一人者だ。
彼女の初期の代表作 2 作品を日本でお披露目する。

晴らしい経験だと思うのです。
当時、私はドイツ文学に関心があり、

ンソワ・デュルールさんとの共作で『ピュ

ジャン＝フランソワはピナ・バウシュの

――日本滞在中、モニエさんは彩の国さい

ディック・アシッド』
（
「遠慮がちな、辛辣

ヴッパタール舞踊団に入団する直前。つま

たま芸術劇場ほかでワークショップを行い

な」の意）を発表。リバイバル版の映像を拝

り、二人ともドイツに傾倒していたので、

ます。日本のダンサーと何を共有してくだ

見しましたが、エネルギッシュで飄々とし

ドイツ人であるワイルが作曲した『七つの

さるのでしょうか。

ていながら、どこかシニカルな視線を感じ

大罪』と『三文オペラ』を使って、独自のス

させる作品です。

タイルを模索しました。その結果、アメリ

私の作品の一部を踊ってもらうつもりで

カのコンテンポラリー・ダンスと一線を画

す。一方的に振付を提供するのではなく、

す作品が誕生したといえますね。

新たなダンサーと出会い、新たな試みを

ダンサーは振付に関与せず、踊ることに
徹するというアメリカの流儀に馴染めず、

し、新たな作品を創作するプロセスを豊か

ある日、彼と創作を始めました。当時の

――レパートリーとして定着するコンテン

ニューヨークでは抽象的なダンスが主流

ポラリー作品は多くはありません。なぜ、

取材・文 ◎ 上 野 房 子（ ダ ン ス 評 論 家 ） Photo ◎ Marc Coudrais

だったけれど、私達はそんな潮流にも反抗

初演から30年近くを経た2作品を再演され

ダンサーとしての

してみたかった。音楽との新たな関係を探

たのですか。

マチルド・モニエ

バックグラウンド

り、音楽のリズムも歌詞も作品に取り込み
ました。衝突し合う、生意気盛りの子供の

新作を追い求めるだけでなく、ダンスの

――モニエさんがダンスの世界に足を踏み

ような私達自身の関係に根ざした部分もあ

記憶を築き、歴史を踏まえて作品に向き合

入れた1970 〜 80年代、フランスのヌー

ります。

うことは重要です。私自身、ニジンスキー

ヴェル・ダンスは躍進の一途にありました。

の『春の祭典』や『牧神の午後』の復刻を見

当時の様子を教えてください。

なものにしたいと思っています。

――アメリカ抽象主義の硬直を揺さぶろう

て、衝撃を受けましたし、昨年、ヴッパ

としたと論評されたそうですが、同作でも

タール舞踊団がピナ・バウシュの回顧展を

私は16歳の時にダンスを習い始め、そ
の後、移り住んだリヨンでプロダンサーと

振付家。フランス・ダンス界の
第一人者。マース・カニンガム・
ダンス・カンパニーの主要メン
バ ー の 一 人 で あ っ た ヴ ィ オ ラ・
ファーバーのもとで学ぶ。常に
新しい変化を求め、サプライズ
を提供してくれるマチルド・モ
ニエは、何より実験としてのダ
ン ス を 探 求 し て い る。1994 年
にモンペリエ国立振付センター
の芸術監督に就任し、以来、異
なる芸術分野のアーティストと
のコラボレーションを数多く
行っている。

して踊り始めました。リヨンにメゾン・ド・
ラ・ダンス（フランス各地に設立され、ダ

公演概要

ンス隆盛の拠点となったダンスセンター）
がオープンし、一気にヌーヴェル・ダンス

マチルド・モニエ
『ピュディック・アシッド』
『エクスタシス』

『エクスタシス』

が花開いた時期でした。20以上のカンパ
ニーが活動していたでしょうか。1980年
代の初頭のことです。私はその真っただ中

プラスになりました。いかに音楽を理解

ました。ニューヨークでの経験は、アー

に飛び込み、次々とワークショップに参加

し、いかに使いこなすのか。彼女は大学で

ティストとしての自分を形成する重要なス

し、様々な振付家と仕事をし、ダンスを発

音楽を専攻したことのある、名ピアニスト

テップになりました。

見したのです。

でしたから。

日
会
振
出

チケット（税込） 好評発売中
一
般：S 席3,500円／ A 席2,500円
（学生2,000円）
メンバーズ：S 席3,200円

――当時のニューヨークの雰囲気は？
――そして、アンジェ国立現代舞踊セン

――1984年にニューヨークのマース・カ

ターに入所。芸術監督は、マース・カニン

ニンガムのスタジオに留学します。

オラ・ファーバーでした。

共 同 主 催：アンスティチュ・フランセ日本
フェスティバル /トーキョー13 連携プログラム

世界中からアーティストが集う、エキサ
イティングな場所でした。トリシャ・ブラ

ガム舞踊団の中心的なダンサーだったヴィ
１年間の奨学金を得て、ファーバーのテ

時：11月9日（土）開演15:00（上演時間約70分／途中休憩含む）
場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
付：マチルド・モニエ、ジャン = フランソワ・デュルール
演：ソニア・ダルボワ、ジョナタン・プランラ

［関連企画］

ウン、カニンガム、メレディス・モンク、

クニックの根幹にあるカニンガム・テク

マドンナ、ロバート・ウィルソン、リ

彼女との出会いから、ほんとうに多くを

ニックを自分自身で体験したかったので

チャード・フォアマン、キャロル・アーミ

吸収しました。まず、テクニックを徹底的

す。抽象的なダンスを踊ることに特化し

タージュ、ダグラス・ダン、ルシンダ・チャ

に叩き込まれた。毎日、レッスンを２回、

た、精密なトレーニングです。 平行して、

イルズ等が、ひっきりなしに創作をしてい

リハーサルを数時間。１年後には、アメリ

ニューヨークのアートシーンを見尽す意気

たんですよ。ヒップホップの芽生えも目の

カのダンサーと同じレベルに達したと思い

込みでした。ジム・セルフやロバート・ウィ

当たりにしました。
「自分がいるべき場所

ます。彼女を通して音楽を学んだことも、

ルソン等の振付家と仕事をする機会もあり

にいる！」
という興奮を感じる日々でした。

マチルド・モニエ特別上映会＆対談
ドキュメンタリー映画『ex.e.r.ce』
（2005）
ほか作品抜粋上映の後、
ダンス評論家の上野房子氏を迎え、マチルド・モニエとの対談を行います。
※フランス語・日本語（逐次通訳付）
日
会

時：10月28日
（月） 開演19:00【入場無料／予約制】
場：アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ

マチルド・モニエによるマスタークラス
日
会

時：10月29日
（火）16:00-20:00
場：彩の国さいたま芸術劇場 大練習室

※詳細・各申込み方法は財団 HP
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『ピュディック・アシッド』

http://www.saf.or.jp をご覧下さい。
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ヴェルディ生誕 200年記念

Verdi GaraConcert

取材・文◎片桐卓也（音楽ライター）

1813年、北イタリアの小さな村に生まれ
たジュゼッペ・ヴェルディは、若い時代の苦
闘を経てオペラ作曲家として成功し、19世紀
の音楽の歴史に燦然と輝く星となった。同年
生まれのドイツ人リヒャルト・ワーグナーの
作品と合わせ、生誕200周年を迎えたこの21

ヴェルディ
・
ガラ・コンサート
彩の国さいたま芸術劇場でのヴェルディ・イヤーのお祝いは、
日本の「ヴェルディ歌い」が集まったガラ・コンサート。
《リゴレッ
ト》
、
《アイーダ》
、
《ドン・カルロ》などの耳に馴染みのある美
しいアリアがずらり。気軽にヴェルディの作品を楽しめる。

世紀でも、彼らの書いたオペラは世界中の歌
劇場で中心的なレパートリーとなっている。
そのヴェルディの傑作の数々の中から、選り
すぐりのオペラ・アリアをお届けするのが

Photo ◎青柳 聡

「ヴェルディ・ガラ・コンサート」だ。日本を

上演アリアをさくっと予習
より音楽的な密度が必要かもしれませんね。
DVD を観ているような感じではなく、声だ
けでドラマが感じられるような、そんな表現
が求められると思います。今回は日本を代表
するヴェルディ歌いの方々と共演できるので、
その中でどんなコラボレーションが出来るの
か、とても楽しみです」
その横山は、メゾの清水と
《アイーダ》
の中
のアイーダとアムネリスの二重唱“お前の祖
国の軍隊は”を披露し、
《ドン・カルロ》のエ

代表する「ヴェルディ歌い」の歌手の面々が

「エリザベッタは実はヨーロッパ・デビュー

次々とヴェルディの代表作を披露する、とて

した時に歌った役でした。ドイツの歌劇場

も贅沢なコンサートである。

だったのでドイツ語で歌ったのですが、それ
でも20回も上演で歌った役なので、その音楽
はすっかり自分の中に入り込んでしまった感
じがします。今回はもちろんイタリア語で歌

《リゴレット》の「女心の歌」などを披露する

う訳ですが、エリザベッタの高貴な心、運命

テノールの福井敬はヴェルディの音楽の魅力

に翻弄される苦しみには自然に共感していく

をこう語る。

ことができると思います」

「それまでのイタリアのオペラ、例えばロッ

この他にも、メゾの清水が
《イル・トロヴァ

シーニやベッリーニなどと較べると、ヴェル

トーレ》
のアリア
“重い鎖につながれて”
を歌う

ディの書いた音楽には、どんな人物であれ、

など、ヴェルディを代表する作品の主要なア

人間性のドラマが強く感じられます。愛や恋

リアがたくさん入っているコンサートだ。ま

を歌うシーンでも、その背景となっている状

だオペラを詳しく知らない、ヴェルディの音

況を、それぞれの登場人物が必ず背負って歌

楽を知らないという方がいたら、こうした素

わなければならない。だからそれを歌う歌手

晴らしい歌手の響宴でその音楽の一端にふれ、

は、単に技巧的に上手い、声が良い、という

れがヴェルディの音楽の魅力でしょう」

席数約600。その音響の中でヴェルディのオ

さらにそこからオペラ全体を聴いてみる、と

ペラ・アリアの数々が歌われるのは、とても

いう楽しみ方もできると思う。オペラは確か

ような条件だけでなく、それぞれのキャラク

ワーグナーも歌いこなすソプラノの横山恵

ターに合った『声の色』が求められます。それ

子はこのガラ・コンサートで《ドン・カルロ》

楽しみである。

に取っつきにくいものだが、このヴェルディ

を表現するのが歌手の使命だし、そこにドラ

のエリザベッタ、
《アイーダ》のアイーダなど

「他に、バリトンの福島明也さんとメゾソプ

の熱い音楽に触れれば、その印象もかなり変
わることだろう。

マを感じるから、聴き手も感動を覚える。そ

福井 敬（ふくい・けい）テノール
国立音楽大学卒業、同大学院修了。文化庁在外派遣
研修員等により渡伊。二期会《ラ・ボエーム》ロド
ルフォの鮮烈デビュー以来、輝かしい声、幅広い表現、
情感溢れる演技によりわが国トップ ･ テナーとして
の地位を確立。 二期会会員。
福井敬 .net http://www.fukuikei.net/
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を歌う。

ラノの清水華澄さんも出演されますが、それ

「福井さんのおっしゃった通りで、ヴェル

ぞれのソロに加えて、ソプラノとメゾ、テ

ディの音楽はとにかく要求が多いです。ソプ

ノールとバリトンのデュオ、あるいは三重唱

ラノの声域でも上から下まで、すべての音域

などもプログラムに加えようと考えています。

できちんと歌えなければならないし、中音域

ヴェルディの作品はほんとうに傑作ばかりな

では表現力を求められる。そのキャラクター

のですが、その中でも特に素晴らしい音楽を

に合った『声の色』が求められますね。だから

集めたコンサートになります」

こそ、やりがいのある音楽だし、そのキャラ

と福井。バリトンの福島は《椿姫》のジョル

クターに自分を合わせて行くという楽しみも

ジュ・ジェルモンのアリア
“プロヴァンスの海

あります」

と陸”
を歌うほか、福井と
《ドン・カルロ》
の名
シーンのひとつであるドン・カルロとロドリー

音楽的密度の濃いコンサート形式

ゴの二重唱を歌う。横山もこう続ける。
「演出付きのオペラ上演とは違い、純粋に歌

彩の国さいたま芸術劇場の音楽ホールは客

に集中しながら演奏するコンサートの場合は、

（あらすじ）16 世紀スペインが舞台。国王フィリッポ 2 世の王子ドン・カルロはフランス
の王女エリザベッタと婚約していたが、エリザベッタは政治的理由で父王に嫁ぎ王妃となっ
てしまう。思いの報われぬドン・カルロ、故国のため意に沿わぬ結婚を続けるエリザベッタ、
愛されぬことに苦悩する国王、ドン・カルロを助けたい王の忠臣ロドリーゴと、登場人物
たちはままならぬ運命をかかえ、物語は悲劇へと進む。

ドン・カルロとの別れの時に、故国フランスやドン・カルロへの愛など、こ
れまでの思いを胸に歌うソプラノを堪能できる大アリア。

リザベッタのアリア
“世のむなしさを知る神”
を歌う。

求められる、役に合った「声の色」

（ソプラノ）
《ドン・カルロ》より“世のむなしさを知る神”

（テノール）
《リゴレット》より「女心の歌」
（あらすじ）16 世紀、北イタリアの領主マントヴァ公爵は、大変なプレイボーイ。体に
障害があるためしかたなく宮廷の道化師を仕事としているリゴレットは、大切に育てて
いる一人娘ジルダをマントヴァ公にあっけなく汚されてしまう。リゴレットは復讐を誓
うが……。

名曲ぞろいのこの作品の中でも、マントヴァ公の享楽主義ぶりがよくわかる
ひときわ美しい曲。
（テノール＆バリトン）
《ドン・カルロ》より 二重唱“我等の魂に友情と希望を”
国王フィリッポ 2 世の信頼の厚いロドリーゴとドン・カルロが義兄弟とな
ることを誓って歌う二重唱で「友情の二重唱」とも呼ばれる。
（ソプラノ & メゾソプラノ）
《アイーダ》より “お前の祖国の軍隊は”
（あらすじ）古代エジプトが舞台、壮大なスケールのスペクタクル・オペラ。ソプラノ（敵
国エチオピアの王女アイーダ、今は奴隷）とテノール（青年将軍ラダメス）の恋路を邪魔
するメゾソプラノ（エジプトの王女アムネリス）
、という三角関係はオペラの常道。

アイーダはラダメスを愛していることが王女アムネリスにばれてしまい、ア
ムネリスは奴隷の分際で、と怒りをあらわにする。

公演概要
ヴェルディ生誕 200年記念

ヴェルディ・ガラ・コンサート
日
会
出
曲

横山恵子（よこやま・けいこ）ソプラノ
東京音楽大学卒業、同大学研究生修了。92 年渡欧、
独バイエルン州立コーブルク歌劇場にて《ドン・カ
ルロ》エリザベッタでヨーロッパデビュー。ヨーロッ
パの劇場でプッチーニ、ヴェルディ作品を中心にタ
イトルロールを歌う。本格的な日本デビューは、96
年小澤征爾指揮による《蝶々夫人》タイトルロール。
東京音楽大学教授。二期会会員。

時：11月10日（日）開演15:00
場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
演：横山恵子
（ソプラノ）
、清水華澄
（メゾソプラノ）
、福井 敬
（テノール）
、
福島明也
（バリトン）
、谷池重紬子
（ピアノ）
目：
《ドン・カルロ》
より“世のむなしさを知る神”
（ソプラノ）
《イル・トロヴァトーレ》
より“重い鎖に繋がれて”
（メゾソプラノ）
《リゴレット》
より「女心の歌」
（テノール）
《椿姫》
より“プロヴァンスの海と陸”
（バリトン）
《ドン・カルロ》
より 二重唱
“我等の魂に友情と希望を”
（テノール & バリトン）
《アイーダ》
より“お前の祖国の軍隊は”
（ソプラノ & メゾソプラノ）ほか

チケット（税込） 好評発売中
一
般：正面席4,500円／バルコニー席3,500円（学生1,500円）
メンバーズ：正面席4,100円
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MUSIC
Photo ◎加藤英弘

モーツァルト＝古典派の作品を

説得力のある演奏集団

演奏するということ

── BCJ を好きになったきっかけは？

──今回の演奏曲は、バッハではなくモー

J.S. バッハ作曲の教会カンタータはどうい

ツァルトの作品です。

う音楽なんだろう？ とまだカンタータになじ

待ってましたという感じですね！ BCJ は

みのない頃に思ったんです。BCJ の定期演奏

演奏曲目を音楽史に沿って選んできています。

会のカンタータを聴きに行くようになって、

とても理にかなったやり方だと思います。こ

素敵な曲、特にアリアがいっぱいあることを

れまでにもヘンデルのオラトリオなどバッハ

知りました。ティンパニやトランペットが入

以外の、あるいはバロック以外の作品も取り

る華々しいものや、弦楽中心のものもありバ

上げてはいますけれど、今回はいよいよ古典

ラエティに富んでいて、毎回充実していまし

派にきた、という気持ちがことさら強いです。

た。それまでクラシック音楽は知っている曲

さらに時代は異なりますが、
《レクイエム》は

を聴き比べるというイメージが強かったので
すが、教会カンタータは数が多いので、新し
い曲に出会う喜びもある。またどれも名曲で、
名人たちによる名演奏なんです。彼らをまと
めあげる鈴木（雅明）さんはすばらしいと感心
して聴き続け、今に至っています。

鈴木雅明 Photo ◎ Marco Borggreve

Masaaki Suzuki

Bach Collegium Japan
“ジャパン”が重要

宗教曲です。バロックの宗教曲を演奏してき
た BCJ が、どのような古典派の宗教曲を作
り上げるのでしょう。
モーツァルトはオーストリア出身ですから、
イタリアでなくアルプスの北側です。そうい
う意味でも合点がいきます。BCJ で弾けた明
るいイタリアの音楽を聴きたいとはあまり思

は全然違います。どうしてこの曲がこう演奏

同じなのに、演奏そのものが持つ、聴く人へ

演奏は、ただ演奏の達者な人を集めれば出来

されなければならないのかという理由を、メ

向けた説得力がすごいです。各セクションに

上がるというものではなくて、バッハの言葉

上昇気流が自然にメンバーから吹いてこない

ンバーに強いることなく納得させることがで

名人がいるし、通奏低音は鈴木秀美さんが担

を知らなければならない。外国語を話す時に

── BCJ のすごいと思うところを教えて下

イタリアの空気が感じられる瞬間がある、そ

と良い演奏にはならないと思うのですが、そ

きるんです。

さい。

れが BCJ の演奏です。

── BCJ の特徴は？
音楽を作る上での求心力があると思います。

わない。全体がイタリアではなくて、スト
イックな雰囲気の中、うまい具合に個人技で

当しているから盤石です。ライプツィヒの聖

文法を知る必要があるのと同じで、バッハの

ういう求心力と説得力を鈴木さんはあわせ持

《マタイ受難曲》
、
《ブランデンブルク協奏

トーマス教会にいたバッハにとって憧れだっ

音楽を演奏する時、バッハの言葉を楽譜から

つ人です。昔のオーケストラの指揮者は
「俺の

曲》
といったバッハのだれでも知っている曲を

たであろう、ドレスデンの豪華な宮廷オーケ

感じとることができなければならないんです。

深い精神性、理詰めで組み立てていくような

だったので、モーツァルトの作品はどう演奏

言うことを聞け！」
という専制君主のようなカ

BCJ が演奏すると、彼らでしか出せない音や

ストラみたいですよね。

BCJ を結成した頃、鈴木さんはそれをおそら

奥行きの深さがあると思います。

してくれるのでしょうね。特に今回の演奏に

リスマが多かったと思うのですが、鈴木さん

表現を感じます。楽譜に書かれている音符は

バッハの時代のオリジナル楽器を使用した

バッハ・コレギウム・ジャパン
モーツァルト《レクイエム》

朝岡 聡、
バッハ・コレギウム・ジャパンを
熱く語る
12 月にモーツァルトの《レクイエム》を演奏するバッハ・コレ
ギウム・ジャパン（BCJ）
。フリーアナウンサーの朝岡聡氏は、
コンサート・ソムリエとして演奏会の司会のほか、企画構成も
手がけている。BCJ に関しては、毎回定期演奏会に足を運び、
結成以来ずっと応援している熱心なファン。朝岡氏に BCJ の魅
力、演奏の聴きどころを語っていただいた。
取材・文◎結城美穂子

14

Photo ◎宮川舞子

BCJ には、日本人特有の繊細さ、丁寧さ、

今までずっとバッハの作品演奏がメイン

く毎回メンバーに説明していたのだと思いま

まさにそこが“ジャパン”なんです。海外に

古典派を持ってきたと意識するのは、鈴木さ

す。結成から10年位の頃に、これは鈴木さん

演奏に行くと、こんなに深い表現があるのか

んと BCJ が変化していく節目の時期なのか

がおっしゃっていたのですが、だんだん説明

とみなさんびっくりするんです。BCJ の
“ジャ

もと感じているということがあるのかもしれ

しなくてもメンバーはわかるようになってき

パン”
の部分というのは、技術立国だった高度

ません。これから時代をどのあたりまで下げ

て、ここはこういうふうに演奏した方がいい

経済成長時代の日本のような、他を寄せつけ

ていくのか。あるいは引き続き18世紀の作品

のでは、と彼らからプラスαが出てきた。そ

ないものがありますね。

を取り上げ、地域を広げていくのか。聖なる

れを今度は鈴木さんが取捨選択をしてまとめ

まじめでストイック、繊細、けれども地味

世界のイメージが強かったけれど浮き世の音

ていくことができるようになったと。そう

ではない。ハッとするような深さを感じさせ

楽を演奏するのか、それはどのように？ とい

やって演奏の完成度が高まってきたのだと思

る。そこが BCJ を世界で唯一の存在にして

うように見守ってきた人たちにとっても、今

います。

いるのだと思います。

回の公演はこれからの BCJ を暗示するよう
で興味深いです。

公演概要

朝岡 聡（あさおか・さとし）
慶應義塾大学卒業後、テレビ朝日にアナウンサーとし
て入社し、各種スポーツ中継のほか「ニュースステー
ション」等で活躍。1995 年フリーとなってからは、
テレビ・ラジオ・CM のほか、クラシックコンサート
の企画構成や司会でもコンサート・ソムリエとして
フィールドを広げている。とくに古楽とオペラではユ
ニークな評論が注目を集めており、クラシックの語り
部としても幅広く活動中。
ブログ『コンサート・ソムリエ東奔西走』
http://satoshiopera.cocolog-nifty.com/blog/

バッハ・コレギウム・ジャパン モーツァルト《レクイエム》
日
会
出

曲

時：12月7日（土）開演16:00
場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
演：鈴木雅明
（指揮）
、キャロリン・サンプソン
（ソプラノ）
、マリアンネ・ベアーテ・キーラント
（アルト）
、
アンドリュー・ケネディ（テノール）
、クリスティアン・イムラー（バス）
、
バッハ・コレギウム・ジャパン（合唱・管弦楽）
目：モーツァルト／証聖者の荘厳な晩課（ヴェスペレ）ハ長調 KV 339
モーツァルト／レクイエム ニ短調 KV 626

チケット（税込） 好評発売中
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7,200円
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PLAY

ベルリン・フィルハーモニー木管五重奏団

室内楽の楽しさが凝縮した
結成 25 年の
熟成アンサンブル

日頃同じオーケストラの木管奏
者としてオーケストラの音作り
に邁進しているメンバーが集っ
たアンサンブル。木管楽器が主役
の音楽を存分に聴かせてくれる。

彩の国さいたま寄席 四季彩亭

〜若手落語家競演会
季節のおなじみ、彩の国さいたま寄席の秋の四季彩亭は、イキのいい若手落語家競演会！
今、脂ののっている人気の若手たちを、この機会にお見逃しなく。
文◎木下真之（演芸ライター）

注目の若手落語家で、筆頭に名前が挙

隅田川馬石は、昭和の名人・古今亭志

坊主頭に整ったマスクが特徴なのが古

にする一方で、落語映画ではジャニーズ

ん生も過去に名乗っていた由緒ある名前

今亭文菊。笑福亭鶴瓶から「江戸時代のイ

俳優に落語を指導し、落語漫画の監修も

を受け継いだ。鼻の下にある大きなホク

ケメン」と呼ばれたように、古風な佇まい

手がけてきた。マスコミからの注目度も

ロがトレードマークで、かなりの色男。

と身のこなしが目を引く。二ツ目時代か

高く、メディアへの出演も多い。

昨年、文化庁芸術祭大衆芸能部門新人賞

ら落語の技量を評価する声は高く、昨年、

という大きな賞を受賞し、急速に力を付

先輩を28人抜いて真打に昇進したばか

けている。

り。高校、大学と学習院という華麗な経

うか。ブラームス作曲の
《ハイドンの主題によ
る変奏曲》
に登場する
「ハイドンの主題」
とはこ

ケストラだとするなら、木管五重奏はその管

曲目はハイドン、モーツァルトといった古

楽セクションのミニチュア・バージョンとい

典派の音楽と、イベール、ミヨー、ヒンデ

うことになるだろうか。オーケストラのサウ

ミットの20世紀前半の音楽が披露される。

のメロディのことだ。
ミヨーの組曲《ルネ王の暖炉》も、このジャ
ンルには欠かせない名曲である。ルネ王とは

歴の持ち主で、父親が故・市川團十郎と
同級生。息子の海老蔵とも小さいころか
ら交流があったと言うから本物だ。

古今亭文
菊

に会して一つのサウンドを織りなすのがオー

る野心も併せ持つ注目の落語家だ。

石
隅田川馬

心憎い演奏曲のセレクト

が目の前に浮かんでくる。

がるのが柳家三三だ。数々の賞を総ナメ

柳家三三

文◎飯尾洋一（音楽ライター）

多彩な音色のパレットを持つ楽器群が一堂

今、見ておくべき若手落語家たち

ンドが持つ豊かで馥郁とした香りを放ちつつ

ハイドンの《ディヴェルティメント》はアマ

15世紀に南仏プロヴァンス地方を治めた名君

も、室内楽としての親密な対話性にも富んで

チュア・プレーヤーにとってはなじみ深い定

のこと。領土のなかで冬になっても暖かなエ

いるという「一粒で二度おいしい」のが木管五

番曲だろう。かつてチャレンジしたことがあ

クサン ･ プロヴァンスを王が気に入っていた

そんな三三落語の魅力は、登場人物の

重奏の魅力だ。

るという方も多いのでは。この名作を世界最

ことから、人々はこの地を親しみを込めて
「ル

心情を表す豊かな表現力にある。嬉しい

まもなく来日するベルリン・フィルハーモ

高水準の技術で演奏するとどうなるか、とい

ネ王の暖炉」
と呼んだ。同地に生まれたミヨー

表情、驚きの表情、悲しみの表情などを、

ニー木管五重奏団は、世界最高峰のオーケス

うのが聴きもの。また、プレーヤーでなくと

が、故郷の情景を生き生きと描く。

深みのある声に乗せてストレートに伝え

通った声にある。おだやかで、やんわり

トラであるベルリン・フィルのメンバーたち

も、第2楽章の「聖アントニーのコラール」の

てくれる。三三が身を置く柳家一門の教

と語る口調は、どんなアロマテラピーよ

によるアンサンブルである。1988年に結成

メロディには聴き覚えがあるのではないだろ

えは「登場人物の気持ちになりきり、観客

りも癒し効果が高い。子供や動物を演じ

そんな育ちが芸にも現れるのか、文菊

にそれを想像してもらうこと」とされてい

ればとことんかわいらしく、女性を演じ

の演じる女性は色気がたっぷり。しっか

るが、三三はその教えを忠実に守り、自

ればしとやかに、江戸っ子を演じれば人

りもののおかみさん、男を手玉に取る遊

最高の名手たちによる、精妙で鮮やかな名
演を期待したい。

され、25年にわたる活動歴を誇る。
メンバーのうちファゴットを除く4人は、

やなぎや・さんざ 1974 年生まれ。93 年柳家小
三治に入門。2006 年真打昇進。
すみだがわ・ばせき 1969 年生まれ。93 年五街
道雲助に入門。2007 年真打昇進。

馬石の魅力は、きれいで高くて透き
ここんてい・ぶんぎく 1979 年生まれ。2002 年
古今亭圓菊に入門。12 年真打昇進。

いずれも80年代半ばからベルリン・フィルに

公演概要

己をことさら主張することなく、落語の

のよさがにじみ出る。そうした語り口が

女、焼きもち焼きの女房などを巧みに演

在籍して、アンサンブルの屋台骨を支えてき

ベルリン・フィルハーモニー木管五重奏団

持つ本来の魅力を最大限に引き出すこと

長編の人情噺にも反映され、いつまでも

じ分ける。派手な芸風ではないが、いぶ

に徹している。そのため、笑いたっぷり

聞き続けても疲れない馬石ならではの落

し銀の芸で今後の落語界を引っ張ってい

の滑稽噺から、人間の機微を描いた人情

語につながっているのだろう。他の落語

く若手のひとりであることは間違いない。

噺、怨念のこもった怪談噺まで、どれを

家が手がけない演目にも積極的に挑戦す

たメンバーだ。ベルリン・フィルも他のオー
ケストラと同様に年々少しずつ楽団員の顔ぶ
れが変わっているが、彼らはカラヤン時代の
ベルリン・フィルを経験している貴重なメン
バーである。カラヤン時代の重厚で豊麗なサ
ウンドも、現在の首席指揮者サイモン・ラト
ルによる磨きぬかれた鮮明なサウンドも、と
もに彼らが生み出した
「ベルリン・フィルの響
き」
なのだ。

16

日
会
出

曲

時：9月28日
（土）開演17:00
場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
演：ミヒャエル・ハーゼル（フルート）、アンドレアス・ヴィットマン（オーボエ）、
ヴァルター・ザイファルト（クラリネット）、ファーガス・マクウィリアム（ホルン）、
マリオン・ラインハルト（ファゴット）
目：ハイドン／ディヴェルティメント 変ロ長調
モーツァルト（ミヒャエル・ハーゼル編）／自動オルガンのための幻想曲 KV 594
モーツァルト（ミヒャエル・ハーゼル編）／セレナーデ ハ短調 KV 388
イベール／木管五重奏のための3つの小品
ミヨー／組曲《ルネ王の暖炉》
ヒンデミット／ 5つの管楽器のための小室内音楽 作品24-2

チケット
（税込） 好評発売中
一
般：4,500円
（学生2,000円）
メンバーズ：4,100円

とっても奧が深いのだ。しかも、講釈の
心得があるため、骨太のストーリーを抑
揚たっぷりに聞かせる力量も備えている。
「黒紋付きが似合う落語家になりたい」と
公言する三三の落語はまさに王道。三三
の語りに身を委ねるだけで、江戸の景色

公演概要

彩の国さいたま寄席 四季彩亭 〜若手落語家競演会
日
会
出

時：10月4日（金）開演19:00
場：彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
演：柳家三三、隅田川馬石、古今亭文菊、
桂 宮治、春風亭昇也

チケット（税込） 好評発売中
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
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Naomasa Musaka

俳優

六平直政

一度見たら忘れられない風貌と辺りに轟く大きな声で強烈な印象を残す六平直政。
蜷川幸雄作品の常連でもあり、稽古場では賑やかなムードメーカーとして知られる。
山あり谷ありの役者道、その節目節目で大切な「師」たちとの出会いがあった。
取材・文◎市川安紀

「今でも役者は向いてないと思ってるよ」
小さい頃から絵を描いたり、手を汚し
てモノを造ることが好きでね。ムサビ（武

何十種類とやったよ。
劇団には９年ほどいて、その後、金守
りょうざんぱく

演出助手のほかに役者もやらされて、俺
らと同じ舞台に立ってたんだよ。

蔵野美術大学）の彫刻科に入った。そこで

珍たちと新宿梁 山泊を旗揚げしたんだ。

出会ったのが彫刻家の篠田守男先生。無

川村毅や渡辺えり子（当時）がホンを書い

んどん大劇場で演出するようになったけ

理やり弟子にしてもらって、俺も彫刻家

てくれて、俺が主演でね。

ど、お金がない俺たちを必ずゲネプロ（舞

でも蜷川さんは優しくてね。その後ど

ところが、やっぱり食えないのは変わ

台稽古）に呼んで、無料で見せてくれた

らない。俺も30代半ばになっていて子供

の。あの優しさとエネルギーは今も全く

ところが当時付き合ってた彼女が唐十

も生まれてたし、いよいよ役者を辞めよ

変わらないね。

郎のファンで、一緒に状況劇場の芝居を

うと思ってた。そんな時に柄本明さんの

観に行くようになってね。ある日、篠田

誘いで東京乾電池の事務所に入れても

先生が状況の求人広告を新聞で見つけて、

らって、徐々に食えるようになったんだ。

になるつもりだったんだ。毎日現代展に
最年少で入選したこともあるんだよ。

「ロッペイ君、芸能の分野に向いてそうだ

だから柄本さんは恩人だよ。

唐十郎の言葉
そうやっていろんな人との出会いが

から受けてみたら？」って勧めるわけ。

あって今があるけど、いまだに自分では

演技なんてやったことなかったけど、受

役者に向いてないんじゃないかと思う。

けてみたら受かっちゃった。同期に佐野

俺たちの世界って、他人が評価を決める

史郎とかがいて、一足先に入ってたのが

世界でしょ。スポーツみたいにハッキリ

キム ス ジン

金守珍だった。

と結果が見えるわけじゃないから難しい。
でも「向いてない」と思う、危うい気持ち

食うや食わずに救いの手

が大事かもしれないね。59歳じゃ、転職
もできないしさ。死ぬまで役者かなと

もともとは教室でみんなの前に出て喋

思ってる。

ると耳が真っ赤になるような子供だった

唐さんは昔から「人生で代表作が５本

けど、どこかで吹っ切れたんだろうな。

あったら幸せな役者だ」って言っててね。

状況の若手公演で初めて主役をやった『少

いろんな役者さんに聞いてみると、みん

女都市からの呼び声』は忘れられないね。

な「５本もない」って言うんだ。俺も『少

でも生活は苦しくて、バイトはそれこそ

女都市からの呼び声』くらいかな（笑）
。い

column

いい役者の条件とは？
若き日には唐十郎の運転手も務めていた
ため、２人きりの車の中でさまざまなこと
を教わった。
「腰のバタついてる役者は絶
対にダメ」も唐の持論だ。六平いわく、
「い
い役者は腰のおさまりがいいんだよね。
腰が据わってると声もしっかり出る。これ
は天性のものだね。あと、唐さんが言うの
は、役者は何より声だってね。１、声。２、
声。３、声。４、姿 だってさ（笑）」
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幼少期、裸に前掛けで三輪車の勇姿！

つか代表作が５本あるくらいの役者にな
りたいね。それが俺の夢かな。

映画のほうで言えば深作欣二さん、伊
丹十三さん、周防正行さん、最近なら北
野武さん、三池崇史さん、堤幸彦さん
……。そんな監督さんたちにお世話に
なって、現在に至ってる。
蜷川さんとは俺が状況に入った頃から
の付き合いだから、もう36年になる。蜷
川さん、
『住み込みの女』という芝居では

むさか・なおまさ 1954年、東京都生まれ。77年、
状況劇場に入団。87年、新宿梁山泊旗揚げに参加。
ドラマ、映画、舞台と幅広く活躍する。蜷川幸雄演出
舞台は『マクベス』
『藪原検校』
『冬物語』『ムサシ』ロ
ンドン・NY バージョン『身毒丸』『下谷万年町物語』
『しみじみ日本・乃木大将』
など多数出演。映画では伊
丹十三監督『マルタイの女』
、深作欣二監督『忠臣蔵外
伝 四谷怪談』
、北野武監督『アキレスと亀』ほか。９月
27日より
『ムサシ』
ロンドン・NY バージョンに出演。

★『ムサシ』
ロンドン・NY バージョンの公演情報は P.22参照。

MUSIC

彩の国 のアーツ

8月3日

光の庭プロムナード・コンサート
夏休みスペシャル

〜私は彼が来るのを見る、
僕は彼女が奏でるのを待つ〜
REPORT

今年はオルガニストの広沢麻美と、コンドルズ主宰の近藤良平が登場。
舞曲中心のプログラムで、中には鍵盤楽器のための現存最古の楽譜集
『ロバーツブリッジ写本』からの《エスタンピー》といった珍しい曲も。
オルガンの魅力を存分に味わえる曲がずらり並んだうえに、今回は更
にダンスとのコラボレーション。
「目の前に踊っている人がいる光景が
とても新鮮」
（広）
、
「オルガンが素晴らしくて、広沢さんも素晴らしい。
それだけでもう満足」
（近）と、お互い刺激を受けながら繰り広げる二
人のやり取りが何とも楽しく、広沢が奏でる美しい音色と近藤が繰り
出すユニークな動きに、観客は耳も目も釘付けの様子。そして最後は
即興演奏×即興ダンス。ダンスとの即興は今回が初めてという広沢だ
が、リハーサルで数回試してみたらスイッチが入ったという。
「近藤さ
んから受け取るものが多くて、楽に音が出てくるんです」
（広）
。
「即興
に正解も不正解もない。出し合いっこができてとても楽しかった」
（近）
と、最初は動きを音に、音を動きにしていたのが、徐々に複雑になっ
ていき、まさに今その場で二人の間に何か物語が立ち上がっているか
のよう。文字通り１秒先に何が起こるか分からないスリリングな展開
に、目を輝かせながら見つめる観客の姿が印象的だった。
Photo ◎加藤英弘
ケルル《パッサカリア》のクライマックスで、
光の庭の上から垂れ幕が降りるサプライズも。

PLAY

MUSIC

７月21日

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

８月24日・25日

桂 文治

桂文治が二席を披露、ゲストに笑福亭鶴光を迎えた何とも贅沢な
会。桂たか治『道具や』
、春風亭昇々『産まれる』に続き、文治
師匠の一席目『鈴ヶ森』は軽妙な語り口で爆笑を誘い、鶴光師匠
の『善悪双葉の松』は駄洒落がふんだんに散りばめられた熱演。
仲入りを挟み、三遊亭萬橘『権助魚』で再び会場が熱気づくと、
いよいよ文治師匠のトリ、大ネタ『らくだ』
。二席にわたる文治
師匠の熱の入った勢いを感じさせる高座に客席は大いに沸いた。
Photo ◎加藤英弘

埼玉会館＆熊谷会館ファミリー・クラシック

夏休みオーケストランド！

今年は浦和と熊谷の２会場で開催。勇壮な《ワルキューレの騎
行》で幕を開けた後は、ナビゲーター朝岡聡が楽器紹介をする
《青少年のための管弦楽入門》
。中学生の清水伶はイベールの《フ
ルート協奏曲》で超絶技巧を披露。飯森範親が指揮を教える「指
揮者にチャレンジ！」や、自宅から持ち寄った楽器や歌声でオー
ケストラと共演するコーナーも。聴いて歌って演奏して、音楽
の魅力を体全体で感じられるコンサートとなった。
Photo ◎加藤英弘

★特に記載のないものは彩の国さいたま芸術劇場で開催。
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イベント・カレンダー

CALENDAR

PLAY

DANCE

彩の国シェイクスピア・シリーズ
第28 弾

13:00

P.22

13:00

親子のための

22 ファミリー・ミュージカル

17 埼玉会館ランチタイム・コンサート

休館日（熊谷会館）

第23 回 モディリアーニ弦楽四重奏団
開演：12:10
会場：埼玉会館 大ホール

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）

詳細は
⇒

21 日／開演 15:00
22 日／開演 11:00、15:00

12:30

⇒

12:30 / 17:30

開演 17:00

13:30

P.22

P.16

ベルリン・フィルハーモニー
28 木管五重奏団

18:30

『ムサシ』

詳細は

詳細は

18:30
13:30

彩の国さいたま寄席
四季彩亭

詳細は
⇒

⇒

休館日（熊谷会館）

13:30

18:30

12:30

休館日（熊谷会館）
休館日（熊谷会館）

10:30(A)/13:10(B)/15:50(A)/18:30(A)

休館日（埼玉会館）

10:30(A)/13:10(A)/15:50(A)/18:30(B)

詳細は
⇒

18 dancetoday2013

19:30

20 『関かおり 新作』

15:00

ダブルビル

『島地保武＋酒井はな
〈アルトノイ〉新作』

15:00

P.22

19 マレイ・ペライア

ピアノ・リサイタル

開演：15:00
※終演後、出演者によるアフター・
トーク

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）

詳細は
⇒

P.8
~9

26 光の庭プロムナード・コンサート
〜笛が奏でる音楽の秋〜

開演：14:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 情報プラザ
出演：渋澤久美（オルガン）
＆藤岡泰子（フルート）
曲目：宮沢賢治／星めぐりの歌 ほか
※入場無料

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）

詳細は
⇒

イザベル・ファウスト
3

9 マチルド・モニエ

15:00

『ピュディック・アシッド』
『エクスタシス』
詳細は

休館日（熊谷会館）

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）
休館日（埼玉会館）

★特に記載のないものは彩の国さいたま芸術劇場にて開催します。

⇒

P.10
~11

詳細は

バッハ無伴奏ヴァイオリン作品
全曲演奏会

【第 1 部】開演 15:30
【第 2 部】開演 18:00
※各部休憩なし
※各部開演いたしますと途中でお入りいた
だけない場合がございますので、予めご了
承ください。

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）
休館日（彩の国さいたま芸術劇場）

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）

november

P.22

10 ヴェルディ生誕200年記念

ヴェルディ・ガラ・
コンサート
詳細は
開演 ：15:00

⇒

⇒

彩の国シネマスタジオ

P.21

『スタンリーのお弁当箱』
8
10

上映時間
10:30/13:20/16:00/18:40
10:30/13:20/16:00/18:40
10:30/13:20/16:00/18:40

P.12
~13

16 光の庭プロムナード・コンサート
〜ポジティフオルガン meets
アイリッシュミュージック〜

開演：14:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 情報プラザ
出演：荒井牧子（オルガン）
＆豊田耕三（アイリッシュ・フルート）
曲目：A.コレッリ／ラ・フォリア ほか
※入場無料

３歳以上のお子様から楽しんでいただける公演です。
光の庭プロムナード・コンサートには年齢制限はありません。
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PLAY

MUSIC

彩の国さいたま寄席 四季彩亭
〜春風亭昇太

ピアノ・エトワール・シリーズ
アンコール！Vol.2

バッハ・コレギウム・ジャパン

バッハ《マタイ受難曲》

北村朋幹

新春の四季彩亭には
『笑点』でおなじみの春風亭昇太が
4年半ぶりに登場。どうぞお楽しみに。

TICKET

自然に溢れ出る音楽性と知的な構築性が調和して、 ス
ケール感が増している北村朋幹が5年ぶりに登場。
その成長を聴く。

不朽の名作《マタイ受難曲》を、世界屈指の演奏団体と
して広く認められるバッハ・コレギウム・ジャパンの演
奏で。
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Photo ◎加藤英弘
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Photo ◎ Marco Borggreve

チケット発売日 一般：10月4日（金）
メンバーズ：9月28日（土）

DANCE

詳細は

チケット発売日 一般：11月2日（土）

チケット発売日 一般：10月19日（土）

メンバーズ：10月26日（土）

メンバーズ：10月12日（土）

日時：2014年1月26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：春風亭昇太 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

⇒ P.3
ピナ・バウシュ
~6
ヴッパタール舞踊団
『KONTAKTHOF ― コンタクトホーフ』

日時：2014年3月15日（土）開演14:00
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／4つのフーガ 作品72
ベリオ／セクエンツァ Ⅳ
スクリャービン／ソナタ第10番 作品70
ベートーヴェン／ソナタ第29番 変ロ長調
作品106「ハンマークラヴィーア」
チケット（税込）
一般：正面席3,500円／バルコニー席2,500円（学生
席1,000円）
メンバーズ：正面席3,200円

日時：2014年4月19日
（土）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）
、ハンナ・モリソン
（ソプラノ）
、
クリント・ファン・デア・リンデ
（アルト）
、
ゲルト・テュルク
（テノール：福音史家）
、
ペーター・コーイ
（バス：イエス）
、
バッハ・コレギウム・ジャパン
（合唱・管弦楽）
チケット（税込）
一般：正面席9,000円／バルコニー席7,500円
（学生
3,000円）
メンバーズ：正面席8,100円

チケット発売日 一般：12月1日（日）
メンバーズ：11月24日（日）

彩の国シネマスタジオ

11
金 土 祝 祝 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 祝 日 月 火 水 木 金 土
日 月
土

祝 祝
祝
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

20

11:00(B)/13:30(A)/16:10(A)/19:00(A)
10:30(A)/13:10(A)/15:50(B)/18:30(A)

11 november
1
2
3
4
5
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上映時間

14

12:30

20

P.21

A『海と大陸』B『潮騒』

12:30/17:30

12:30/17:30

october

彩の国シネマスタジオ

11

13:30

13:30

10:30『 西 鶴 一 代
女 』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。

詳細は

12:30

13:30

10:00(B)/12:50(C)/15:50(A)

⇒

開演：16:00
（15:20 〜指揮者によるプレ・トーク）
会場：埼玉会館 大ホール

13:30/18:30

18:30

10:30(A)/14:00(D)/16:40(B)

P.22

秋山和慶（指揮）
伊藤 恵（ピアノ）

12:30

P.17

上映時間

5 NHK 交響楽団

12:30 / 17:30

〜若手落語家競演会
開演 19:00

28
29

9

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
月

祝
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

13:30

4

会場：熊谷会館 ホール

28

10 october
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彩の国シネマスタジオ
熊谷会館上映会
詳細は
優秀映画鑑賞推進事業 ⇒ P.21
溝口健二監督特集
A『西鶴一代女』 B『雨月物語』
C『山椒大夫』 D『近松物語』

13:00

〜または白雪姫の悲劇〜』

ロンドン・NY
バージョン

P.22

13:00 /18:30

『ピノキオ

27

⇒

13:00

september

詳細は

13:00

詳細は
⇒

CINEMA

開演
時間

『ヴェニスの商人』13:00 /18:30
21 22

MUSIC

開演
時間

september

前売りチケット発売情報

日 祝 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金 土 日 月
月
月

15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

祝
祝
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

9

2013.9.15 11.30

LINE UP 2013.9 12

料金：大人1,000円／小中高生800円
（当日支払いのみ）
※9月の溝口健二監督特集（会場：熊谷会館）は、
大人・小中高生とも1作品500円です。
※12月の
『ベニシアさんの四季の庭』
は、 一般1,500円、 小中高生・60歳以上・障
がい者1,000円です。

10月11日
（金）
〜14日
（月・祝）

12月6日
（金）
〜8日
（日）

会場：彩の国さいたま芸術劇場 映像ホール

会場：彩の国さいたま芸術劇場 映像ホール

A『ベニシアさんの四季の庭』
B『天のしずく 辰巳芳子
“いのちのスープ”』

A『海と大陸』 B『潮騒』

『海と大陸』©2011 CATTLEYA SRL・BABE
FILMS SAS・FRANCE 2 CINÉMA

11（金） 11:00(B)/13:30(A)/16:10(A)/19:00(A)
12（土） 10:30(A)/13:10(B)/15:50(A)/18:30(A)
13（日） 10:30(A)/13:10(A)/15:50(B)/18:30(A)
14（月・祝）10:30(A)/13:10(A)/15:50(A)/18:30(B)

『海と大陸』
監督：エマヌエーレ・クリアレーゼ
出演：フィリッポ・プチッロ ほか（2011 年 / イタリア・フランス /93 分 /PG12）
『潮騒』
監督：森永健次郎
出演：吉永小百合、浜田光夫、清川虹子 ほか （1964 年 / 日本 /81 分）

『ベニシアさんの四季の庭』
© ベニシア四季の庭製作委員会 2013

『ベニシアさんの四季の庭』
監督：菅原和彦
出演：ベニシア・スタンリー・スミス
ほか （2013年/日本/98分）

『天のしずく 辰巳芳子“いのちのスープ”
』
監督・脚本：河邑厚徳
出演：辰巳芳子 ほか
（2012年/日本/113分）

9月28日
（土）
〜29日
（日）
会場：熊谷会館 ホール

優秀映画鑑賞推進事業 溝口健二監督特集

11月8日
（金）
〜10日
（日）
会場：彩の国さいたま芸術劇場 映像ホール

『スタンリーのお弁当箱』
8（金） 10:30/13:20/16:00/18:40
9（土） 10:30/13:20/16:00/18:40
10
（日） 10:30/13:20/16:00/18:40
© 2012 FOX STAR STUDIOS INDIA PRIVATE
LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

監督・脚本：アモール・グプテ
出演：パルソー、デイヴィヤ・ダッタ、ラジェンドラナート・ズーチー
（2011年/インド/96分）

ほか

『西鶴一代女』

A『西鶴一代女』 B『雨月物語』
C『山椒大夫』 D『近松物語』

28日（土） 10:30（A）/14:00（D）/16:40（B）
29日（日） 10:00（B）/12:50（C）/15:50（A）
監督：溝口健二
出演：
『西鶴一代女』 田中絹代、山根寿子、三船敏郎 ほか
（1952年／137分）
『雨月物語』 京マチ子、水戸光子、田中絹代 ほか
（1953年／96分）
『山椒大夫』 田中絹代、花柳喜章、香川京子 ほか
（1954年／124分）
『近松物語』 長谷川一夫、香川京子、南田洋子 ほか
（1954年／103分）
※ 28 日（土）10:30『西鶴一代女』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。

21

TICKET

発売中公演情報

PLAY

公演詳細は、財団ホームページ http://www.saf.or.jp にて

THEATER BRIDGE

MUSIC
詳細は
⇒

彩の国シェイクスピア・シリーズ第28弾

『ヴェニスの商人』

日時：9月5日
（木）
～9月22日（日）
※開演時間はP.20のカレンダーにてご確認ください。
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
出演：市川猿之助、中村倫也、横田栄司、大野拓朗、
間宮啓行、石井愃一、高橋克実 ほか
チケット（税込）
一般：S席9,000円／A席7,000円／B席5,000円（学
生2,000円）
メンバーズ：S席8,100円／A席6,300円／B席4,500円
※当日券は、各公演、開演時間の1時間前より大ホー
ル受付にて販売致します。

親子のためのファミリー・ミュージカル
『ピノキオ 〜または白雪姫の悲劇〜』

彩の国さいたま芸術劇場
「さいたまネクスト・シアター」
オーディション係
TEL. 048-858-5503
（火～金13:00 ～18:00）

アクセスマップ

埼玉会館ランチタイム・コンサート 第24回

熊谷会館
秩父鉄道

熊谷 女子高

東公園

国道17号

◀高崎

〒 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 宇都宮線・高崎線・京浜東北線浦和駅（西口）下車
徒歩 6 分

駅前通り

市役所通り

県庁通り

JR京浜東北線

〒 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 京浜東北線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

GS

熊谷駅

JR 高崎線
大宮▶

〒 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。

［チケットの購入方法について］
「SAF オンラインチケット」で、
発売初日 10:00 から公演前日
23:59 まで受付いたします。

インターネット

新日本フィルハーモニー交響楽団

トップページの「チケット購入」からお進みください。
【PC・スマートフォン】http://www.saf.or.jp/
【携帯】http://www.saf.or.jp/mobile/

小泉和裕（指揮）中嶋彰子（ソプラノ）
中井美穂（司会）

日時：2014年1月11日
（土）開演15:00
会場：埼玉会館 大ホール
曲目：ドヴォルジャーク／交響曲第9番《新世界から》
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1,500円）
メンバーズ：S席4,500円／A席3,600円／B席2,700円

たつみ通り

埼玉
会館

▼

埼玉会館ニューイヤー・コンサート2014

17

埼玉
県庁

地方庁舎
市役所

東京

日時：12月17日
（火）開演19:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
曲目：ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第7番 ニ長調
ショパン／ポロネーズ第3番・第4番 ほか
チケット
（税込）
一般：正面席5,000円
メンバーズ：正面席4,500円
※バルコニー席、学生席は予定枚数終了

県立
図書館

浦和駅

ラファウ・ブレハッチ

与野西
中学校

埼玉県庁
第2 庁舎

伊勢丹

Vol.1

劇場

中央区役所

［熊谷会館］

中山道

ピアノ・エトワール・シリーズ アンコール！

［埼玉会館］

郵便局

日時：12月13日
（金）開演12:10
（終演予定13:00）
会場：埼玉会館 大ホール
出演：きりく・ハンドベルアンサンブル
曲目：J.S.バッハ／主よ、人の望みの喜びよ
カッチーニ／アヴェ・マリア
メル・トーメ／クリスマス・ソング ほか
チケット
（税込）
全席指定1,000円

［彩の国さいたま芸術劇場］

▲ 大宮

きりく・ハンドベルアンサンブル

バッハ無伴奏ヴァイオリン作品全曲演奏会

日時：11月3日
（日･祝）第1部 開演15:30 ／
第2部 開演18:00
※各部休憩なし
※各部開演いたしますと途中でお入りいただけない場
合がございますので、予めご了承ください。
会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
曲目：
【第1部】J.S.バッハ／
ソナタ第1番 ト短調 BWV 1001、
パルティータ第1番 ロ短調 BWV 1002、
ソナタ第2番 イ短調 BWV 1003
【第2部】J.S.バッハ／
パルティータ第3番 ホ長調 BWV 1006、
ソナタ第3番 ハ長調 BWV 1005、
パルティータ第2番 ニ短調 BWV 1004
チケット（税込）
【通し券】一般：正面席6,500円
メンバーズ：正面席6,000円
【1回券】一般：正面席4,000円
メンバーズ：正面席3,600円
※バルコニー席、学生席は予定枚数終了
※残席僅少

【お問合せ先】

ACCESSMAP

▼

イザベル・ファウスト

いては、財団ホームページ
（http://
www.saf.or.jp）
をご覧ください。

彩の国さいたま芸術劇場 芸術監督

東京

『ピュディック・アシッド』
『エクスタシス』

P.10
~11

日時：10月19日
（土）開演15:00
（公演終了後、出演者
によるアフター・トークあり）
会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
曲目：バッハ／
フランス組曲第4番 変ホ長調 BWV 815
ベートーヴェン／
ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調
「熱情」ほか
チケット
（税込）
一般：正面席10,000円 メンバーズ：正面席9,000円
※バルコニー席・学生席は予定枚数終了

※応募資格、応募方法等の詳細につ

国道 号

⇒

マレイ・ペライア ピアノ・リサイタル

レット」
』
（2012年）では、観客・評論家から
高い評価を受け、2作品連続で読売演劇大賞優
秀作品賞を受賞しています。この若手俳優カ
ンパニーが、再び新たな才能を求め、オーディ
ションを行います。

表現の場を得ることの出来ない無名の青
年たちに、芸能する者の本当の表現の力を
獲得して欲しい、と私は思っています。
無名性を武器に、新しい演劇をつくること
もまた公共の劇場の大切な仕事ではない
だろうか、というのが私の思いです。

▲ 大宮

マチルド・モニエ

日時：10月5日
（土）開演16:00
（15:20 ～指揮者による
プレコンサート・トークあり）
会場：埼玉会館 大ホール
曲目：モーツァルト／
ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 KV 466
ベルリオーズ／幻想交響曲
チケット
（税込）
一般：S席6,500円／A席5,500円／B席4,500円
（学生
2,000円）
メンバーズ：S席6,000円／A席5,000円／B席4,000円

彩の国さいたま芸術劇場芸術監督・蜷川幸雄
が率いる若手演劇集団〈さいたまネクスト・シ
ア タ ー〉
。2009年 の 発 足 当 初 よ り 数 々 の 話
題を呼び、
『美しきものの伝説』
（2010年）
、
『2012年・蒼白の少年少女たちによる
「ハム

モーツァルト《レクイエム》

JR埼京線

詳細は

NHK交響楽団
秋山和慶（指揮）伊藤 恵（ピアノ）

さいたまネクスト・シアター
オーディション開催（応募締切：10/31
（木）必着）

P.14
~15

▼

『関かおり 新作』
『島地保武＋酒井はな
〈アルトノイ〉
新作』

⇒

バッハ・コレギウム・ジャパン

Information

蜷川幸雄

新宿

dancetoday2013 ダブルビル

詳細は

▲出口

P.8
~9

ベルリン・フィルハーモニー
木管五重奏団

与野本町駅

詳細は
⇒

P.16

2014年3月1日
（土）に予定しておりました
「村
治佳織の現在 Vol.2 オール・カステルヌオーヴォ
=テデスコ・プログラム」は、出演者 村治佳織の
病気療養のため、公演を中止することとなりまし
た。なお、当公演中止に伴う代替公演の予定はご
ざいません。
楽しみにお待ちいただいておりましたお客様に
は、ご理解、ご了承を賜わりますよう、なにとぞ
よろしくお願い申し上げます。

▲ 大宮

DANCE

P.17

⇒

日時：12月1日
（日）開演14:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
曲目：ラヴェル／水の戯れ、夜のガスパール
デュティユー／ピアノ・ソナタ ほか
チケット
（税込）
一般：正面席3,500円／バルコニー席2,500円
（学生席
1,000円）
メンバーズ：正面席3,200円
※バルコニー席・学生席は残席僅少

ま

与野フード

〜若手落語家競演会

詳細は
⇒

詳細は

大崎結真

▼

彩の国さいたま寄席 四季彩亭

Vol.23

い

東京

日時：9月27日
（金）
～10月20日（日）
※開演時間はP.20のカレンダーにてご確認ください。
会場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
作：井上ひさし
（吉川英治
「宮本武蔵」より）
演出：蜷川幸雄
音楽：宮川彬良
出演：藤原竜也、溝端淳平、鈴木 杏、六平直政、
吉田鋼太郎、白石加代子 ほか
チケット（税込）
一般・メンバーズ：S席10,500円／A席8,500円

ピアノ・エトワール・シリーズ

【謹告】2014/3/1
「村治佳織の現在Vol.2
オール・カステルヌオーヴォ
=テデスコ・プログラム」
公演中止について

新大宮バイパス

『ムサシ』ロンドン・NYバージョン

日時：9月17日
（火）開演12:10
会場：埼玉会館 大ホール
出演：フィリップ・ベルナール、
ロイック・リョー（ヴァイオリン）
、
ローラン・マルフェング
（ヴィオラ）
、
フランソワ・キエフェル
（チェロ）
曲目：ラヴェル：弦楽四重奏曲 ヘ長調 ほか
チケット（税込）
全席指定1,000円

ヴェルディ生誕200年記念

ヴェルディ・ガラ・コンサート

Information

▲ 大宮

日時：9月21日
（土）開演15:00
22日
（日）開演11:00 ／15:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
原作：カルロ・コローディ
作曲・音楽監督：深沢桂子
演出・脚色：宮本亜門
共同演出・振付：福島桂子
出演：小此木麻里、池田有希子、石鍋多加史、治田 敦、
西原 純、岡田 誠、中野順一朗、齊藤嵩也、平林靖子、
水谷圭見、春衣
チケット（税込）
全席自由 一般：大人3,000円
子ども（4歳以上中学生以下）1,500円
メンバーズ：大人2,700円
※3歳以下の入場はご遠慮ください。
※残席僅少

埼玉会館ランチタイム・コンサート 第23回

モディリアーニ弦楽四重奏団

P.12
~13

電話予約

●チケットセンター

0570-064-939

10:00 〜 19:00（彩の国さいたま芸術劇場休館日を除く）
※一部の携帯電話、PHS、IP 電話からは受付できません。

窓口販売

下記窓口で直接購入いただけます。
電話予約したチケットの引取もできます。
●彩の国さいたま芸術劇場（10:00 〜19:00）
●埼玉会館（10:00 〜19:00） ※休館日をお確かめの上
●熊谷会館（10:00 〜17:00） ご来場ください。

［クレジットカード決済→コンビニ発券］

※チケット代のほかに、
【チケット一枚につき】システム利用料 135 円、
店頭発券手数料 105 円が必要です。

［コンビニ支払い→コンビニ発券］

※チケット代のほかに、
【お支払い 1 件につき】振込手数料 210 円
（代金合計 3 万円以上は 410 円）
、
【チケット 1 枚につき】システム
利用料 135 円、店頭発券手数料 105 円が必要です。

［クレジットカード決済→宅配便で配送］

※チケット代のほかに、
【配送 1 件につき】配送料 300 円が必要です。

［コンビニ支払い→コンビニ発券］

※チケット代のほかに、
【お支払い 1 件につき】振込手数料 210 円
（代金合計 3 万円以上は 410 円）
、
【チケット 1 枚につき】システム
利用料 135 円、店頭発券手数料 105 円が必要です。

[ 窓口で支払い・引取り ] ※手数料はかかりません。

現金もしくはクレジットカード決済、
その場でチケットをお渡しします。
※手数料はかかりません。

財団メンバーズのお客様は、いずれの場合も便利な「口座引落」でのお支払い、チケットは無料配送いたします。

22

23

サポーター会員

（公財）埼玉県芸術文化振興財団は、演劇、ダンス、音楽を中心に、この劇場でしか見られない最高の作品を提供できるよう、蜷川幸雄芸術監督のもと、
作品づくりに努めています。こうした財団の活動にご理解、ご支援をいただいているのが（公財）埼玉県芸術文化振興財団サポーター会員の皆様方です。

（ 株 ）与 野 フ ー ド セ ン タ ー ／（ 株 ）亀 屋 ／ 武 州 ガ ス（ 株 ）／（ 株 ）松 本 商 会 ／（ 有 ）香 山 壽 夫 建 築 研 究 所 ／ 埼 玉 新 聞 社 ／ テ レ ビ 埼 玉 ミ ュ ー ジ ッ ク ／ 埼 玉 り そ な 銀 行
（株）パシフィックアートセンター／（株）アサヒコミュニケーションズ／ FM NACK5 ／東京ガス（株）／カヤバ システム マシナリー（株）／（株）タムロン／（株）十万石ふくさや
森平舞台機構（株）／東芝エルティーエンジニアリング（株）／埼玉トヨタ自動車（株）／（有）齋賀設計工務／武蔵野銀行／浦和ロイヤルパインズホテル／ アルピーノ村
国際照明（株）／三国コカ・コーラボトリング（株）／埼玉スバル／桶本興業（株）／（株）佐伯紙工所／（株）太陽商工／（株）しまむら／（有）六辻ゴルフセンター／不動開発（株）
ビストロ やま／埼玉縣信用金庫／（株）栗原運輸／彩の国ＳＰグループ／（有）プラネッツ／関東自動車（株）／（株）デサン／ セントラル自動車技研（株）／丸美屋食品工業（株）
ポラスグループ／ひがし歯科／埼玉トヨペット（株）／公認会計士 宮原敏夫事務所／（株）価値総合研究所／（株）埼玉交通／ 医療法人 顕正会 蓮田病院／（株）ウイズネット
サイデン化学
（株）
／アイル・コーポレーション
（株）
／五光印刷
（株）
／旭ビル管理
（株）
／ヤマハサウンドシステム
（株）
／
（株）
エヌテックサービス／
（株）
クリーン工房／
（株）
つばめタクシー
（株）サンワックス／（株）綜合舞台／（株）タクトコーポレーション／広総業（株）／（財）さいたま住宅検査センター／（株）国大セミナー／（株）NEWSエンターテインメント
（株）オーガス／イープラス／六三四堂印刷（株）／医療法人 欅会 林整形外科／埼玉県整形外科医会／医療法人社団 山粋会 山﨑整形外科／サンケイリビング新聞社／（株）三和広告社
（株）セノン／東京新聞ショッパー／（株）松尾楽器商会／（有）中央舞台サービス／ JA埼玉県中央会／日本大学芸術学部／（株）川口自動車交通／（株）ホンダカーズ埼玉
ファミリーマートあすまや／（株）セブンドリーム・ドットコム／（有）杉田電機／丸茂電機（株）／太平ビルサービス（株）さいたま支店／（株）片岡食品／（株）協栄
（株）ヨコハマタイヤジャパン／ NTT東日本 埼玉支店／チャコット（株）／（株）平和自動車／光陽オリエントジャパン（株）／埼央建設（株）
【問合せ先】
（公財）埼玉県芸術文化振興財団 営業宣伝課 サポーター会員担当

H25.8.25 現在／一部未掲載

TEL 048-858-5507

彩の国

LOUNGE
vol.7

「Viva Verdi !」

〜イタリア人にとってヴェルディはなぜ特別なのか〜
文◎加藤浩子（音楽評論家）

「Viva Verdi！」

だが最近の研究は、ヴェルディと統一運動との直

イタリアの劇場でヴェルディのオペラを聴くと、

接的な関係を否定している。
《ナブッコ》
は必ずしも

そんなかけ声がかかることがある。
「Viva Puccini！」

政治的な目的で作曲されたわけではなかった（台本

「Viva Rossini！」などというかけ声は、

作家にはそのような意図があったが）し、本人が統

まずきいたことがない。イタリア・オペ

一運動に身を投じたわけでもない。政治に関心は

ラにおける「天才」という点では、引け

あったが、政治の季節なら知識人の誰もが持つ程度

をとらないにもかかわらず。イタリア

の関心だったようだ。

ジュゼッペ・ヴェルディ
（1813 〜 1901）

の街で、広場や通りの名前になってい

ただヴェルディの場合、
「その後」
が凄かった。オ

る作曲家も、ヴェルディがダントツだ。

ペラはイタリアが外国に誇れる第一の文化だったか

ヴェルディが特別扱いされている大

ら、その代表選手だった彼が、対外的な意味もあっ

きな理由は、彼が長い間、イタリアの
「祖国統一運動＝リソルジメント」の旗
手とされてきたことにある。彼の第３

て、統一後、文化人代表にまつりあげられたのだ。
そしてヴェルディも、その役割を受
け入れた。

作目のオペラで出世作となった《ナブッコ》をはじ

一説によると、イタリア人が心情

め、初期から中期にかけてのオペラは統一運動のさ

的により身近に感じるのはヴェル

なかに作曲されており、少なくともそのいくつか

ディよりプッチーニのオペラだとい

は、他国の支配下にあったイタリア人を鼓舞するた

う。だがイタリア人の価値観や感情

めに書かれたとされてきた。「ヴェルディ」の名前

を劇的な音楽で心に訴えかけると同

は、歴史の教科書でもおなじみだ。

時に、慈善家としても活動するなど

実はイタリアの学校には、音楽の授業がない。だ

「立派な人」
だったヴェルディは、音

からイタリアの子供は、まず歴史上の人物として

楽も含めてやはり特別な、一目置か

ヴェルディを知るのである。

れるべき存在なのである。

ミラノで行われたヴェルディの国葬
The Bridgeman Art Library / ア
フロ
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