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壷平成22年度文化芸術振興費補助金〔芸術創造活動特別推進事業〕

　　　び東京オペラ･プロデュース第87回定期公演

　主催:東京オペラ･プロデュース／協力:なかのZERO指定管理=者
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全4幕　原語(フランス語)上演　字幕付　日本初演

Z｡1711ｚ一"ブ

ごジェルトリュー･ﾄﾞ　三上有希子　前坂　鮪

"゛アザジ々－ルニフフ横山　慎吾　持木　　ｊ

　ヴ，･しボワ　：‥=j･･=……麻野　玄蔵上白井　和:

'東京オペラ･プロデュース合唱団

東京ユニバーサル･フィルハーモニー管弦楽団

4iiggﾃﾞ1z－ス.TEL:oi.3stｮQai!la!‘ ll,gj:03.3530.5182
　　　　717群○ﾛ7椚壇涼瘤蛎鵬i幽廳11-7-11-IF opirapr6dud禰】G6醜home.ne.jp http:尚peraproduce.wab.fc2.com/

-　-9990.(r部携帯電話･FSS･lp電|叫ご利用７きませハ)



　　　　　　　　　壷平成22年度文化芸桶振興●補助金(芸術創造活動特別推進嘸鵬

rl東京オペラ･プロデュース第87回定期公演　主催:東京オペラ･プロデュース　協力:なかのZFRO指定管理者
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全4幕◇原語(ﾌﾗﾝｽ語)上演◇字幕付◇日本初演
作曲:A.メサジェ

原作:A.ミュッセ
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㎞，

AndrφMessager

A]fred de Musset

台本：Ｇ．Ａ．カイヤヴエ＆R.フレール

GaslDn Arman de Caillavet＆Roberl de Flers

　　　　演出
池田理代子

　３月

12日(土)

指揮
飯坂　純 lj4

　東京オペラ･プロデュースの第87回定期公演は､またもや日本初演

作品のアンドレ･メサジエ作曲｢フォルテュニオ｣です｡この作品はア

ルフレード･ミュッセの｢シャンデリア｣という小説が叩き台になって

おり､このシャンデリア(Chandelier)とは一般にろうそく立ての意味

で使いますが､原作では本当の愛人を夫の目から隠すための見せかけ

の愛人という意味で使われております。また、フォルテュニオ

{Fortunio}も裕福な､幸運なという意味の派生語となっております。

　作曲家のA.メサジエ(1853-1929)は､サン･サンースに師事し､30作

品を超える舞台作品を残しております｡異国情緒を曲のエッセンスと

して取り上げた第一人者のグループで､彼の作品の｢お菊さん｣はゆく

ゆくの名作､プッチーニの｢蝶々夫人｣に影響を及ぼしました｡更に指

揮者としても有名で､当団2007年に上演いたしましたG.シャルパン

ティエ作曲｢ルイーズ｣は1901年2月２日に本作品の作曲者であるA.メ

サジエの指揮で初演され､パリ･オペラコミック座で20世紀最初に上

演されたオペラです。

　今回は｢ペルサイユのぱら｣で知られる池田理代子女史を演出家と

して起用し､初の演出作品となります｡また､E.シャブリエ|‾エトワー

ルC星占い】｣でオペラデビューし､フランスオペラの解釈を得意とする

飯坂純の指揮のもとエスプリの効いた作品に仕上がるに間違い有り

ません｡実力派の歌手隙での日本初演｡是非ともお見逃しなきようご

来場を心からお待ちしております。

ジャクリーヌ

江口二美

クラヴァロシュ

　田代和久

ギョーム

岡戸　淳

七

　田舎に住む若者フォルテュニオは町て･｀見かけた女性に一目惚

れ､その町で公証人見習いとなることを決意｡そこへ軍隊が到着Ｌ

好色な大佐クラヴァロシュが早くも町で愛人をと標す｡何人かの

候補の中､目に留まった女性の名はジャクリーヌといい､フォルテュ

ニオの見習い先の公証ﾉ､アンドし/先生の妻だった｡実はフォル

テュニオのお目壱ての女性もジャクリーヌ｡男性二人が既婚者の彼

女を手中に収めようと錘り広げられるラブ･コメデ4.

Iり東京オペラ･プロデュース第88回定期公演

マドロン

和田綾子

アザンクール

　横山慎吾

』

汐東京オペラ･プロデュース集89回定期公油

フォルテュニオ　フォルテュニオ

　高野二郎　　　上原正敏

アンドレ

エ藤　博

ランドリー

青地英幸

スプティル

小城龍生

ジェルトリュード

　三上有希子

ヴェルボワ

麻野玄蔵

ジャクリーヌ

岩崎由美恵

クラヴァロシュ

　三浦克次

ギョーム
笹倉直也

　マドロン

大隅智佳子

アザンクール

　持木　悠
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美しい時代へ　束急グループ

20TH ANNIVERSARYOFTHEGOTOHM[MORIAL FOUNDATION

CONCERT
五島記念交叱財団20周年記念ｶﾞﾗ･コンサート

2011年3月27日[日]午後2時開演　於Ｂｕｎｋ【】ｍｕｒ【】オーチャードホール

　　　　　　　　　主催：財団法人五島記念文化財団　協賛：東●グループ

　　　後援：公益財団法人東京二期会　財団法人日本オペラ振興会　協力：楠式会社二期会21

　　　　　　　指揮：理田茂夫　管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団

出演C受雪者】:高橋麗子(s)立野至美(s)天羽明嘉ls】森麻季(s)林正子(s)砂jll涼子(sl

栗林朋子(Ms)小野和敬子(Ms)福弁敬【T】上原正敏CT)村上敏明(T)志田雄啓(T)

笛田博昭ｍ三浦克次c白白r)泉良平くBr)甲斐栄次郎(B｢3荻原潤(Br)初鹿野剛くBr)

青山貴(B()久保田真澄(日)若林勉(日)矢田部一弘(日)高島励a寵出)加藤二翁(舞台美術)

横田あつみ(舞台美痢)幸皇浩司(舞台監督)吉田裕史〔指揮〕�田隆一郎(推橿)

五島記念文化財団は､設立20周年を記念して歴代の受賞者によるガラ･コンサーﾄを

開催いたします。「優れた人材の発掘と育成を通じて､真に豊かな社会の実現にお

役に立ちたい」という故五島昇東急グループ代表の遺志を継承し、これまでに

オペラ部門で48名の海外研修と成果発表の助成を行ってまいりました。

世界で活躍している歌手､スタッフ､指揮者が一堂に会する夢の舞台でもこのガ

ラ･コンサートならではの妙なる共演をお楽しみください。ヴｪﾙ肴とプッチーニの

世界から､ﾃﾞｭｴｯﾄを中心にしたスペシャルプログラムをいま最も華やかで輝きを

放つプリモ、プリマの煌めく歌声でお届けいたします。

　　　　　　　　　五島記念文化財団15周年ｶﾞﾗ･ｺﾝｻｰﾄ2005年9月渋谷Bunkamuraｵｰﾁｬｰﾄﾞﾎｰﾙ
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羽。、　＿　。４･
、

ゝ　　　　　　　　　Ｉ　　　　　｀りこ之　ｊ
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チケット販売開始＝11月20日［土］（一般発売）

　　　　　　S席8,000円　Ａ席6,000円　Ｂ席3,000円（全席指定）

チケット取扱い:●Bunkamuraチケントセンター03-3477-9999●二期会チケットセンター03,3796-1831

　　http://www.nlklkal.net.．日本オペラ振興会チケットセンター03-6407-4333 http://www.jof.orgp

.　　　　　●チケットぴあ（Pｺｰﾄﾞ122-868）0570-02-9999　●e＋（ｲｰﾌﾟﾗｽ）h↑tp://eplus,jp

　　　　　　　　●東京文化会館チケットサービス03-5685-o65o　http://www.t.bunka.jp

財団法人五島記念文化財団
東京都渋谷区道玄坂1-21-6電話(03)3477-6671郵便番号150,0043



現田　茂夫

ShigeoGenda:Condurtor

東京生まれ｡東京音楽大学指揮科

で汐i=翠安彦、三石粘嘔i氏に師

事。その後東j;(芸術大学で佐藤

功太郎、遠藤雅占両氏に師事｡

1985年安宅詞‘受賞｡96年より13

年間神奈川フィルハーモニー管弦

楽[lを指導Ｌ飛躍的に躍進させ、

その功績も称えられ2009年4月

より名誉指揮者の称号を得る。

|!l内外の主要オーケストラも指抑

Ｌ好評を得ている。1･t界的チェリ

ストの故ロストロポーヴィチと皐后

陛ﾄﾞの古希祝賀コンサート等で

共演Ｌ高評を博ｔオペラ指押者

とＬても経験豊かで､二期会21、

関西二期会､錦織健プロデュース

オペラのほか､海外の劇場での指

捧も行なっている。また、イタリア。

トレントで行なわれるアントニオ･

ペドロッテンf国際指揮者コンクール

の審査員やＮＨＫの｢FMシンフォ

ニー･コンサート｣パーソナリティ

を3年間務めるなど､バラエティに

富んだ活動を行っている。

新日本フィルハーモニー交響楽団

NewJapanPhilharmoni(

1972年、指揮者小渾征Ⅲのもと

楽員による自主運営のオーケストラ

として創立｡97年より墨田区･すみ

だトリフォニーホールを本拠地と

し定期演奏会などを行う他､地域

に根ざした演奏活動も特徴的。

2003年よりクリスティアン･アルミ

ンクが音楽監督に就任｡()9年『Ｌ

つの封印を有する書Jで第18回

三菱UFJ信託音楽賞受賞､06年

『火刑台lこのジャンヌ･ダルク』で

奨励賞受賞。また同年｢ハイドン･

ﾌﾞtコジェクトI(指揮:フランス･ブリュ

ッヘン)で第22回ミュージック･ペ

ンクラブｇ楽賞受賞。Ｈ年2月に

収－トーヴェン･プロジェクト｣を開

催１定｡2010/11シーズンより､ダ

ニエル･ハーディングがMusic
･ ヽ

20周年記念ガラ･コンサート出演予定者(l1年･●)

高橋薫子

加藤二義

矢田部一弘

吉田裕史

青山貴

三浦克次

天羽明恵～,ミ･，

横田あつみ

萩原潤

志田雄啓

高島勲

上原正敏

森麻季Y｡J一心

村上敏明

福井敬

栗林朋子

林正子all,|」

砂川涼子

立野至美

幸泉浩司

泉良平

園田隆一郎

小野和歌子4Uﾄ､UGI　笛田博昭ﾄlavlyJXLLOZZI

20周年記念ガラ･コンサートプログラム

第一部　ヴェルディのオペラ
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Ul giorno dj rcg11（い’一Ｈだけのぞ様）

|秘‘‘恋する心には辛いもの･･ ･･MjMjjljds｡｡I･｡S｡,I。�ヽ
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|;alMa汀「ファルスタッフ」

ｌｇ“名ｎだと1泥搾めが1･･ ･･j.･s,。.jj』,j,-jj･･

2幕“これは夢か?まことか?･･ ･･1』周,j｡?｡。･aj｡1･

:lg “IZのそよ吹く風に乗って”Sjlilja.ヽ･･S･J4.･j････

DonCarlo 「ドン・カルロ」

Ｉ幕¨待ちたまえ｜’･ ･･hsa,｡j一一

gIS “ロドリーゴの死･･ ･゛Ｍぞgffdilbdilljg一一

財団法人五島記念文化財団

東京都渋谷区道玄坂1-21-6　電話(03)3477-6671

一価碁長150-on4S　hlloJwww.ooloh-ml.iD
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第二部プッチーニのオペラ

LIRondine 「つぼめ｣

1冪“ドレッタの夢'･ 一一a,･iH,｡lgg,j,da｡,l

Tosca l･トスカ』

　　‘‘妙なる,SI肩|'･ ･･ISSa･一jadr胴aﾀlj,jl‘

Mldama Butteray
r蝶々夫人』

２幕¨桜の枝を梱さぷ，て･･ ･･S。｡｡9｡,j&I.

LaBohamerラ・ポエーム｣

１幕“冷たい手を“一一Ｏｗ一i&l肌･一一|II

　　'‘私の名はミミ･･ ･‘.Si，･j,!j｡,･j｡･｣11.1，

　　“ああ愛Ｌい娘よ･･ ･･as｡｡。j･･I･･iu?k

2幕“私か街をあるけぱ"･･ａ,・｡。ｊ｡･,,，

４幕“ああミミ，君はもう戻ってこない“

　　　　　　　　　　　　　･･∂,Ujl,1,j，j

　　･‘III'い外套よ･l ll陥C･C･11‘a･SariZ7･'

Turandotrトゥーランドット』

3暮“誰も寝てはならぬ･' jWll･･･1dl,r,la'I

四こぐl
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