エルデ･オペラ管弦楽団 第11回演奏会
Erde Opera Orchestra 11th Concert

レオンカヴァッロ

歌劇「道化師」

原語（イタリア語）
上演・日本語字幕
演奏会形式
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Pagliacci
マスネ

歌劇「ル･シッド」
より
「バレエ音楽」
J. Massenet

Le Cid Ballet Music
指揮：柴田 真郁
Conductor：Maiku Shibata

カニオ：岡田 尚之
Canio：Naoyuki Okada

ネッダ：小林 厚子
Nedda：Atsuko Kobayashi

トニオ：藪内 俊弥
Tonio：Toshiya Yabuuchi

ペッペ：梅原 光洋
Peppe：Mitsuhiro Umehara

シルヴィオ：千葉 裕一
Silvio：Yuichi Chiba

合唱：エルデ･オペラ合唱団
Erde Opera Chorus

2018年8月5日(日)

13:30開演（13:00開場）

かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
3,000円（全席自由席）
［チケットのお申し込み・お問い合わせ］
エルデ・オペラ管弦楽団事務局:erdeopera@gmail.com
チケットぴあ:0570-02-9999 http://t.pia.jp Pコード:112631
※未就学児童のご入場はご遠慮くださいますようお願いいたします。

主催:企画制作：エルデ･オペラ管弦楽団
Facebookページ @erdeopera ホームページ http://erde-opera.main.jp/

京成線 青砥駅から徒歩5分

指揮 : 柴田 真郁

柴田真郁 エルデ・オペラ
3回目の共演

国内外で活躍するマエストロ柴田真郁。
エル
デ・オペラとは2016年「椿姫」、2017年「蝶々
夫人」
に続いて3度目の共演が実現。本年1
月の藤原歌劇団の
「道化師」公演でも指揮を
執ったマエストロとの、当楽団にとっては初
のヴェリズモ・オペラへの挑戦にご期待くだ
さい。併せて演奏するのはマスネの歌劇「ル・
シッド」
より
「バレエ音楽」。
中世のスペインが
舞台のグランド・オペラの中で繰り広げられ
る華麗なスペイン舞曲集をお送りします。

「道化師」のものがたり

時は1860年代半ば、8月15日の聖母被昇天
祭の日のこと。南イタリアの小さな村に、座長
カニオが率いる旅芝居一座がやってきた。妻
である女優ネッダと村の男シルヴィオとの浮
気に気がついたカニオは嘆き悲しむが、
その
夜の芝居では同じく妻に浮気をされる道化
役を演じなければならない。演技をするうち
に芝居と現実との区別がつかなくなり正気を
失っていくカニオ。
そして嫉妬に狂った彼が
巻き起こす衝撃的な結末とは･･･。
この
「道化師」
はヴェリズモ・オペラの傑作と
呼ばれている。
ヴェリズモとは
「現実主義」
の
意で19世紀後半から起こった新しい文学の
動きを指すが、
そのリアリズム追求運動の影
響を受け同時代のイタリア・オペラでも、市井
の人々の日常に潜む残忍な感情や凄惨な事
件などが描かれるようになっていった。

聴きどころ

「道化師」にはトニオが歌うオープニングの
「前口上（プロローグ）」やネッダの可憐なア
リア
「鳥の歌」など魅力的なアリアが全篇に
渡って散りばめられているが、
なんといっても
カニオが歌う
「衣装を着けろ」が白眉。
また、
美しい「間奏曲」に続く2幕の「劇中劇」から
衝撃的なエンディングまでのドラマティック
な展開も見逃せない。
「ル・シッド」
はフランスの作曲家マスネならで
はの美しい旋律が魅力。様々なスペイン舞曲
に散りばめられた木管の多彩な独奏や、情
熱的なスペインのリズムを奏でる打楽器群に
もご注目ください。

Conductor:Maiku Shibata
1978年東京生まれ。国立音楽大学声楽科を卒業後、合唱指揮やアシス

タント指揮者として藤原歌劇団、東京室内歌劇場等で研鑽を積む。
2003年に渡欧、
ドイツ各地の劇場、
オーケストラで研鑽を積みながら、
04年にウィーン国立音楽大学マスターコースでディプロムを取得。
プラハ

室内管弦楽団、
ベルリン室内管弦楽団等に客演する。
また、
リセウ大歌劇

場のアシスタント指揮者オーディションに合格し、
ヴァイグレ、
ロス＝マルバ

氏等のアシスタントとして活躍する。帰国後は主にオペラ指揮者として活

動し、池辺晋一郎「死神」、
ヴェルディ
「仮面舞踏会」、
プッチーニ
「トスカ」

©ai ueda

等を指揮、好評を博す。近年では管弦楽にも力を入れており、
これまでに、東京響、
日本フィル、東京フィル、

神奈川フィル、東京ニューシティ管、
日本センチュリー響、大阪響等と共演。指揮を十束尚宏、星出豊、

ティロ・レーマン、
サルバドール・マス・コンデに師事。
2010年五島記念文化財団オペラ新人賞
（指揮）
受賞。

出演者 Cast
カニオ:岡田 尚之

Canio:Naoyuki Okada

東京藝術大学大学院修了。新国立劇場オペラ研修所修了。文化庁新進芸術家留学

制度１年派遣生として留学。五島記念文化賞オペラ新人賞はじめ国内外のコンクー

ルでも受賞多数。
「蝶々夫人」
ピンカートン役でプロデビュー。
ジェノヴァ・カルロ・フェ

リーチェ劇場にて
「魔笛」僧侶・武士役で国際デビュー。
その後、同劇場にはほぼ毎
シーズン出演、
「シモン・ボッカネグラ」
ガブリエーレ・アドルノ役、
「ドン・カルロ」表題

役等で好評を博し、
イタリアの主要劇場で主役を歌う数少ない日本人テノールとして活躍。上品なリリコ・

スピントの声と、
豊かな音楽性、
美しい語り口は、
常に聴衆や専門家から高い評価を受けている。

ネッダ: 小林 厚子

Nedda:Atsuko Kobayashi

東京芸術大学大学院オペラ科修了。
日本オペラ振興会オペラ歌手育成部修了。文化

庁派遣によりイタリアにて研修。藤原歌劇団にデビュー後、諸役を経て
「蝶々夫人」
公演にて蝶々夫人役に抜擢されタイトルロールデビュー。
その後、
同役をはじめ、
「フ

ランチェスカ・ダ・リミニ」
フランチェスカ、
「マリア・ストゥアルダ」
エリザベッタ、
「マクベス」
レディ マクベス、
「ドン・ジョヴァンニ」
ドンナ・アンナ、
最近では2017年
「アイーダ」
タイ

トルロール、
2018年藤原歌劇団
「ナヴァラの娘」
アニタなどの他、
演奏会形式では、
「ラ・トラヴィアータ」
ヴィオ
レッタ、
「トスカ」
トスカ、
「イル・トロヴァトーレ」
レオノーラ、
「ギョーム テル」
マチルド、
「イル・ピラータ」
イモジェー

ネなどに出演を重ねる。2015年トラエッタ劇場、
クルチ劇場に於いて、
「蝶々夫人」
にてイタリアデビュー。

ヴェルディ
「レクイエム」、
ベートーヴェン
「第九」
「ミサ・ソレムニス」、
マーラー
「復活」
などのソリストとして、

また、
さまざまなコンサートにも出演。
今後は7月新国立劇場高校生向け公演
「トスカ」
などに出演予定。

トニオ: 藪内 俊弥

Tonio:Toshiya Yabuuchi

東京藝術大学大学院修士課程独唱科修了。第12回日仏声楽コンクール第2位入
賞。第23回奏楽堂日本歌曲コンクール第2位入賞。
オペラでは東京室内歌劇場公演

サリエリ
「ファルスタッフ」
スレンダー、
同歌劇場公演パイジェッロ
「セヴィリアの理髪

師」
（若杉弘指揮、
鈴木敬介演出）
バルトロを演じる。
新国立劇場公演ツィンマーマン

「軍人たち」
に三人の大尉役で出演。
また
「ラ・ボエーム」
マルチェッロ、
「ドン・ジョヴァ

ンニ」
タイトルロール、
「フィガロの結婚」伯爵等演ずる。2011年、
ルーマニア国立コンスタンツァ歌劇場に
於いて、
「ランメルモールのルチア」エンリーコ役でゲストとして招聘され、
ヨーロッパデビュー。また同年

12月に、
中国西安人民劇院、北京人民劇院にて、
ドン・ジョヴァンニを演じ、好評を博す。二期会会員。
日
本演奏連盟、
日本声楽アカデミー各会員。
聖徳大学音楽学部講師。

ペッペ: 梅原 光洋

Peppe:Mitsuhiro Umehara

静岡県出身。愛知県立芸術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業、京都市立芸術大

学大学院声楽専修修了。
イタリア留学後テノールに転向。主な出演オペラは、
プッチ

ーニ作曲
「蝶々夫人」
ピンカートン役、
ヴェルディ作曲
「椿姫」
アルフレード役、
ビゼー

作曲
「カルメン」
ドン・ホセ役等。2018年10月10日に3回目となるリサイタルが決定し

ている。第17回飯塚新人音楽コンクール声楽部門第1位。第24回イタリア声楽コン

エルデ・オペラ管弦楽団
2001年結成。
オペラ演奏を専門とするアマチュア・
オーケストラ。
オペラ愛好家の社会人・学生を中心
に年間を通じ活動を行っている。国内外で活躍の
声楽家とのコラボレーション公演、舞台芸術団体と
の合同演奏会などを定期的に開催している。

エルデ・オペラ合唱団
オペラを愛する有志で構成された特別合唱団。高
い音楽力とアンサンブル力を持ち、過去「ラ・ボエー
ム」
「イル・トロヴァトーレ」
「蝶々夫人」
の公演でも好
評を博した。

コルソシエナ部門金賞受賞。
サンフランシスコオペラハウス・メローラプログラムオーディションにてファイ
ナリスト。第22回奏楽堂日本歌曲コンクール歌唱部門第２位。元びわ湖ホール声楽アンサンブルメンバ
ー、
元新国立劇場合唱団団員、
元藤原歌劇団正団員。

シルヴィオ: 千葉 裕一

Silvio:Yuichi Chiba

国立音楽大学音楽学部声楽学科卒業。第50回日伊声楽コンコルソ第3位、読売

新聞社賞、
日伊音楽協会賞受賞。第43回イタリア声楽コンコルソシエナ大賞受賞。
第６回長久手国際オペラ声楽コンクール2010第1位。東京二期会オペラ研修所

第51期マスタークラス修了。修了時に優秀賞受賞。声楽を岩淵嘉瑩、木村俊光、
Stella Silva、
澤木和彦の各氏に師事。
オペラでは
「ジャンニ・スキッキ」
「ドン・ジョヴァ

ンニ」
「リゴレット」題名役をはじめとして、多数のレパートリーを持つ。近年では新国立劇場オペラ研修所

修了公演、粟國淳演出「フィガロの結婚」
に於けるゲスト歌手としてフィガロ役を務めた。二期会会員。
武蔵村山混声合唱団常任指揮者。

