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『リア王』
から
ゴールドへ
文◎ 秋島百合子（ジャーナリスト）

蜷川幸雄の主宰する高齢者劇団
「さいたま

行おうという情熱と行動力だ。

ゴールド・シアター」
が去年５月にパリで公

しかしそれはこの驚異的プロジェクトの

演するときいた時、おお、ついに来るべき

ほんの入り口の話。蜷川演劇の奥深いとこ

時が来たんだなとうれしくなった。もちろ

ろを探ると、1983年の『王女メディア』の

ん先ず感動したのは、平均74歳、最高年齢

ギリシャ公演以来、ほぼ毎年行われる海外

87歳の総勢37人が、長時間のフライトや

公演の延長線上に、
『鴉よ、おれたちは弾丸

様々な文化的ギャップを乗り越えて公演を

をこめる』
が見えてくるのである。
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PLAY
『タイタス・アンドロニカス』
（2006）と『コ
リオレイナス』
（2007）は、古代ローマに材

ロンドンに住む私は最終公演の６月１日、
海底トンネルをくぐる超特急でパリに向

を取りながらも、人間の残虐性に迫るテーマ

かった。エッフェル塔近くの瀟洒なエリア

は今日のグローバルな状況をそのまま映し出

にパリ日本文化会館は立っている。舞台で

している。
『シンべリン』
（2012）では、戦

は冒頭、アクリルの水槽に一人ずつ納めら

争や陰謀の中で蘇る夫婦愛がさらに大きな希

れた老人たちが、後に法廷を占拠する。

望につながるところで、東日本大震災で残っ

シュールとリアリズムを行き来する不条理

た
「奇跡の一本松」
を象徴的に使い、日本人の

な展開に、観客は吸い込まれるように見

心の中に熱い思いを駆り立てた。

『シンベリン』
（2012）阿部 寛、大竹しのぶ
Photo ◎渡部孝弘

『トロイアの女たち』（2012）白石加代子（中央）
Photo ◎宮内 勝

入っていた。日本の老人の過激なエネル

さらに蜷川は舞台で演劇的に表現するだ

ギーと、モダニズムやアヴァンギャルドを

けに留まらず、直接的な「当事者キャスト」

日常の中で培ってきたパリの人々が、これ

を起用する番外編『トロイアの女たち』を作

地道な活動の一つ一つが、団員のみでなく

それゆえに『鴉』のパリ公演は、他の社会

り上げた。イスラエルとの共同制作で、同国

社会全体の高齢者に大きな励ましと希望を

的メッセージを放つ海外公演と同じく重要

のユダヤ人、パレスチナ人と日本人の俳優

もたらすことになった。

であり、その延長線上にあるものと考える。

ほど相性が合うとは知らなかった。こうい
『リア王』
（1999）ナイジェル・ホーソン、真田広之

う発見に、私はしびれてしまう。

Photo ◎谷古宇正彦

を同等に配分して、反戦劇の元祖ともいえ

高齢者の問題は国境を越えて世界中で深

蜷川は去年のパリ公演に向けてこう言っ

刻な問題を先取りしていたのかもしれない。

るエウリピデスの古典を演出したのだ。戦

刻化している。専門家が様々な医療やケア

ている。
「高齢者の演劇集団という世界でも

（1998）は、劇中劇以外は特に和風という

社会と演劇の関わりを常に意識する蜷川

争で愛する者を殺された女たちの悲劇を身を

の向上に努める一方で、ゴールド・シアター

類を見ないカンパニーとして、我々の行為

なかったが、それより『鴉』が世界に羽ばた

わけではない。
（括弧内はイギリス初演の

は、古典であっても現実と重ね合わせた舞

もって体験している2つの民族に、その苦し

のようなプロジェクトは、豊かな精神生活

がどれだけ普遍性をもっているのかをヨー

く意義を考えることの方が大切だ。そこで

年。以下同）

台を作る。いや、古典だからこそ普遍的に

みを体現させたのである。彩の国さいたま

を支える上で非常に大きな意味がある。

ロッパの観客に問いたいですね」

イギリスで上演される蜷川演劇を最初か
ら観ている者としては、ムムッ、今回はフ
ランスにしてやられたか、と思わないでも
からす

である。楽屋から飛躍する『ハムレット』

蜷川の海外公演を振り返りながら、全体像

この後、蜷川はロイヤル・シェイクスピ

表現できるのだろう。あらゆる世界を包み

芸術劇場の大稽古場で稽古中に、パレスチナ

の中にゴールド・シアターを置いてみるこ

ア・カンパニーと彩の国さいたま芸術劇場

込むシェイクスピア作品に関しては、佳境

自治区ガザのイスラム組織とイスラエル軍

とにした。

の共同制作で、英語版の『リア王』
（1999）

に入った
「彩の国シェイクスピア・シリーズ」

の間で激しい紛争が起き、緊張の中で2012

を演出した。名優ナイジェル・ホーソンの

の中から、
『リア王』の後も幾つもの舞台が

年12月、東京とテルアビブの公演を行った。

リア王はイギリスでよく見られる猛威を振

イギリスに渡って成功を収めている。家族

るう暴君タイプではなく、愚かで哀しげで、

再 会 の 喜 び で 終 わ る『 ペ リ ク リ ー ズ 』

N・ホーソン主演『リア王』は
高齢者問題の先取りか
先ず海外公演の初期には、蜷川独特の手

明らかに頭がおかしくなっていく老人の姿

（2003）は、戦火の中で喘ぐ人々の夢物語と

法で作り直した西洋の古典、つまりギリ

だった。この役作りはイギリスで賛否両論

して語られ、これは奇しくも対イラク戦争

シャ悲劇とシェイクスピア劇をギリシャや

の劇評を招いた。高齢者問題が今ほど論議

の勃発した３月にロンドンで幕を開けた。

イギリス等の“本場”に持って行くことが多

される時代ではなかったことも、関係があ

かった。仏壇の中に桜の花散る『マクベス』

るかもしれない。

社会を映す鏡として
それではここにゴールド・シアターがど
のように位置付けされるのか。先ずは演劇
が社会を映す鏡であることを考えると、世

『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』
（2013）Photo ◎宮川舞子

界各地での晴れ晴れしい公演だけは灯台下

（1985）
、佐渡島の古い能舞台に幻想の広

後にホーソンが蜷川に、観客からの手紙に

暗し、片手落ちになってしまう。しかし高

がる『テンペスト』
（1988）
、石庭に妖精が

ついて話したことがある。
「お医者さんから

齢者問題を浮き上がらせた『リア王』から7

飛び交う『夏の夜の夢』
（1995）等、日本情

の手紙が多くてね。特に老人病に関わってい

年後の2006年、蜷川は団員募集に熱狂的

緒豊かな設定がイギリス人の心を奪った。

る人たちが、僕のリアを見て、ボケ方や理性

な反応を見せた55歳以上の“俳優たち”と共

もちろん外国向けではなく、あくまでも日

を失っていく様子に深く感銘してくれたそう

に、この異色の劇団を発足させたのである。

本人にわかりやすくするためにそうしたの

なんだ」
。今にして思えば、蜷川はこの深

やがて演劇の訓練や俳優たちのケアを含む

公演概要

■香港公演

さいたまゴールド・シアター

日
会
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『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』
作
：清水邦夫
演
出：蜷川幸雄
出
演：さいたまゴールド・シアター、さいたまネクスト・シアター
上 演 時 間 ：約 70 分（休憩なし）

04

日

新視野藝術節 New Vision Arts Festival 2014 参加

時：11月14日
（金）開演20:00、15日
（土）開演20:00、16日
（日）開演15:00
場：葵青劇院 Kwai Tsing Theatre

■東京公演

『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』（2013）Photo ◎宮川舞子

フェスティバル /トーキョー 14 参加

時：11月23日
（日）開演18:00、24日
（月・祝）開演18:00、
25日
（火）開演19:30、26日
（水）開演14:00
会
場：にしすがも創造舎
チケット
（税込）
全席自由
（整理番号付き）一般4,000円
（当日は +500円）ほか
発売日：9月28日
（日）10:00 〜
※財団チケットセンターでの取扱いあり
（一般4,000円のみ）
。
※
《先行割引》9/20（土）〜 27（土）
期間中、F/T チケットセンター 03-5961-5209のみで前売
りチケットを30%OFF で販売いたします。財団チケットセンターで先行割引の取扱いはございま
せんのでご了承ください。
※詳細はフェスティバル / トーキョー実行委員会事務局03-5961-5202にお問合わせください。
http://festival-tokyo.jp/

■パリ公演
日

会

時：12月8日（月）開演20:30、9日（火）開演20:30、
10日（水）開演20:30、11日（木）開演20:30、
12日（金）開演20:30
場：パリ市立劇場 Théâtre de la Ville

■豊橋公演
日
時：12月20日（土）・21日（日）
会
場：穂の国とよはし芸術劇場プラット 主ホール
※公演・チケットの詳細は穂の国とよはし芸術劇場
0532-39-8810にお問合わせください。

■川越公演
日
時：12月27日（土）・28日（日）
会
場：川越市市民会館 やまぶき会館
※財団チケットセンターにてチケット販売いたします。
料金、発売日等の詳細は決定次第、財団ホームページ等でお知らせいたします。

平均年齢75 歳のさいたまゴールド・シアター、
“タンツテアター”に挑む！

３年目の今年は、満を持して迎える本公演！
彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

あ

づ

さ

さいたまゴールド・シアター×瀬山亜津咲 新作
日

時：8 月 28 日（木）開演 19:00、29 日（金）開演 14:00、
30 日（土）開演 14:00、31 日（日）開演 14:00
※演出の都合により、開演時間に遅れますとお席への案内ができない場合があります。
会
場：彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
演出・振付：瀬山亜津咲（ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団ダンサー）
出
演：さいたまゴールド・シアター
チケット（税込） 好評発売中
一般：3,000円 メンバーズ：2,700円
U-25（25歳以下対象／枚数限定／要身分証明書）
：1,500円
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彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念
NINAGAWA×SHAKESPEARE LEGEND Ⅰ
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ロミオ役には蜷川作品初参加となる菅田将暉、
ジュリエット役は「オールメール」で娘役を数多く演じてきた月川悠貴が扮する。

翻
出

作

★

★

☆

★

休演

7
木

13:00

会
演

花の都ヴェローナ。キャピュレット家とモンタギュー
家は互いに敵対する名家だ。モンタギュー家のロミオ
は、友人のマキューシオ、ベンヴォーリオと共にキャ
ピュレット家の仮面舞踏会に忍び込む。ジュリエット
の従兄弟ティボルトがモンタギュー家の若者たちを見
つけ一触即発の状態に。そこでロミオはキャピュレッ
ト家の令嬢ジュリエットと出会い、２人は一瞬で恋に
落ちる。だが互いの家が敵同士であることを知り、恋
の行方に暗い影を落とすのだった……。

時 ：8月7日（木）〜 8月24日（日）
8月

「ニナガワ×シェイクスピア レジェンド」第１弾として
男性キャストのみで演じる『ロミオとジュリエット』が登場する。

取材・文◎鈴木理映子（演劇ライター）

STORY

『ロミオとジュリエット』

休演

『ロミオと
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
Roméo and Julíette

公演概要

☆

★

☆：追加公演
場：彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
出：蜷川幸雄
：W. シェイクスピア
訳：松岡和子
演：菅田将暉、月川悠貴、矢野聖人、若葉竜也、平埜生成、菊田大輔、
原 康義、青山達三、塾 一久、廣田高志、間宮啓行、大鶴佐助、岡田 正、
清家栄一、山下禎啓、谷中栄介、鈴木彰紀*、下原健嗣、ハイクラソーナ、
後田真欧、小松準弥、佐藤 匠、原 零史、福山翔大、竹村仁志、西村 聡
*さいたまネクスト・シアター

※予定枚数終了。当日券については、公演当日午前10時以降に財団チケットセンター
にお問い合わせください。

ラストに至る過程に説得力を持たせたい

菅田
将暉

MASAKI SUDA as

06

Roméo

役の背景を感じさせるジュリエットに

いつか蜷川さんの演出でお芝居をしたい

の家が対立してて愛が育めず、死んでしま

なとは思っていたんですが、こんなに早く

いました」ってだけで片付けられるような

夢が叶って驚きましたし、頭の中がまだう

舞台にはしたくない。ラストシーンに至る

まく整理できていない状態です。

一つひとつの過程にどう説得力を持たせら

ジュリエットの婚約者・パリス伯爵役で出

んですが、仕草やせりふ回しにも同じこと

『ロミオとジュリエット』ってすごく有

れるかが課題です。特にロミオは、友だち

演しました。今回はその時に感じた疑問

が言えます。女性の仕草や話し方を真似て

名ですけど、ちゃんと内容を知ってる人

がいっぱいいて、闘えば強いし、頭もよく

を、蜷川さんと相談し、解いていきたいな

も気持ち悪いだけ。娘役には娘役の動き

は、きっと少ないですよね。僕も以前マ

てカリスマ性を感じさせる存在。どっちの

と思っています。たとえば、パリス伯爵

方、話し方があるんです。

キューシオ役で実際に舞台に参加して、そ

家にも「いい奴だ」って一目置かれてるし、

は、ジュリエットには少しも相手にされな

最近の蜷川さんは稽古場で「
（演技を）好

こで初めて、時代を超えて世界中で上演さ

だからこそ、ジュリエットとの死はその対

かったんですよね（笑）
。でも、いくら恋愛

きにやってみて」とおっしゃることが多い

れる理由が分かった気がしました。ジュリ

立を終わらせるきっかけにもなるんです。

関係になるまでにはいかなくても、一度は

のですが、それには自分の意志がすごく大

エットとの愛、両家の確執、その間に立つ

この物語には人の死がたくさんでてきます

婚約までした相手をそんなに冷たくあしら

事になると思うんです。今、この役はどう

教会の存在っていう構図も面白いし、ちゃ

けど、やっぱり簡単に人を殺しちゃいけな

うかなって。14歳とはいえ、両家の確執

いう感情でいるのか、どんな意志を持って

んと笑いどころもあって、感動できる。悲

いし、僕だってロミオを簡単に死なせたく

のこととか、結婚のこととか、ある程度理

行動しているのか……役者を始めた頃みた

劇って、ただ悲しいことをやって、悲しそ

はありません。

『ロミオとジュリエット』には、以前に、

最低限のやり方を探していくようになった

解はできてると思うんです。そういう問題

いに細かな動きまで指示されて、その通り

うな顏をしてればいいのかっていうとそう

舞台の仕事は、みんなで作り上げる時間

を抱えながら、ロミオが現れたからといっ

に動くだけなら楽ですけど、今はどんどん

ではないんですよね。むしろ、笑ってる姿

を長く持てるし、その成果を生でお客さん

て、パッと感情を切り替えられるかってい

自分で考えていかないとむやみに動くこと

が悲しく感じられることもあるわけで、人

に届けられる。今回はこれまで僕が経験し

うと……。正直、今まで僕が観てきたジュ

もできない。真逆の方向転換に最初は戸

間が生きてるマジな姿勢の結果が「悲劇」に

てきたよりは小さな空間でのお芝居になり

リエットは、そういった背景を感じさせな

惑ったけど、今の自分にはそれが合ってい

もなるってことだと思うんです。

ますが、よりダイレクトに伝えられる楽し

いというか、なんの重荷も背負っていない

るし、面白くもなってきました。菅田さん

今回の舞台がどんな演出で、どんな時代

みもあるし、やるべきことは基本、変わら

感じがした。だから今回はそこを丁寧に紐

ともポスター撮りの時にお話させていただ

設定、環境のなかで僕がロミオを演じるの

ないと思います。独白が結構あるので、そ

解き、僕なりの『ロミオとジュリエット』を

いたんですが、すごく落ち着いていて大

かはまだ分かりません。でも、
「若い二人

れをどうするかということはあるけど

つくりあげたいと思います。

人っぽい方なので、きっと自然体で共に稽

が出会って一目惚れして、でも、それぞれ

……。普段、目の前の空間に向かってあん

それにしても、もしこれが僕にとって最

なにたくさんの言葉を喋りませんしね。そ

初の娘役だったりしたら、今よりもっと厳

れも「わぁ、どうしよ」ってひとこと言え

しいものがあったでしょうね。娘役を演じ

すだ・まさき

ばいいようなことを（笑）
。でも僕は、そこ

るようになってずいぶん経ちますが、当初

大阪府出身。2009 年ドラマ『仮面ライダーＷ』で
主演デビュー。注目の若手俳優として活躍。14 年
NHK 連続テレビ小説『ごちそうさん』の西門泰介役
も話題となる。主な出演作にドラマ
『泣くな、
はらちゃ
ん』
『死神くん』
、
映画『共喰い』
『男子高校生の日常』
『そ
このみにて光輝く』
『闇金ウシジマくん Part2』など。
舞台は『タンブリング』シリーズ、ジョナサン・マン
ビィ演出『ロミオとジュリエット』に出演。今後、映
画『チョコリエッタ』
『海月姫』が公開を控える。

に誠意を感じたりもするんです。いろんな

はメイクさんに言われるまま女性のメイク

生き物や色、自分の知ってるボキャブラ

をして舞台に出ていたんです。ところがあ

リーを最大限に使って表現しようとする

る時、それが気持ち悪いってことに気がつ

姿って、カッコいいじゃないですか。僕も

いた。
「あぁ、男の顏に女のメイクをする

「言葉」は好きなので、そこは大事に演じた

からいけないんだ」って。そこからいろい

いと思います。

ろと研究して、いらないものを省き、必要

古を進めていけると思います。

月川
悠貴

YUKI TSUKIKAWA as
つきかわ・ゆうき
東京都出身。1985 年初舞台。以後、数々の舞台やテ
レビに出演し、98 年には演歌歌手に。2000 年に舞
台復帰。彩の国シェイクスピア・シリーズの「オール
メール・シリーズ」では、
『お気に召すまま』シーリア、
『間違いの喜劇』ルシアーナ、『恋の骨折り損』マライ
ア、
『じゃじゃ馬馴らし』ビアンカとすべて娘役とし
て出演、12 年『トロイラスとクレシダ』ではヒロイ
ンのクレシダ役を見事に演じた。同シリーズになくて
はならない存在として高い評価を得ている。

Julíette
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彩の国シェイクスピア・
シリーズ第29弾

翻訳・松岡和子に聞く

JULIUS CAESAR

『ジュリアス・シーザー』

反復の台詞が人心を動かす

“男のドラマ”

と松岡さんは捉えている。

すが、繰り返しとたたみ掛けの台詞が多用

「このアントニーが、女に迷うと“あの”ア

「後から考えるとキャシアスの言う通りに

されていて、フォーマルな印象です」

ントニーになっちゃうとはね
（笑）
」

していれば無惨な敗北には至らなかったで

論理的で真摯なブルータスの演説にロー

第24弾で“あの”アントニーを演じたの

あろう多くの場面で、常にブルータスの意

マ市民はシーザー暗殺もやむなしと納得し

は今回キャシアス役の吉田鋼太郎。作品を

見が選択されています。キャシアスのブ

かけるが、その直後、アントニーがシー

またいで世の中の諸行無常を感じさせると

ルータスへの信頼と、自らの動機に私怨が

ザーの遺体と共に沈痛な面持ちで現れ弔辞

は、さすがシェイクスピア先生である。

混じっているというやましさゆえだと私は

に立つと、空気はガラリと一変する。

「作品ごとに文体の特徴が違うのがシェイ

思いますが、結局それが自分たちの命を危

「ズタズタになったシーザーのマントから

クスピアのすごさです。今回は繰り返しと

也、ブルータスの朋友キャシアスを吉田鋼

険にさらしてしまう。愚かと言ってしまえ

遺書まで、小道具も効果的に使って、段取

たたみ掛けの台詞が、人の心を大きく動か

ブルータス？」という台詞は誰もが耳にし

太郎、タイトル・ロールのシーザーには横

ばそれまでだけれど、その愚かしさの裏に

りを踏みながら聴衆を惹き付けていくんで

していく重要なポイント。繰り返しでも微

たことがあるはず。ローマの英雄ジュリア

田栄司という布陣が期待を呼ぶ。

ある絆の強さ、信頼関係には貴いものがあ

す。
“作・演出・主演＝マーク・アント

妙に違う言い回しになっていたりしますか

ス・シーザーが、友人でもあるブルータス

「ハムレットにも通じる苦悩の人、ブルー

るんです。自分の信じることに殉じるとい

ニー”って感じ（笑）
。
《ブルータスはシー

ら、ぜひチェックしてみてください」

に暗殺される直前の叫びだ。ネロやカリ

タスは阿部さんにぴったり。横田さんの

う点で、どこか日本の武士道にも通じま

ザーが野心を抱いたと言う》
《そしてブ

怒濤のように押し寄せる言葉のパワーを

ギュラとは違って明らかな暴君でもなく、

シーザーも冒険的で面白い。アントニーは

す。男の
“信”
と
“義”
の世界に共感する日本

ルータスは公明正大な人物だ》
。この２行

肌で感じながら、
“信”と“義”の男のドラマ

大ポンペイの息子たちを制圧してローマ市

竜也さんかなと予想していましたが、意外

人は多いんじゃないかしら。誤解を恐れず

を繰り返す合間に、シーザーを称えるエピ

を存分に楽しみたい。

民に熱狂的に迎えられた輝かしい英雄を、

だったのは鋼太郎さんのキャシアス！ こ

に言えば、私はこの作品を訳すことで、男

ソードを挟み込んで、市民に行間を読みと

なぜ殺さなければならなかったのか？ 物

れを聞いて後半の翻訳が一気に進みまし

性という生き物のもっとも良い一面に触れ

らせていく。見事なレトリックですよ」

語は暗殺グループのリーダーに祭り上げら

た。この配役にした蜷川さんはすごい。終

た気がするんです」

れたブルータスの葛藤を中心に描く。

盤にブルータスとキャシアスの別れの挨拶

シェイクスピアによるローマ史劇の傑作が満を持して登場。
翻訳の松岡和子氏の“産みの苦しみ”から見えて来たのは、
取材・文◎市川安紀
男同士の信義のドラマだった。
ストーリーは知らなくても、
「お前もか、

原文で通読した際には、
『冬物語』をはじ

があるんですが、自分の訳を声に出して読

めとするロマンス劇の文体のような難解さ

む度に、阿部さんと鋼太郎さんの声や表情

はなく、いたってシンプルな印象だったとい

が浮かんで、ウルッと来ちゃうの
（笑）
」

「男同士の信義の物語ですから、ヤワな日

ゾッとさせられる場面だ。
「アントニーは情に訴えることの効果をよ

しているのが、前述した２人の別れの挨

く知っていました。一方のブルータスは徒

拶。この場面のみならず、この作品には驚

手空拳。
“正しければ理解される”という落

くほど多くの
“繰り返し”
と
“たたみ掛け”
の

とし穴にハマってしまったんですね」

本語になってはいけないんです。余計なも

ブルータスがシーザー暗殺を決意するに

台詞が登場する、と松岡さんは指摘する。

アントニーの方が一枚も二枚も上手だっ

のはそぎ落としつつ、力強い日本語にする

至ったのは、キャシアスの説得があったか

本作最大の見どころ・聞きどころでもあ

たというわけだが、当シェイクスピア・シ

ために時間がかかってしまいました」

らだ。そのキャシアスの動機にはシーザー

るブルータスとアントニーの演説合戦でも

リーズ第24弾『アントニーとクレオパト

への私怨が含まれているが、高潔な正義漢

顕著だ。まずローマ市民に向かって、なぜ

ラ』をご覧になった方であれば、頭キレッ

配役の決定だ。ブルータス＝阿部寛のほ

ブルータスを突き動かしているのは、あく

シーザーを殺めなければならなかったの

キレの狡智に長けたこの青年が、後年、美

か、シーザーの腹心で巧みな演説によって

までローマ市民の平和を願っての大義のた

か、その訳を説明するのはブルータス。

女に骨抜きにされるただの中年（失敬）に成

大衆を味方につけるアントニーを藤原竜

め。
「２人のライバル関係と友情は独特」だ

「ブルータスの演説は散文で書かれていま

り果ててしまうことはご存じの通り。

そんな翻訳作業の推進力となったのが、
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『ジュリアス・シーザー』
日

時 ：10月7日（火）〜10月25日（土）
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休演

愚かしさも愛おしく

ブルータスとキャシアスの絆を端的に表

に。手のひら返しの群集心理の危うさに、

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念
彩の国シェイクスピア・シリーズ第29弾

休演

ると、コトはそう簡単には運ばなかった。

アントニーの弔辞

たブルータスは、一転して追われる立場

ポンペイを破ったジュリアス・シーザー（横田
栄司）が、ローマに凱旋を果たす。その権力が
益々強大となることを恐れたキャシアス（吉田
鋼太郎）は、市民から厚い信望を得ていたブ
ルータス（阿部 寛）を仲間に引き入れ、暗殺を
決行する。英雄の死に一度は混乱した市民た
ちも、直後に行われたブルータスの演説に納
得するが、シーザーの腹心だったアントニー
（藤原竜也）が弔辞を述べると、民衆の心は逆
に反ブルータスへと翻ってしまう。形勢不利
とみたブルータスとキャシアスは、兵を集め
戦いに打って出るが……。

公演概要

休演

う松岡さん。ところがいざ翻訳にとりかか

計算し尽くされた

アントニーの緻密な人心掌握術に完敗し

STORY

◎：映像収録のため場内にカメラを設置します。
会
演
作
翻
出

場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
出：蜷川幸雄
：W. シェイクスピア
訳：松岡和子
演：阿部 寛、藤原竜也、横田栄司、吉田鋼太郎
中川安奈、たかお鷹、青山達三、山本道子、原 康義、大石継太、
丸山智己、廣田高志、間宮啓行、星 智也、松尾敏伸、岡田 正、
二反田雅澄、飯田邦博、新川將人、澤 魁士、五味良介、水谷 悟、
斎藤慎平、手打隆盛 * ほか * さいたまネクスト・シアター

チケット（税込）
一般：S 席9,500円／ A 席7,500円／ B 席5,500円 メンバーズ：S 席8,600円／ A 席6,800円／ B 席5,000円
U-25（25歳以下対象／ B 席対象／劇場のみ取扱／要身分証明書）
：2,000円
発売日：一般7月19日（土） ※メンバーズ発売中
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白石加代子という名前を
「百物語」に
お貸ししていました
白石加代子の「百物語」が、
九十九話目でついにファイナルを迎える。
台本を手に語る朗読スタイルながら、
声と身体を巧みに操り、豊潤にして変幻自在な表現で
観客を作品世界へと一気に引き込む、
究極の「１人エンターテインメント」だ。
1992 年のスタート以来、
長い歳月をかけて育んできたライフワークだけに、
その集大成に向けて万感がこもる。

選択を任せて広がる世界

るお手伝いをしている感覚なんです。稽古

でいただくほうが思いがけないところに辿

で私が突然投げる変化球も、鴨下さんは面

──いよいよファイナル公演です。この日

り着けるんだな、と気がついて。途中から

白ければ取り入れていく。役者がやること

がすぐ来ると思っていらっしゃいましたか。

はお任せです。その代わり、文句は言いま

に対して柔軟な方ですね。

本当に長い時間がかかりましたね。はじ

す。
「すごく面白いけど、私が読む必要ない

──鏡花ものでは以前『高野聖』をおやりに

めは実際に百本目指す気なんてなかったん

んじゃない？」
なんてね
（笑）
。

なってますね。

です。劇団を辞めたばかりで仕事がない時

──怪談のように本当に身の毛もよだつ怖

『高野聖』は何度か作り直していて、最終

に、
「１人でラジオドラマのようにやるのは

い話ももちろんありましたが、筒井康隆作

的には能舞台の形になりました。異界の物

どう？」
とプロデューサーの笹部博司さんに

品をはじめシュールで“コワ面白い”作品の

語ですから能舞台はぴったりでしたね。橋

言われて。もちろん最初は断りました。人

印象も強く残っています。

懸かりから出て一歩進むたびに、まったく

怖さもいろいろですからね。やってみた

違う景色が見えてくる。役者にとってはと

──暗記した台詞を間違いなく言うほうが

ら、おかしくて楽しくて。普段の私のノー

ても面白い空間でした。今回どうなるかは

難しそうな気がしますけど、違うんですね。

テンキな性格を鴨下さんはよくわかってい

わかりませんけど。

前で本を読むことがどれだけ難しいか。

取材・文◎市川安紀 Photo ◎ 細野晋司

に私を誘導してくださったのね。人に選ん

普通の芝居であれば、台詞を懸命に覚え

らして、後半は特にコメディが多くなりま

──ご自身が「百物語」から得られたのはど

て稽古するうちに感情も身体にしみ込んで、

した。そうこうするうち22年。最初の５年

のようなものだと思われますか。

自在に表現できるようになるんです。でも

で50話くらいまで行った後、それぞれ忙し

お客さまの前で二次元のものを三次元にす

くなって時間がかかってしまったけれど、

成立しないと思ってたの。日常はコメディ

る作業は大変ですよ。今は慣れたから、読

私は常に白石加代子という名前を「百物語」

の人間だけど、だからこそ日常的なものを

みながら「ここで盛り上げよう」なんて先取

にお貸ししているつもりでしたから。やは

舞台に乗せるのはとても難しくて。もう一

りできるようになりましたけど。最初はし

り責任は感じていましたね。だから本当に

ぶしぶ（笑）
。ところが岩波ホールで第一夜

ようやく辿り着いた、という思いです。ど

を開けてみたら、思ってもみないほどお客

んな時も白石加代子は健気に「百物語」を

切り裂いていくような舞台の作り方から、

さまがいらしたの。それがとっても嬉しく

守ってきました
（笑）
。

少しずつ日常的なお芝居もできるようにな

愛すべき女たち
──ファイナルは２作品が登場します。ま

いました。

最初は自分で日常的な作品は向かないだ

ずは三島由紀夫の『橋づくし』
。満月の夜に

──やっぱり名残惜しいですね。アンコー

ろうと思っていたから、私も作品選びに参

橋を渡って願掛けする花柳界の女たちを描

ルの可能性なんてあるのでしょうか。

加させてもらってたんです。でも女優の扱

く小品です。三島作品は意外や初登場とか。

いを心得てらっしゃる鴨下さんが、そうし

そうなの。
『サド侯爵夫人』のような作品

たふんわりとした空気の作品もできるよう

とは全く文体が違いますね。淡々と進んで

お客さまに人気の高い作品もいろいろあり

いくお話で、最後に誰からも注目されない

ますから、ご希望があれば旅公演で持って

女の子に突然光が射すところがたまらない

いきたいという願望はありますね。

んです。わかりやすい“怖い話”ではないか

──思い入れのある作品はありますか。

──作品選びはお任せですか？

公演概要

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

白石加代子「百物語」シリーズ
第三十二夜 第 99 話ファイナル公演

第98話 三島由紀夫『橋づくし』
第99話 泉鏡花『天守物語』

時：9月30日
（火）開演19:00
10月 1日
（水）開演15:00
会
場：彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
構成・演出：鴨下信一
出
演：白石加代子

けない女優」なんて言われて（笑）
。本当に
「百物語」には豊かなものを勉強させてもら

た素敵で、背中を押してくれました。

白
石
加
代
子
Interview KAYOKO Shiraishi

回再構築しないと舞台には出せないんです。
「百物語」をやることで、それまでの空間を

りました。鴨下さんにはよく
「ソケットが抜

て、頑張ってみようかな、って。演出の鴨
下信一さんと笹部さんの作品の選び方がま

私の場合、自分に近いものは表現として

ら、どう仕上がるか乞うご期待ですね。

自分であまり言うのもおかしいけれど、
私は「百物語」が好きでたまらないんです。

全て好きだけれど、特に女が主人公の作

──そして大トリが泉鏡花の『天守物語』
。

品はどれも愛着があります。愚かさ、怖さ、

怪かしの天守夫人と若武者との禁断の恋は

ずるさ……。私は女に関しては何でも愛せ

演劇にオペラに能にと大人気です。絢爛豪

る。どんなことをしても責めたくないの。

華な言葉の世界は鏡花ならではですね。

女は女同士、許してあげなきゃね（笑）
。

こんな凄い作品を私が喋って成立するの

ファイナルの『橋づくし』も『天守物語』もさ

かまだ不安だけれど、鴨下さんは私がどう

まざまな女が出てきますから、お客さまそ

演じれば作品が魅力的なものになるのか、

れぞれの頭の中でイメージを広げて、楽し

お考えでしょうから。私は物語が立ち上が

んでいただけたら嬉しいですね。

日

泉鏡花『天守物語』
Photo ◎田中亜紀
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※予定枚数終了。当日券については、公演当日午前10時以降に
財団チケットセンターにお問い合わせください。

しらいし・かよこ 東京都出身。1967 年早稲田小劇場（現 SCOT）入団。代表作
『劇
的なるものをめぐってⅡ』などに主演し活躍する。89 年に退団後は現代演劇を代
表する演出家の作品に数多く出演。近年の舞台に、野村萬斎演出『サド侯爵夫人』
、
長塚圭史演出『あかいくらやみ』、蜷川幸雄演出『ムサシ ロンドン・NY バージョン』
など。鴨下信一演出による『百物語』
『白石加代子の源氏物語』シリーズでは新たな「語
り物」の世界を創出している。2005 年紫綬褒章、12 年旭日小綬章受章。

Interview KAYOKO Shiraishi
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今秋、パリ・オペラ座バレエ団
芸術監督に就任！

DANCE

『クインテット』
Photo ◎ Ryan Schude
『モーガンズ・ラスト・チャグ』
Photo ◎ Laurent Philippe

バンジャマン・ミルピエ率いるダンスカンパニー、
L.A. Dance Project が待望の初来日！

リ・オペラ座ではシャ
ガール美術によるもの
などが時折上演されて
い る が、 決 定 版 は な
かった。
ミルピエ版では、開
幕すると照明によって
透ける縦のストライプ
の斜幕が吊されており
モダンで鮮烈。ストライプを使った作品

今、世界中から熱い視線が最も注がれる振付家バンジャマン・ミルピエ。

『リフレクションズ』
Photo ◎ Laurent Philippe

彼が率いる新星ダンスカンパニーがここ埼玉で初来日公演を果たす。
パリ・オペラ座で5月に初演されたミルピエの最新作『ダフニスとクロエ』
を観劇した芳賀直子氏に、
ミルピエの最新情報とともに精鋭集団L.A. Dance Projectについて紹介してもらった。
文◎ 芳賀直子（舞踊研究家）

な滑り出しとなったと言えるだろう。

で世界的に知られるフランス人造形作家

話がそれたが、今回さいたまで同時上

ダニエル・ビュランによる舞台美術は、ふ

演される『クインテット』はフォーサイス

ちだけがストライプ模様の丸、四角、長

の1993年の作品。最近あまり日本で上演

方形といったシンプルなオブジェを吊る

されないフォーサイス作品という意味で

すだけではなく、透明なそのシルエット

も貴重だろう。フォーサイスらしい、オ

が舞台床に照射され、シンプルながらも

フバランスの動きや、空を切るスピー

効果的で印象に残るイメージで舞台を盛

ディーさなどは今みても古びることがな

り上げる。それらの大変スタイリッシュ

く 新 鮮。 フ ォ ー サ イ ス は L.A. Dance

な舞台美術は、重厚感のある音楽に現代

Project のダンサーたちのパワフルな身

的イメージを与えることに成功していた。

体、強い存在感に触発され L.A. 版として

衣裳は男女共に基本的には白か黒に統一

再振付した部分もあるという。

されており、女性はドレス、男性はひざ

もうひとつの
『モーガンズ・ラスト・チャ

最新作『ダフニスとクロエ』

丈パンツに T シャツ、最終幕のみ美術と

グ』は、スザンヌ・デラル・センターを拠

の成功

同じ色のグリーン、ブルー、イエロー、

点に2004年にカンパニーを結成して活躍

オレンジの衣裳とコントラストも鮮やか。

を続けているイスラエルの振付家エマ

今年5月にパリ・オペラ座でミルピエに

ミルピエの振付には、時に彼を見出し

ニュエル・ガットの作品。すこし乱暴な言

よる最新作、またミルピエにとって初め

たジェローム・ロビンスやバランシン的な

い方かもしれないが、イスラエルの振付

ての物語バレエへの挑戦であり全幕作品

身体の使い方が見られる。音楽的な影響

家の特徴とも言える、非常に身体の存在

い。リヨンの国立コンセルヴァトワール

イナミズムが際立つ。現代的な作品に見

となる『ダフニスとクロエ』が初演された。

も皆無ではないだろうが、音楽に極めて

感に重きを置いた「リアル」な身体を感じ

注目の振付家、

で教育を受けた後、渡米し、スクール・オ

えるが、基本はバレエの動きがしっかり

元々はバレエ・リュスを率いるセルジュ・

沿った形での振付となっている。物語の

させる振付となっている。

バンジャマン・ミルピエとは

ブ・アメリカン・バレエに学び、ニュー

と根付いたもので、なめらかに続く動き

ディアギレフが手がけたもので、フォー

伝え方にしても白と黒という分かりやす

ミルピエ自身の作品を見られるだけでな

ヨーク・シティ・バレエ団に入団。2001

には詩情が込められている。とりわけバ

キンが振付けた。ラヴェルが作曲した音

い対立関係を見せるなど、現在の「分かり

く、フォーサイス、そしてガットと魅力の異

バンジャマン・ミルピエは今世界で最も

年からはプリンシパルダンサーを務める

レエを見なれた人達にとっても違和感の

楽がなかなか仕上がらなかったというい

やすさ」を非常に重視していた。終演後は

なる3つの振付作品を L.A. Dance Project

注目されている振付家の一人であること

など米国でキャリアを積んだ。同年から

ないコンテンポラリー作品ということが

わくつき、そして上演が『牧神の午後』と

パリ・オペラ座バスティーユ劇場を埋めた

の身体能力の高い、そして現代的な表現

は間違いないだろう。映画『ブラック・ス

振付も手掛け、2006年にはパリ・オペラ

できるだろう。この特長こそが彼をパリ・

同じ年（1912年）だったため、注目される

2,700人の熱気のこもった拍手で盛り上が

力に富む踊り手で見られるこの素敵な機

ワン』で出会ったナタリー・ポートマンと

座の依頼で『AMOVEO』を振付けている。

オペラ座が芸術監督として招いた理由の

ことがなかったという不運な作品で、パ

り、芸術監督就任前の作品としては好調

会、逃したくないものである。

の結婚後は、パパラッチに追われる数少

その後、2011年にニューヨーク・シティ・

ひとつなのかもしれない。

ない振付家としてダンスに縁のない人達

バレエ団を退団し、自らのカンパニー L.A.

にも知名度が高い。そうした中で、パリ・

Dance Project を立ち上げた。L.A. Dance

オペラ座次期芸術監督に抜擢されるなど

Project の2013年のパリ・シャトレ座公

話題に事欠かない人物である。そのミル

演では、今回さいたまで上演される自作

ピエが2012年から率いているダンスカン

『リフレクションズ』
、フォーサイス振付

パニーがこの秋に彩の国さいたま芸術劇

『クインテット』
も上演された。

場に登場する L.A. Dance Project である。

『リフレクションズ』はシンプルな衣裳

ミルピエはフランス生まれだが、パリ・

で、照明によって表情を変える文字を用

オペラ座でキャリアを積んだわけではな

いた美術が印象的な作品、ダンサーのダ

12

Photo ◎ Alexander Wagner

バンジャマン・ミルピエ
Benjamin Millepied

フランス、ボルドー生まれ。リヨン国立高等音楽院でバレエを学
び、その後渡米。1995 年にニューヨーク・シティ・バレエに入
団。2001 年にはプリンシパルに昇格（11 年退 団 ）
。バランシ
ンやロビンスを初めとする振付家による数々の作品で主役を務め
る傍ら、自らも振付を行う。10 年にナタリー・ポートマン主演
『ブラック・スワン』で振付を担当し、同映画に出演。12 年には
自らのプロジェクト L.A. Dance Project を設立し、積極的な
活動を展開。世界的にも高評価を受ける。
14 年 11月にパリ・オペラ座バレエ団芸術監督に就任予定。

公演概要
彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

バンジャマン・ミルピエ L.A. Dance Project
日
時：11月 8日（土）開演15:00 9日（日）開演15:00
会
場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
上 演 作 品：バンジャマン・ミルピエ振付『リフレクションズ』
エマニュエル・ガット振付『モーガンズ・ラスト・チャグ』
ウィリアム・フォーサイス振付『クインテット』
出
演：L.A. Dance Project
チケット（税込）
一般：Ｓ席6,000円／Ａ席 4,000円 メンバーズ：Ｓ席 5,400円／Ａ席 3,600円
U-25（25歳以下対象／枚数限定／要身分証明書）
：Ｓ席3,000円／ A席 2,000円
発売日：一般 8月2日（土） メンバーズ 7月27日（日）
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Photo ◎ Marco Borggreve

REPORT

フィリップ・ドゥクフレ による

MUSIC

ピアノ・エトワール・シリーズ
アンコール！Vol.3

レクチャー + 映像

小菅 優

すべての音、
小節が命を持って
輝きだす演奏

カ ン パ ニ ー DCA の『PANORAMA ─ パ ノ ラ マ 』
公演 2 日目の終了後に、振付家・演出家であるフィ
リップ・ドゥクフレによるレクチャーが行われた。
公演とは異なる作品の映像を見ながらドゥクフレ
がコメントし、その後に質疑応答が続いた。
「今回
初めて歌舞伎を見て、洗練された色彩感覚に魅了さ
れた」などと、精力的に語ってくれた質疑応答の中
から、いくつかのトピックスをご紹介する。

小菅 優（こすげ・ゆう）
高 度 な テ ク ニ ッ ク と 美 し い 音 色、
若々しい感性と深い楽曲理解で最も
注目を浴びる。現在、東京、大阪で
ベートーヴェンのソナタ全曲演奏会
（全 8 回）を行う。最新 CD『ベー
トーヴェン：ピアノ・ソナタ集第 3
巻「自然」』を含む 13 枚をソニーよ
りリリース。第 64 回文部科学大臣
新人賞他受賞。

文◎片桐卓也（音楽ライター）

取材・文◎結城美穂子

彼女のことをなんと呼ぼ

えてくれるピアニストだと

う。
「小菅さん」では堅苦し

いうこと。その作品のすべ

──作品のインスピレーションを得るのは

制作会社も参加していたのだけれど、人選

すぎるし、
「優ちゃん」では

ての音符、小節に命が吹き

どこからですか？

する側に“若いフランス人を起用したい”と

気軽すぎる。
「小菅優」では

込まれる。そこから音楽が

わりとよく尋ねられるのですが、実はよ

いうコンセプトがあったおかげで、僕が選

ヨソヨソしい。とりあえず

とても立体的に現れ、目の

くわかっていません。今までの繰り返しに

ばれたんです。幸運でした。アルベールビ

「彼女」と書いてみることに

前にスクリーンが広がるよ

はならないようにと気をつけつつ、自分が

ル以後、オリンピックの開・閉会式には、

見聞きしたことから感じたことを作品にし

僕が演出したようなアーティスティックな

ているだけです。ダンス以外のものからヒ

ショーを行うことが定着しました。僕が火

ントを得ることが多いですね。例えば
「足ひ

付け役といってもいいでしょう
（笑）
。

れのある衣裳をつけてバイキン役として踊

──あなたの原点は？

るダンス」
の場合、コンテンポラリー・アー

僕の原点はサーカスです。子供の頃に、

する。

『プティット・ピエス・モンテ』（1993）
「20 年前の
初来日の際、横浜で上演した。最後の部分で、ロシア
構成主義の影響を受けた装置をステージに置き、そこ
で重力を使いこなそうと考えた」
Photo ◎ Arnold Groeschel

うな感覚をおぼえる。そこ

ドイツで勉強し、その演

に彼女が作品から感じるイ

奏が注目されて録音デ

メージが次々と投影される

ビューもした天才的なピア

のだ。そんなわけで、彼女

ニストがいる、と聞いたの

の演奏を聴く時には、ワン

はもう10年以上前のこと。

シーン、ワンショットを見

トの展覧会で見た作品がもとになっていま

母からサーカスのポスターを集めた大きな

彼女に実際に取材する前に、

逃さないように集中してい

す。そこに当時聴いていたアラブの音楽を

本をプレゼントされました。どんな風だっ

その姿を「情熱大陸」
（毎日

なければならない。

組み合わせてみたんです。そんな風にいろ

たのだろうと、毎日スペクタクルを想像し

放送、2003年８月に放送）で見ることが

そして、実際の彼女に取材する機会が

彼女は現在、ベートーヴェンのピアノ・

いろ試しているうちにできあがるんです。

て楽しんでながめていました。

出来た。ヨーロッパでの活躍を追ったもの

やって来た。もちろん音楽の話もしたわけ

ソナタに取り組んでいる。年に２回の演奏

──アルベールビル冬季オリンピック

──アートとエンタテインメントとの違い

だったが、それは彼女がちょうど20歳の

だが、彼女の素顔というか、趣味というか、

会を東京と大阪で行い、並行して録音も

をどう考えていますか？

頃だった。それ以前に、ドイツのレーベル

かなりの映画好きということがわかった。

行っているが、この彩の国の演奏会では、

人間同士がなんであれ対立するのは良く

からすでに３枚の録音をリリースしていた

僕もいちおう映画好きなので、それ以降、

久しぶりにベートーヴェン以外の作品も聴

ないと思っています。僕はアートとエンタ

のだが、その内容がショパン《エチュード

彼女に会うたびに、
「最近、なんか面白い映

くことができる。バッハに始まり、ベー

広告の分野で活躍しているジャン＝ポー

テインメントの境界を消していきたいので

集》
、リスト《超絶技巧練習曲》、シューマ

画、観た？」
と尋ねるのが常となった。彼女

トーヴェン、武満徹、リスト、ワーグナー

ル・グードのアシスタントをしていた時期

す。スピードのあるものが好きでいつも違

ンの《幻想曲》など、10代のピアニストの

は、ヒッチコックの映画などの音楽を担当

（リスト編曲）という選曲。後半の武満以降

があり、1989年の「フランス革命200周年

うことをしていたい、変わり続けるのが自

レパートリーとは思えないほど、テクニッ

した作曲家バーナード・ハーマンについて

は「水」を感じさせる作品を集めている。プ

記念祭」を一緒にやったりしていました。

分の仕事と考えています。

ク的にも音楽的にも難しいものだった。そ

本格的に研究していた。その関心の深さは

ログラミングの面白さに加え、彼女の表現

彼に推薦されて選考会に出ることにしたん

──オーディションの時、どこに注目しま

の録音をいま再び聴いてみると、音楽性、

単なる映画ファンの域を超えている。

の冴えを味わえる選曲だと思う。新作の映

です。会場へは、初めての日本旅行から

すか？

テクニックなどすべての面でとても高い水

（1992年）の開・閉会式の演出に、まだほ
とんど無名だったあなたが抜擢された経緯
を教えてください。

戻ったばかりだったもので準備はせずに

気に入ったダンサーが自分のことを気に

ニッカポッカと地下足袋、というとび職人

入ってくれるかどうか、これが一番重要で

の格好で出向き、
“氷と炎のスペクタクル”

すね。またダンスだけでなく、さまざまな

というようなことをやりたいと話しまし

ことを抵抗なくできるダンサーを評価しま

た。また、今も YouTube で見ることが

す。一緒に楽しみを共有できることも大事

できますが、ニューオーダーの
『トゥルー・

です。一人でいるとずっと同じ絵を描いてい

フェイス』という曲のプロモーション・ビ

るような気持ちになってしまいますので、い

デオを見せたりもしました（注：ドゥクフ

ろいろな人と共に仕事をするのは大切ですね。

レは1987年発表のこのプロモーション・
ビデオの映像監督を務めている）
。大きな
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（2014年6月14日 彩の国さいたま芸術劇
場 映像ホール）

準にあることに、あらためて驚きを感じる。

公演概要

音楽の話に戻すと、彼女の実際の演奏の
時に感じるのは、常にたくさんの情報を与

画を観るようなワクワク感を抱いて、僕は
客席に座る。

Yu Kosuge

彩の国さいたま芸術劇場開館 20周年記念

『ソロ』（2003）
「私にとって大事な作品。たくさ
んの人と関わって仕事をしてきた中で、一人では何
ができるのだろうと問いかけてみた。自分の体で何
ができるかを見つめ直すいい機会となった」
Photo ◎ Arnold Groeschel

ピアノ・エトワール・シリーズ
アンコール！Vol.3 小菅 優
日
会
曲

時：9月13日（土）開演15:00
場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
目：バッハ／イタリア風のアリアと変奏 BWV 989
ベートーヴェン／ソナタ第21番 ハ長調 作品53「ヴァルトシュタイン」
武満 徹／雨の樹素描
武満 徹／雨の樹素描Ⅱ―オリヴィエ・メシアンの追憶に―
リスト／《巡礼の年 第3年》より〈エステ荘の噴水〉
リスト／バラード第2番 ロ短調
ワーグナー（リスト編曲）／イゾルデの愛の死

チケット（税込） 好評発売中
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
※ バ ル コ ニ ー 席 ・学 生 席 は 残 席 僅 少 。
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MUSIC

真理を語っている音楽作品こそが
名曲なのではないでしょうか

仲道の考える名曲とは

続いて仲道が選曲したのはドビュッ
シーの《版画》だ。三善はフランスの音使

日本が誇る演奏家がお届けするシリーズ「次代へ伝えたい名曲」。
第２回に登場するのはピアニストの仲道郁代である。
モーツァルトやベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲録音とコンサート、
各地の小中学校へのアウトリーチ活動など、
近年ますますエネルギッシュに日本のピアノ界をリードする仲道。
真摯な探求心と、光り輝く好奇心に満ちた彼女の演奏は、
どんなに“よく知られた”作品も、
瑞々しい音楽像を私たちに届けてくれる。
そんな仲道が考える「名曲」とは何だろうか。
取材・文◎飯田有抄（音楽ライター）

のように、対話的な音楽が繰り広げられ
ます」

「名曲とは、
『誰もが知っていて聴きやす

いを学んだが、ドビュッシーは逆に東洋

いもの』と思われるかもしれません。しか

の芸術からインスピレーションを受けた

し名曲という言葉の意味するものは、それ

作曲家である。

だけに留まらないと思います。素晴らしい

「フランスの画家たちが日本の浮世絵から

コンサートの後半は、ショパンで彩る。

音楽作品は、さまざまな感覚や感情を呼び

影響を受けていた頃に、ドビュッシーの

「ショパンはどの作品も有名ですが、その

覚ましてくれます。そこには、人が生きる

《版画》も生まれています。５音音階など東

中では少し渋いプログラミングかもしれま

ドビュッシーとショパンの対比

ことの『真理』が隠されているように思いま

洋風のモティーフが使用されていますが、

せんね。
《幻想ポロネーズ》はショパンの精

す。とてつもなく大切な、真理と言える何

やはりドビュッシーの立脚点は西洋。フラ

神と音とが渾然一体となった作品です。精

か。それを人は、
『美』と呼ぶのかもしれま

ンスのエスプリに満ちた音楽です」

神の奥へ奥へと分け入って行くような半音

せんね。真理や美は、言葉では説明し難い

三善とドビュッシーというラインの前

階の使い方などは、のちのドビュッシーに

ほど奥深く、ときに捉えにくく、判りにく

に、仲道はモーツァルトを据えた。
《ピア

も繋がるものがあります。ただし、ショパ

いものかもしれません。しかし一方で、真

ノ・ソナタ 第３番》をコンサートの幕開け

ンの場合はより心を動かす領域が大きく、

理は言葉も人種も時代も超えて、ダイレク

に選んだ。

ドビュッシーはより淡々と光と影を描写す

トに心に届けられるものでもあります。音

「モーツァルトの初期のソナタはとても

るように音を用いています。そんな二人の

楽には、真理を伝える力があります。しか

面白く、アイディアの宝庫です。このソ

コントラストも提示したいと考えました」

みやび

し真理を語らない音楽もあり、それは長い

ナタの第1楽章は非常にロココ的で雅な

歴史の中では残ってはいかないでしょう。

作品。第３楽章にはオペラのワンシーン

モーツァルト、三善、ドビュッシー、
ショパン。仲道の切り口によって、それぞ

真理を語っている音楽作品こそが名曲なの

れを繋ぐ一本の線が浮き彫りになると同時

ではないでしょうか」

に、各作品が見せる対比も鮮やかに浮かび
上がるようだ。

三善晃の曲を選んだ理由

「名曲が伝える真理とは、一つではありま
せんし、到達できたと思っても、実はでき

「次代へ伝えたい名曲」として、仲道がプ

ていないのかもしれません。音楽を通じて

ログラムの中心軸に据えたのは、日本を代

真理を受け取ろうとすることに、終わりは

表する作曲家・三善晃の《ピアノのための

ないのです。だからこそ面白い。クラシッ

アン・ヴェール》
である。

ク音楽の魅力はそこにあるのだと思いま

「三善先生のこの曲は、かつて海外の国際

す。真理を捉えようと思えば、謙虚にもな

コンクールを受けた頃によく弾きました。

り相手を尊重する心も生まれます。人を思

演奏するのはそれ以来です。なかなか通常

いやり、戦争のない平和な社会を希求する

のリサイタルでは取り上げにくい作品です

心を養うことにつながるでしょう。名曲と

が、今回の『次代へ』というテーマを頂い

対峙することで、わたしたちはそうした姿

て、真っ先にこの曲が頭に浮かびました」

勢に磨きをかけることができるのではない

三善晃は、日本の作曲界の黎明期（1950

でしょうか」
Photo ◎ Kiyotaka Saito

年代）にフランスへ渡り、いち早く同時代
の西洋音楽を吸収した一人である。
「フランスの音感覚を受け取っておられた
三善先生ですが、この
《アン・ヴェール》
には

仲道郁代（なかみち・いくよ）
国内外での受賞を経て 1987 年ヨーロッパと日
本で本格的にデビュー。リサイタルも全国各地で
開催し、中でも「ベートーヴェン・ピアノ・ソナ
タ全曲演奏会」とレコーディングは、作品への真
摯な取り組みと音楽性が高く評価され「ベートー
ヴェン弾き、仲道郁代」という評価を確固たるも
のとしている。近年は、ショパン、モーツァル
ト、ベートーヴェンなどの各シリーズ企画、毎年
恒例となったサントリーホールでのコンサートな
どが好評を得ている。レコーディングはソニー・
ミュージックジャパンインターナショナルと専属
契約を結び多数の CD をリリース。2003 年か
ら一般財団法人地域創造理事、大阪音楽大学特任
教授、2012 年から桐朋学園大学教授を務める。
http://www.ikuyo-nakamichi.com
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ししおどしのような響きや間合い、クリス
タルを通して光が砕け散るような色彩感な

公演概要
彩の国さいたま芸術劇場開館 20周年記念

彩の国さいたま芸術劇場シリーズ企画「次代へ伝えたい名曲」

第2回 仲道郁代 ピアノ・リサイタル

Ikuyo Nakamichi
どがあり、どこか日本的な精神が息づいて
いて、感覚が研ぎすまされる曲です。当時
の日本人作曲家はこのように音と対峙して
いた、というのをお聴かせしたいですね」

日
会
曲

時：11月 8日
（土）開演14:00
場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
目：モーツァルト／ピアノ・ソナタ第3番 変ロ長調 KV 281
三善 晃／ピアノのためのアン・ヴェール
ドビュッシー／版画
ショパン／夜想曲第20番「レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ」
ショパン／バラード第1番 作品23
ショパン／幻想ポロネーズ 作品61
ショパン／アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22

チケット（税込） 好評発売中
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
※バルコニー席・学生席は残席僅少。

Photo ◎ Kiyotaka Saito
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REVIEW
2014.5 6

PLAY

『海辺のカフカ』

彩の国 のアーツ

4月29日～5月15日

PLAY

DANCE

6月1日～7日

『わたしを離さないで』
カズオ・イシグロのベストセラーを蜷川幸雄が舞台化。
倉持裕の脚本で設定は日本に置き換えられ、近未来的
世界観は身近な手触りのひそやかな物語として現れ
た。古びた教室、やわらかな光が差し込む窓、風にそ
よぐカーテン、休み時間のおしゃべり。ありふれて見
える学園風景のなかで、“誰かのためにある命”とい
う宿命を静かに受け入れる若者たち。他愛ない日常の
一瞬一瞬が、彼らにはかけがえのないものだ。主人公
たちがかすかな希望を託して「生きたい」と強く願う
切実さに、きりきりと胸が締め付けられる。多部未華
子、三浦涼介、木村文乃の３人が繊細な煌めきと鮮や
かな生命力を感じさせて出色。さいたまネクスト・シ
アターの面々も物語に真実味をもたらし、若者たちの
痛みと震えを丁寧に掬い取る蜷川演出に応えた。

コンドルズ 埼玉公演2014新作
『ひまわり』

初演時に衝撃を与えた“動く”アクリルボックス装置はそのままに、
「突
然空から降ってくる大量の魚」や、カフカ（古畑新之）と佐伯（宮沢り
え）との幻想的シーンなど演出もバージョンアップ。15 歳の少年の魂
の旅路、不可思議な出来事、カフカとは出会わない老人ナカタの彷徨─
─など原作のツボは適確に押さえつつ、蜷川は森へ森へと分け入るよう
に観る者を村上春樹ワールドへといざなっていく。役柄にぴたりと嵌っ
た新旧キャスト陣の好演も相まって、傑作はさらなる進化を遂げた。
古畑新之（左）
、宮沢りえ

5月24日～25日

大輪のひまわりが咲き誇った 8 度目の埼玉公演。
ユー
モアたっぷりの熱いステージは今年も健在で、大
ホールの高さと奥行きを生かした照明もいつも以上
にダイナミック。夕暮れを思わせる光を浴びながら、
舞台全体に広がるひまわり畑で踊る近藤良平のソ
ロ・ダンスは、目が眩むほどの美しさと胸を締め付
けるような切なさに溢れる名場面となった。

Photo ◎渡部孝弘

Photo ◎ HARU

左から木村文乃、多部未華子、三浦涼介
Photo ◎渡部孝弘

MUSIC

DANCE

6月8日

ピアノ・エトワール・シリーズ Vol.24

ベフゾド・アブドゥライモフ

MUSIC

4月25日

埼玉会館ランチタイム・コンサート 第25回
NHK交響楽団12人のチェリストたち
2007 年にスタートした埼玉会館ランチタイム・コンサート。
回を追うごとに人気が高まる本シリーズもはや第 25 回を数え
るまでになった。今回は日本を代表するオーケストラ NHK 交
響楽団のチェロ・パート 12 名全員が勢揃いする贅沢な演奏会
とあって、
チケットも早々に完売。
「弦楽器の王」と呼ばれるチェ
ロは、低音から高音まで音域が広く、多彩な表現が可能な楽器。
十二重奏によるクレンゲルの《賛歌》と三枝成彰編曲による「日
本の歌」に加え、四重奏ではクラシックからポピュラー曲まで
とジャンルも様々な曲が並ぶも、それぞれに音色と表情を変え
てうたいあげる。オーケストラ並みの迫力と重層感、チェロな
らではの美しくのびやかな響きに圧倒された。
Photo ◎加藤英弘

MUSIC

5月24日

彩の国さいたま芸術劇場シリーズ企画
「次代へ伝えたい名曲」第1回
堤 剛 チェロ・リサイタル
日本のトップ・アーティスト自らが、次代へ受け継ぎたい名曲
を選んで演奏する新シリーズ「次代へ伝えたい名曲」
。第 1 回
は日本を代表するチェリスト堤剛のリサイタル。バロックから
現代まで、時代も個性も幅広い作品が並ぶ。バッハの無伴奏チェ
ロ曲第 1 番、ベートーヴェンのソナタ第 5 番では、音のひとつ
ひとつが滋味深く、魂のこもった演奏。シューベルトの《アル
ペジオーネ・ソナタ》
、武満徹の《オリオン》
、バルトークの《ラ
プソディー第 1 番》と、
ピアノの上田晴子との息もぴたりと合っ
た渾身の演奏は無限に深化を続け、聴衆は音楽ホールを満たす
濃密な音に身をゆだねた。

タシュケント生まれの新星、アブドゥライモフの日
本でのリサイタル・デビュー公演。ベートーヴェン、
ショパン、サン = サーンス、シューベルト、そして
ラヴェルと、彼の魅力をあますことなく堪能できる
多彩なプログラムが並んだ。高度なテクニックを要
求される難曲もクリアな音色で正確に弾きこなし、
強靱なピアニズムと歌心が融合したダイナミックな
演奏に耳を奪われた。

6月13日～15日

フィリップ・ドゥクフレ カンパニーDCA
『PANORAMA ―パノラマ』
埼玉初登場のフィリップ・ドゥクフレ カンパニー DCA。ドゥクフレの頭
の中で無限に広がる想像の産物がステージを埋め尽くす。手影絵とダン
サーが絡み合うトリッキーなダンスに、ワイヤーを使った幻想的でアクロ
バティックなパ・ド・ドゥ。角や足ひれをつけた珍妙な生き物や、ゲーム
世界から飛びだしてきたようなコミカルなファイティング・シーンなど、
ダンスだけにとどまらないアーティスティックかつ遊び心満載のステー
ジに子どもたちも笑い声をあげながら見入っていた。
Photo ◎ Arnold Groeschel

Photo ◎加藤英弘

Photo ◎加藤英弘

MUSIC

6月22日

ピアノ・エトワール・シリーズ Vol.25 萩原麻未
ジュネーヴ国際コンクール優勝の萩原麻未が初登場。フォーレ、ド
ビュッシー、ラヴェルらフランス近代の作品、
現代作品のジェフスキー
《ウィンズボロ・コットン・ミル・ブルース》と意欲的なプログラム。
最初の一音で聴衆を惹きつけた音色はふくよかで美しく、深い集中力
でそれぞれの曲の個性や色彩感を表情豊かに描きだした。今後を大き
く期待せずにはいられない熱演に客席は熱い拍手に沸いた。
Photo ◎加藤英弘
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★特に記載のないものは彩の国さいたま芸術劇場で開催。

19

PLAY

A『ピーター・ブルックの
ザ・タイトロープ（原題）
』特別先行上映
B『Brook by Brook』 詳細は

休館日（熊谷会館）

20

彩の国さいたま寄席
四季彩亭

～林家たい平と
おすすめ若手落語会

休館日（埼玉会館）

july

【ドキュメンタリー映画】

19
20

14:00

詳細は

P.22

⇒

P.22

12:30上映回はサイモン・ブルッ
ク（監督）と河合祥一郎（東京大学
教授）によるアフタートークがあ
ります。
18:00上映回はサイモン・ブルッ
ク（監督）と松岡和子（翻訳家）に
よるアフタートークがあります。

27 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！

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）

P.22

11:00（A）/14:00（B）/16:00（A）

19

詳細は
⇒

上映時間
12:30（A）/16:00（B）/18:00（A） ⇒

開演：14:00
会場：埼玉会館 大ホール

august

『ロミオとジュリエット』
7

3 熊谷会館ファミリー・クラシック

⇒

開演：15:00
会場：熊谷会館 ホール

休館日（埼玉会館）

詳細は
⇒

P.22

18:30

P.6
~7

13:00

上映時間

7

10:30/14:00
10:30/14:00

10

13:00/18:30

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）

詳細は

⇒ P.21
『あなたを
抱きしめる日まで』

夏休みオーケストランド！

18:30

詳細は

彩の国シネマスタジオ

10:30/14:00
10:30/14:00

13:00
13:00
13:00
13:00

休館日（熊谷会館）
休館日（熊谷会館）

13:00/18:30
13:00

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）
13:00
13:00/18:30

休館日（埼玉会館）

13:00
13:00
13:00/18:30

24

13:00

詳細は
⇒ P.5

光の庭プロムナード・コンサート
アイリッシュハープ＆パイプオルガン
～遠い昔のさまようミュージシャン～

さいたまゴールド・シアター×
19:00
28 瀬山亜津咲 新作

休館日（埼玉会館）

14:00

31

14:00
14:00

開演：14:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 情報プラザ
出演：長谷川美保（オルガン）、
寺本圭佑（アイリッシュハープ）
曲目：クープラン／恋のうぐいす ほか
※入場無料

30

september

september

【共催公演】池辺晋一郎の
指揮とお話による
楽しい東京混声合唱団
4 アフタヌーンコンサート
開演：13:30

詳細は
⇒

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）

P.22
詳細は

詳細は
⇒

休館日（埼玉会館）

P.15

ピアノ・エトワール・シリーズ
アンコール！Vol.3

13 小菅 優
開演 ：15:00

詳細は
⇒

P.22

埼玉会館ランチタイム・コンサート第26回

休館日（彩の国さいたま芸術劇場・熊谷会館）

彩の国シネマスタジオ

『もうひとりの息子』
13
15

上映時間
10:30/14:00/17:00
10:30/14:00/17:00
10:30/14:00

塚越慎子 マリンバ・リサイタル
18

開演：12:10（終演予定13:00）
会場：埼玉会館 大ホール

20 光の庭プロムナード・コンサート
～フルートとオルガンで楽しむ
初秋のひととき～

休館日（彩の国さいたま芸術劇場）
詳細は
⇒

P.10
~11

白石加代子「百物語」シリーズ
第三十二夜 第99話ファイナル公演

20

開演：14:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 情報プラザ
出演：松居直美（オルガン）、
北川森央（フルート）
曲目：バッハ（キルヒナー編曲）／
ソナタ第 1 番 BWV 525 ほか
※入場無料

第98話 三島由紀夫『橋づくし』

30 第99話 泉鏡花『天守物語』

19:00

★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。

⇒

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。

P.21
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開演時間

NINAGAWA ×
SHAKESPEARE LEGEND Ⅰ

祝
祝
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 日 月 火

9

開演時間

CINEMA

august

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 日
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july

MUSIC

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 日

8

DANCE

前売りチケット発売情報
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祝
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PLAY

MUSIC

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念
彩の国シェイクスピア・シリーズ第29弾

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念
ピアノ・エトワール・シリーズVol.26

『ジュリアス・シーザー』

詳細は

アレクサンダー・ロマノフスキー

⇒ P.8

チケット発売日 一般：7月19日（土）
※メンバーズ発売中

「途方もない才能」と名指揮者ジュ
リーニに称賛されたロマノフス
キー。多くの聴衆を惹きつけてや
まない、気品と風格あふれる演奏
をお楽しみください。

~9

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念
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
三遊亭兼好

秋の四季彩亭には平成25年度彩の国
落語大賞を見事受賞した三遊亭兼好
が登場。ゲストは師匠で笑点でもおな
じみの三遊亭好楽。お楽しみに。
Photo ◎加藤英弘

チケット発売日 一般：7月20日（日）
メンバーズ：7月13日（日）
日時：10月10日（金）開演19:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
出演：三遊亭兼好（二席）、三遊亭好楽（ゲスト）、
三遊亭萬橘 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

日時：2015年1月17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：ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第14番
嬰ハ短調「月光」
ショパン／ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 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
1,000円）
メンバーズ：正面席3,200円

埼玉会館ニューイヤー・コンサート2015

大谷康子＆東京交響楽団室内合奏団
毎年恒例、 埼玉会館のニューイ
ヤー！「題名のない音楽会」最多
出演を誇る大谷康子と東京交響
楽団のメンバーが新年を華やかに
彩ります。

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

バンジャマン・ミルピエ
L.A. Dance Project

詳細は

チケット発売日 一般：8月2日（土）
メンバーズ：7月27日（日）
発売予告
詳細は
次号にて

MUSIC

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

佐藤俊介の現在（いま）Vol.1
チケット発売日 一般：9月27日（土）
メンバーズ：9月23日（火）

彩の国シネマスタジオ

堀米ゆず子 ヴァイオリン・リサイタル
日本のトップ・アーティストが厳選し
た名曲を贈る好評シリーズ。第3回
は、 ベルギー在住の世界的ヴァイ
オリニスト、堀米ゆず子を迎えます。

チケット発売日 一般：8月2日（土）
メンバーズ：7月26日（土）
日時：2015年1月10日
（土）開演14:00
会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
出演：堀米ゆず子
（ヴァイオリン）
、津田裕也
（ピアノ）
曲目：ドビュッシー／ヴァイオリン・ソナタ
フランク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調 ほか
チケット（税込）
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

埼玉会館ランチタイム・コンサート第27回

渡辺克也 オーボエ・リサイタル

欧州で活躍する、さいたま市出身
のオーボエ奏者がランチタイムに
登場！優雅で多彩な音色をお楽しみ
ください。

Photo ◎尾形正茂

⇒ P.12

~13

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念
彩の国さいたま芸術劇場シリーズ企画
「次代へ伝えたい名曲」第3回

Photo ◎ T. Okura

チケット発売日 一般：7月26日（土）
メンバーズ：7月19日（土）

DANCE

チケット発売日 一般：8月2日（土）
メンバーズ：7月26日（土）

Photo ◎ Yukako Kusano

日時：2015年1月6日（火）開演14:00
会場：埼玉会館 大ホール
出演：大谷康子（ヴァイオリン）、
東京交響楽団室内合奏団
曲目：クライスラー／愛の喜び
J. シュトラウスⅡ／ワルツ
《美しく青きドナウ》
ほか
チケット（税込）
一般：S席3,000円／A席2,000円（学生1,000円）
メンバーズ：S席2,700円

LINE UP 2014.8 10

チケット発売日 一般：9月14日（日）
メンバーズ：9月13日（土）
日時：12月11日
（木）開演12:10
（終演予定13:00）
会場：埼玉会館 大ホール
曲目：シューマン／3つのロマンス
バーリン／ホワイト・クリスマス
ほか
チケット（税込）
全席指定 1,000円

料金：大人1,000円／学生500円
（当日支払いのみ）
※10月の「優秀映画鑑賞事業 市川雷蔵、中村錦之助特集」（会場：熊谷会館）は、
大人・学生とも1作品500円です。

8月7日
（木）
～10日
（日）

10月17日
（金）
～20日
（月）

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

『あなたを抱きしめる日まで』

©2013 PHILOMENA LEE LIMITED, PATHÉ PRODUCTIONS
LIMITED, BRITISH FILM INSTITUTE AND BRITISH
BROADCASTING CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

7日（木）10:30 ／14:00
8日（金）10:30 ／14:00
9日（土）10:30 ／14:00
10日（日）10:30 ／14:00

監督：スティーヴン・フリアーズ
出演：ジュディ・デンチ、スティーヴ・クーガン
（2013 年 / イギリス /98 分）

『燦燦 - さんさん -』© 2013 埼玉県／ SKIP シ
ティ 彩の国ビジュアルプラザ

『燦燦 -さんさん-』
『此の岸のこと』
２作品セット上映

※ 17 日 11:00 上映回の
『燦燦 - さんさん -』
には、
視覚障がい者のための音声ガイドがつきます。 イ
ヤホン付 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。

17日
（金）11:00 ／14:30 ／18:00
18日
（土）10:30 ／14:00 ／17:30
19日
（日）10:30 ／14:00 ／17:30
20日
（月）10:30 ／14:00

『燦燦 -さんさん-』（2013年／日本／81分） 『此の岸のこと』
（2010年／日本／30分）
監督・脚本：外山文治
監督・脚本・製作：外山文治
出演：吉行和子、山本 學／宝田 明 ほか
出演：遠山陽一、百元夏繪（さいたまゴールド・シアター）
＊さいたまゴールド・シアター団員も多数出演！

ほか

9月13日
（土）
～15日
（月・祝）

10月2日
（木）
～3日
（金）

会場：彩の国さいたま芸術劇場 映像ホール

会場：熊谷会館 ホール

『もうひとりの息子』
©Rapsodie Production/ Cité Films/ France 3
Cinéma/ Madeleine Films/ SoLo Film

TICKET

13日（土）10:30 ／14:00 ／17:00
14日（日）10:30 ／14:00 ／17:00
15日（月・祝）10:30 ／14:00

監督・脚本：ロレーヌ・レヴィ
出演：エマニュエル・ドゥヴォス、パスカル・エルベ、ジュール・シトリュク ほか
（2012年／フランス／105分）

優秀映画鑑賞推進事業 市川雷蔵、中村錦之助特集

A『弁天小僧』 B『眠狂四郎殺法帖』
C『反逆児』 D『沓掛時次郎 遊侠一匹』
『眠狂四郎殺法帖』

2日（木）10:30
（A）
／13:20
（B）
／15:40
（C）
3日（金）10:00
（C）
／13:10
（D）
／15:40
（A）

A『弁天小僧』（1958年／86分）
監督：伊藤大輔
出演：市川雷蔵、青山京子、黒川弥太郎 ほか

C『反逆児』（1961年／110分）
監督：伊藤大輔
出演：中村錦之助、桜町弘子、月形龍之介 ほか

B『眠狂四郎殺法帖』（1963年／81分）
監督：田中徳三
出演：市川雷蔵、中村玉緒、若山富三郎 ほか

D『沓掛時次郎 遊侠一匹』（1966年／90分）
監督：加藤 泰
出演：中村錦之助、池内淳子、渥美 清 ほか

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

新日本フィルハーモニー交響楽団
井上道義（指揮） 竹澤恭子（ヴァイオリン）

【共催公演】

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

彩の国さいたま寄席 四季彩亭
～林家たい平とおすすめ若手落語会
日時：7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：林家たい平、隅田川馬石、三遊亭天どん、金原亭馬治
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

池辺晋一郎の指揮とお話による楽しい
東京混声合唱団アフタヌーンコンサート

日時：11月29日
（土）開演15:00
会場：埼玉会館 大ホール
曲目：ブラームス／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ブラームス／交響曲第2番 ニ長調 作品73
チケット
（税込）
一般：S席6,000円／A席5,000円／B席4,000円
（学生
2,000円）
メンバーズ：S席5,500円／A席4,500円／B席3,600円
※プレコンサート・トークは中止となりました。
※井上道義氏の9月末までの演奏活動休止に伴い、当初予定
しておりました発売日を変更いたしました。

日時：9月4日
（木）開演13:30
会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
曲目：池辺晋一郎編曲／MEET THE CHORAL BEATLES
池辺晋一郎／六つの子守歌 ほか
チケット
（税込）
一般：3,500円 メンバーズ：3,200円

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

ピアノ・エトワール・シリーズ
アンコール！Vol.3 小菅 優

MUSIC

詳細は
⇒

CINEMA

P.15

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！
日時・会場：
7月27日（日）開演14:00 埼玉会館 大ホール
8月3日（日）開演15:00 熊谷会館 ホール
出演：飯森範親（指揮）、朝岡 聡（ナビゲーター）
、
東京交響楽団（管弦楽）
〈こどもソリスト〉
【7/27】中村祟仁（ピアノ／第67回全日本学生音楽コンクー
ル全国大会小学校の部 第1位）
【8/3】
大関万結（ヴァイオリン／同大会中学校の部 第1位）
曲目：
♪指揮者に挑戦！（公演当日、開演前に参加者募集。抽選。
）
ビゼー／《カルメン》前奏曲
♪みんなで歌おう＆演奏しよう！（歌や好きな楽器を自宅か
ら持って来てオーケストラと共演）
久石 讓／映画『となりのトトロ』
より
〈さんぽ〉
【7/27】ストラヴィンスキー／組曲《火の鳥》
より
【8/3】
ベートーヴェン／交響曲第７番より 第1楽章 ほか
チケット（税込）
一般：大人 S席3,500円／A席3,000円 子ども
（3歳～中学
生）S席1,500円／A席1,000円
メンバーズ：大人 S席3,200円／A席2,700円
※7/27公演のS席は残席僅少。
※会場によって、こどもソリスト、曲目の一部が異なります。
※本公演への3歳未満の入場はご遠慮いただいております
（有料の託児サービスあり／要事前申込み）
。

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

【ドキュメンタリー映画】
A『ピーター・ブルックの
ザ・タイトロープ（原題）』

埼玉会館ランチタイム・コンサート第26回
塚越慎子 マリンバ・リサイタル

（86分／英語・フランス語上映／日本語字幕）
★全国ロードショーに先駆けた特別先行上映！
（9月、渋谷シアター・イメージフォーラムにて公開）

日時：9月18日
（木）開演12:10
（終演予定13:00）
会場：埼玉会館 大ホール
出演：塚越慎子
（マリンバ）
、石黒唯久
（ピアノ）
曲目：サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン
ピアソラ
（サミュ編曲）
／リベルタンゴ ほか
チケット
（税込）
全席指定 1,000円

B『Brook by Brook』

（72分／英語・フランス語上映／日本語字幕）

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

ピエール=ロラン・エマール
バッハ《平均律クラヴィーア曲集第1巻》
全曲演奏会
日時：10月4日
（土）開演15:00
（休憩なし）
会場：彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
チケット
（税込）
一般：正面席6,000円 メンバーズ：正面席5,500円
※バルコニー席・学生席は予定枚数終了。

日時：7月19日（土） 12:30（A）*1 ／16:00（B）／18:00（A）
*2
20日（日） 11:00（A）／14:00（B）／16:00（A）
*1…サイモン・ブルック
（監督）
と河合祥一郎
（東京大学教授）
によるアフタートークあり。
*2…サイモン・ブルック
（監督）
と松岡和子
（翻訳家）
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 映像ホール
監督：サイモン・ブルック
チケット
（税込）
【1作品】
一般・メンバーズ：1,000円
（当日1,200円）
学生：500円
【2作品セット券】
一般・メンバーズ：1,500円
（当日2,000円）
学生：700円
※2作品セット券は、同日内の組み合わせに限ります。

彩の国さいたま芸術劇場シリーズ企画
「次代へ伝えたい名曲」第2回
詳細は
仲道郁代 ピアノ・リサイタル ⇒ P.16

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

さいたまゴールド・シアター×瀬山亜津咲
新作ダンス公演

~17

Information

Information

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年を
記念して「オープンシアター」を開催！
今年10月15日、彩の国
さいたま芸術劇場は開
館20周 年 を 迎 え ま す。
地域の皆様をはじめこ
れまで当劇場をご利用
いただいたすべてのお
客様への感謝の気持ち
を 込 め て、11月3日 に
「オープンシアター」を
開催いたします。
Photo ◎小川重雄
この日は、彩の国さい
たま芸術劇場が持つ4つのホールの特長を活かして、親子そろって
楽しめる体験型のイベントが盛りだくさん。大ホールでは照明や音
響など劇場スタッフのお仕事を、小ホールでは寄席の雰囲気そのま
まに落語の世界を体験できるほか、劇場のすみずみを歩く劇場ツ
アーもあります。また、情報プラザでは「光の庭プロムナード・コン
サート」の特別版も開催。これまで気づかなかった舞台芸術や劇場の
魅力を発見する1日になるはず。ご期待ください！
■彩の国さいたま芸術劇場オープンシアター
～開館20周年記念感謝祭～
【日時】 11月3日（月・祝）11:00 ～18:00
【会場】 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール他
※詳細は次号にてお知らせいたします。

詳細は
⇒ P.5

インターネット

多くの若い方に、舞台芸術を愉しんでいただきたく25歳以下を対
象に「U-25」チケットをはじめました。この機会にぜひ、親子で、
学校のお友だち同士で劇場に足を運んでみませんか？
■「U-25」チケット

今後の発売予定

・彩の国シェイクスピア・シリーズ第29弾『ジュリアス・シーザー』
料金：2,000円（B席扱い） 発売日：一般7月19日(土) ※メンバーズ発売中
・さいたまゴールド・シアター×瀬山亜津咲 新作
料金：1,500円 ※好評発売中
・バンジャマン・ミルピエ L. A. Dance Project
料金：S席3,000円／A席2,000円
発売日：一般8月2日（土） メンバーズ7月27日（日）
※順次対象公演を広げていきます。

【コンビニ発券】

※チケット代の他に、店頭発券手数料
（チケット1枚につき120円）
が必要です。

チケットのプレイガイドでの取扱いはございません。

■注意事項
・
「Ｕ-25」チケットは公演当日、会場・入場口（もぎり）
で身分証明書
（学生証・保険証・
免許証など年齢を確認できるもの）と一緒に係へお見せください。
・
「U-25」チケットは枚数制限がございます。上限に達し次第、販売を終了いたし
ます。

地方庁舎

熊谷駅

熊谷会館

東公園

秩父鉄道

▼

◀高崎

熊谷 女子高

国道17号

東京

〒 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

市役所

駅前通り

市役所通り

JR京浜東北線

浦和駅

県庁通り

伊勢丹

埼玉
県庁

埼玉
会館
中山道

▼

東京

〒 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

埼玉県庁
第2 庁舎
郵便局

17

号

※手数料はかかりません。

たつみ通り

［熊谷会館］

県立
図書館
国道

【現金】または
【クレジットカード決済】

中央区役所
JR埼京線

般

その場でチケットを
お渡しします。

与野西
中学校

▼

一

【口座引落】

劇場

新宿

22

メンバーズ

▲出口

●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。

※チケット代の他に、店頭発券手数料
（チケット1枚につき120円）
が必要です。
※コンビニ支払い後に宅配便での配送も承りますが、チケット代のほかに配
送料
（配送1件につき400円）
が必要です。

▼

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。

【コンビニ発券】

東京

※一部の携帯電話、PHS、IP 電話からは受付できません。

般

【クレジットカード決済】
または【コンビニ支払い】

・SAFチケットセンター（10:00 ～19:00） 0570-064-939
・SAFオンラインチケット www.ticket.ne.jp/saf/
・窓口（彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館、熊谷会館）
・チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット ※『ジュリアス・シーザー』の「U-25」

［埼玉会館］

与野本町駅

10:00 ～ 19:00（彩の国さいたま芸術劇場休館日を除く）

一

登録のご住所へ無料配送

与野フード

0570-064-939

メンバーズ

［彩の国さいたま芸術劇場］

新大宮バイパス

電話予約

●チケットセンター

■販売場所

▲ 大宮

【クレジットカード決済】
または【コンビニ支払い】

▲ 大宮

般

第1回
「混浴温泉世界BEPPU―新たな地域づくりの実践から」
【出演】 山出淳也（特定非営利活動法人BEPPU PROJECT代表理事）
加藤種男（公益社団法人企業メセナ協議会専務理事）
竹内文則（公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団理事長）
【日時】 9月19日（金）19:00 ～20:30
【会場】 埼玉会館 小ホール 【定員】500名 ※入場無料
※詳細・お申し込み方法は財団ホームページをご覧ください。

アクセスマップ

▲ 大宮

一

■彩の国レクチャー・シリーズ「劇場と地域づくり」

ACCESSMAP

登録のご住所へ無料配送

▲ 大宮

【PC・携帯共通】http://www.ticket.ne.jp/saf/

メンバーズ

当財団では地域とともに舞台芸術の芽を育む普及啓発の新たな取り
組みとして、「彩の国レクチャー・シリーズ」
を立ち上げます。
初年度となる今年は「劇場と地域づくり」をテーマに2回開講予定。
第1回は、BEPPU PROJECT 代表理事の山出淳也氏を講師にお
招きします。大分県別府市では、現在、空き店舗を活用した取り組
みや3年に1回開催される国際芸術祭「混浴温泉世界」の開催などで
活気を取り戻しつつあり、その動きはさらなる広がりを見せていま
す。“アートな地域づくり”の仕掛人である山出氏にその秘密を語っ
ていただきます。
さらに、さいたま市が平成28年
度の開催を計画している国際芸
術祭「（仮称）さいたまトリエン
ナーレ」の総合アドバイザーを務
める加藤種男氏と当財団理事長
の竹内文則が加わり、山出氏と
ともに、アートと劇場と地域の
展望について意見を交わします。
山出淳也氏
加藤種男氏

Information

［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。

「彩の国レクチャー・シリーズ」
が開講！

「U-25」チケット、はじめました！

DANCE

彩の国さいたま芸術劇場開館20周年記念

THEATER BRIDGE

GS

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。
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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）／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）／さくらMusic Office
神田大塚法律事務所／クワバラ・パンぷキン／駒橋内科医院／東和産業（株）／テレビ埼玉
【お問い合せ先】
（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

H26.6.25 現在／一部未掲載

TEL 048-858-5507

彩の国

LOUNGE
vol.12

シーザーは本当に
「お前もか、ブルータス？」と言ったのか？
ローマの英雄ジュリアス・シーザー（ユリウス・カエサル）がマーク・ブルータ
スの一派に暗殺されたのは紀元前44年３月15日、シーザー 56歳のときのこと。
シェイクスピアがこの史実を『ジュリアス・シーザー』として劇化するにあたって
下敷きにしたのが、シーザー暗殺の約100年後に誕生した歴史作家プルタークに
よる『英雄伝』だ。シェイクスピアは英訳されたこの伝記の内容を忠実に踏襲して
いる。というか、そっくり「いただき」
の場面や台詞も多い。ところが、かの
有名な「お前もか、ブルータス？（ラ
テン語で「Et tu, Brute ？」
）
」は、
『英雄
伝』には登場しない。
「ブルートゥスが
自分に剣を向けているのを見ると、掴
んでいたカスカの手を離し、上衣で顔
を覆って打たれるままにした」
（河野
与一訳、岩波文庫）としか書かれてい
ないのだ。ローマの歴史家スエトニウ
『カエサルの死』ヴィン
チェンツォ・カムッチー
ニ画（1804-05）

スの『ローマ皇帝伝』に至っては、
「23カ所を剣で突かれたが、最初の一撃にただ
一度、呻いただけで、後は一声も発しなかった」
（国原吉之助訳、岩波文庫）と断
言。ただし、
「ある伝えによると、襲ってきたマルクス・ブルトゥスに“お前もか、
倅（せがれ）よ”と言ったという」との記述はあり、類似する台詞は伝承としては広
まっていたと思われる。しかしブルータスはシーザーより15歳しか年下ではな
く、実際に言ったとしても、シーザーが目をかけていた若者ディーシアス・ブルー
タスに向けられた言葉ではないかとの説も根強い。いずれにせよ、
「お前もか、ブ
ルータス？」
がここまで定着したのは、間違いなくシェイクスピアの功績なのだ。
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