
 

「人と、街と、劇場をつなぐ。」　オーバード・ホール情報誌

オーバード・ホール（富山市芸術文化ホール）
〒930-0858 富山県富山市牛島町9-28　TEL.076-445-5620

鉄道利用：富山駅下車、北口正面から徒歩2分
航空利用：富山空港よりタクシーで約25分、バスで富山駅まで約30分
お車利用：北陸自動車道 富山I.C.出口から約20分

交通のご案内
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ミテミテ 2019.summer号 　発行日：2019年7月30日
発行所：公益財団法人 富山市民文化事業団　TEL.076-445-5610　
企画・編集：Mite Mite編集室　デザイン：CROSS　写真：今寺学vol.61

下記は2019年7月20日現在の情報です。変更および追加となる場合があります。

オーバード・ホール　

AUBADE HALL   calendar  2019.8~ 10

2019 - summer
VOL.

オーバード・ホール会員システム　
 「アスネット」会員募集中！

会員登録はオーバード・ホールHPへ  　

お得に楽しくシアターライフを満喫するためのオーバード・ホール会員システム。
ご登録いただくと、インターネットで24時間チケットのご予約が可能です。

　　▶アスネット会員 （年会費：1,800円）　
　　　特典

　　▶メール会員 （年会費：無料）　特典：公演情報のメルマガ配信

アスネット  …アスネットカウンター取り扱い。お買い求めは、P11「チケット購入方法」をご覧ください。
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第26回 オーバード･ホール 劇場ツアー  発見！僕らの街のオペラハウス
　　　　【開演】10:00 ／ 14:00 【問】オーバード･ホール管理課 076-445-5620

富山県立呉羽高等学校フィルハーモニー管弦楽団 第35回 定期演奏会
　　　　【開演】15:00  【問】富山県立呉羽高等学校　 076-436-1056

第54回 富山いずみコンサート
　　　　【開演】17:30  【問】富山県立富山いずみ高等学校吹奏楽部 076-424-4274

富山第一高等学校吹奏楽部 第54回 定期演奏会
　　　　【開演】18:00　  【問】富山第一高等学校 076-451-3396　

青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル「ピーターパン」
　　　　【開演】24日17:00 ／ 25日12:00 【問】富山市民文化事業団 総務企画課 076-445-5610 アスネット

第46回 北日本民謡舞踊富山県大会
　　　　【開演】11:00 　 【問】北日本新聞社読者局事業部 076-445-3355

Aliceアリス ALICE AGAIN 2019-2020 =限りなき挑戦＝
　　　　【開演】16:30  【問】サンライズプロモーション北陸 025-246-3939

NHK交響楽団演奏会 富山公演
　　　　【開演】15:00　  【問】ハローダイヤル 050-5542-8600 アスネット 

明治大学マンドリン倶楽部2019富山公演
　　　　【開演】17:30　  【問】明治大学マンドリン倶楽部2019富山公演実行委員会 090-8704-7756　 アスネット  

玉置浩二CONCERT TOUR 2019「LA VIE」
　　　　【開演】17:30　  【問】キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

郷ひろみ Hiromi Go Concert Tour 2019 “Brand-New Exotic”
　　　　【開演】17:30　  【問】サンライズプロモーション北陸 025-246-3939

宝塚歌劇 宙組 富山公演
　　　　【開演】14:00 ／ 18:00 【問】イッセイプランニング 076-444-6666 アスネット 

桐朋アカデミー･オーケストラ 特別演奏会
　　　　【開演】14:00  【問】桐朋学園音楽部門 富山キャンパス事務部教学課 076-434-6800 アスネット  

アラキバレエスタジオ 第20回 バレエ公演「ラ･シルフィード」
　　　　【開演】15:00  【問】アラキバレエスタジオ 0766-56-1175

JUJU-15h ANNIVERSARY- JUJU HALL TOUR 2019「YOUR REQUEST」
　　　　【開演】18:00  【問】キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

劇団四季ミュージカル「エビータ」
　　　　【開演】18:30　　  【問】劇団四季全国営業部 0570-008-110   

DRUM TAO 2019 新作舞台「ザ･ドラマーズ」
　　　　【開演】19:00　  【問】サンライズプロモーション北陸 025-246-3939

さだまさしコンサートツアー2019～新自分風土記～
　　　　【開演】18:00　  【問】キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

富山地方鉄道吹奏楽団 楽団創立60周年記念 第35回 定期演奏会
　　　　【開演】14:00　  【問】富山地方鉄道吹奏楽団 富山地方鉄道総務部総務課 076-432-5530 アスネット  　

桐朋学園大学院大学 桐朋アカデミー･オーケストラ 協奏曲のひととき
　　　　【開演】14:00　  【問】桐朋学園音楽部門 富山キャンパス事務部教学課 076-434-6800 アスネット  

5
6
7

月
火
水

公演チケットの  　公演チケットの　　Mite Mite や　　　会員限定イベントの
先行販売　　　　   割引販売　　　　　公演情報の送付　　ご案内



800字の劇場 　9

文：池田瑛子

ちょっとキモチを豊かにする出会いのような、文字だけの小さな劇場です。

02

あゆむたび、からだは空となり

空は光となり、花となり、風となり、

未知の伝言をたずさえて還ってくる

Mite Mite独自の視点から、富山で活躍するアーティストにスポットを当てて紹介します。
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Vol.8

TOYAMA
ART STAGE

2019 SUMMER
　生家が絶えて古い木造の家と百坪ほどの庭が残った。「家をお守りしているの」

と母が晩年独りで住んでいた家は、母が亡くなって十年も空き家だった。少し手

を入れ、残すことにしたのは木や木材への思いが深くなり欄間や障子のある想

い出深い家を壊すに忍びなかったからである。悩んでいた時に稲本正氏の『森の

形　森の仕事』を読み、講演を聴いたことも決心を後押しした。週末の我が家に

と思っていたが現実はなかなか行けない。いつまで維持できるかもわからない。

　　あ　螢

　　夜の野に

　　美しい最弱音……

　　　

　　あれはなにを瞬いてゆくのだろう

　　すずしい匂いを灯けて　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（「螢」より）

と詩を書き始めた若い頃は実家の前は細い川が流れ、田圃が広がっていた。田圃

のむこうに立山連峰が聳え、縁側に立って見事な借景を楽しむことができた。父

は仕事ひとすじで趣味はなかったけれど、日本風の庭を眺めるのを愉しみにし

ていた。水鉢や灯籠、石は昔のままだが松やほかの樹木は伸びて大木になった。

眩しい光を浴びて泰山木は包みきれない香りを大きな白い花びらに湛えている。

庭に来る鳥たち、鶯　エナガ　キセキレイ　オナガなど。尾長鳥の番が金木犀か

ら水鉢の傍の羅漢樹へ二羽そろって大きな波を乗り越えるようにゆっくりと飛

んだことがあった。そのような飛び方を初めて見た。スローモーションの青い曲

線が記憶に残っている。

　誰もいない庭をしみじみ眺めていると、父母の気持ちがわかるようだ。

　あれは中学生の頃だったろうか、母が里へ帰り、父と二人、縁側に腰かけ黙っ

て青白い月光の庭を見ていた夜。深い翳に螢は瞬いては消え、家の中にも迷いこ

んでくるのだった。息苦しい沈黙をときどき風鈴の音が破り、それぞれの淋しさ

を鳴らした。遠くで盆踊りの囃子が響いていた。

　あの夜、私の背中を抱くように浜風の潜む中庭から前庭へと通り抜けていっ

た〈あいの風〉。庭はささやかな家族の哀切な舞台。遠い日のさまざまな忘れ難い

シーンが鮮やかに甦る。

螢
の
庭

ぴあにっしも

そび

タイサンボク

つ

かげ

池田瑛子 Eiko Ikeda：富山市生れ。詩誌「禱」同人。富山詩人協会会長。青山学院大學文学部卒業間近の３月、
村野四郎の現代詩講座を受け、作品を採り上げられたことが励みとなり詩を書き始める。北日本新聞文化功労賞
を受賞。詩集『遠い夏』 『母の家』 『池田瑛子詩集』 『岸辺に』 詩画集（共著）『秋の記憶』他。東日本大震災の祈り
の詩「岸辺に」は歌曲、合唱曲になり歌われている。北日本文芸詩壇選者。

日々の歩行06　小林千紗 Chisa Kobayashi：1988年東京都生まれ。2009年東京国際ガラス学院卒業。2012年富山ガラス
造形研究所造形科卒業。 2014年同研究科卒業。2018年日豪ガラス作家人材相互交流事業、オーストラリア・キャンベラにて
6 週間の滞在制作を経て、富山市ガラス美術館ギャラリーIで個展「したたかなかたち」を開催。2019年「ひっそり閑」（東京/
万画廊）、「しろのくろのかたち」（富山/Gallery無量）など個展で作品を発表。現在は富山を拠点として制作、発表を続ける。
次の作品展示はビエンナーレTOYAMA2019（富山県美術館TADギャラリー）第5期 2019年8/11-8/20。
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いよいよ開幕！   公演特集   1

　「僕、オーバード・ホールには1度立ってるんです」。開口一番、
そう告白した演出家・藤田俊太郎。故・蜷川幸雄の下で『ロミオと
ジュリエット』に出演した時だ。その後、演出家に転身し、演劇賞
の多数受賞やロンドン上演と、縦横無尽に活躍。才能を発揮して
いる。そんな彼が、幼少期に観たブロードウェイミュージカル『ピー
ターパン』を手掛けたのが2017年。そして今夏、同劇場で藤田演
出版が上演される。作品を語る横顔には、『ピーターパン』に魅せ
られた少年の熱と輝きが覗く。

――オーバード・ホールでの『ピーターパン』上演は18年ぶり。
藤田演出版の骨格を成す部分を教えていただけますか。
　まず、飛び出す絵本のような世界を作りたくて。プロジェクショ
ン・マッピングを使って一緒に本を開き、原作と芝居の世界を体験

していただきたかったんです。そこで、ブロードウェイの初演（54年）
以来、しばらくカットされていたライザ役をストーリーテラーとして
復活させました。また、意識したのが、瀕死のティンカーベルを助
けるために、ピーターパンが観客に呼びかけるシーン。実はこのシー
ンは原作にも文字でしっかり書かれているんです！ 読み手が突然、
当事者になる。そのひねりがもう一つあって。ネヴァーランドの孤児
たちが持つ本には、最後のページがありません。結末を知ると大人
になってしまうから、代わりに語れる母親としてウェンディを連れて
来る。でも、彼女はそこで『ピーター・パンとウェンディ』という本を
発見してしまうんです……その衝撃たるや！ 読者を物語に引き込
み、登場人物に自分の物語を読ませる。この入れ子構造こそ、一つ
の文学の金字塔であり、作品が時代を超えて新しく生まれ変わり
続ける理由なのではないかと思います。

――藤田演出版は３年目となりますが、手応えはどこに？
　僕は今年が集大成だと考えていて、何が作用するかは、役者の
成長によるところが大きいんです。吉柳咲良さんは、13歳からピー
ターパンを演じてきて、今、15歳の大人の視点で物語を捉えること
ができるし、身体的には子供の部分も残っている。体力と知力がこの
役を演じるのに一番いい時期だろうと感じます。演出家の仕事は、
俳優が輝き、心地よく呼吸できる場所を舞台に作る、それだけ。咲
良さんは３年間、大きな一歩を日々重ねてきたのだと思います。

――歴代、多彩な役者が演じてきたフック船長／ダーリング氏役に、
本格的なミュージカルは初挑戦のEXILE NESMITHさんを迎えら
れます。
　EXILE NESMITHさんには、ダーリング氏が持つ威厳を深く表現
する声と存在感があって、でも、ある種の劣等感と“自分が中心では
ない”という意識も感じています。それはフックを演じるパワーになる
はず。原作では商社マンといった大人たちもネヴァーランドに足を
踏み入れますが、フックも打ち捨てられた誇り高き中流階級の出で、
大人として社会にいられなかった人。子供たちが大騒ぎして観るこ
とのできる舞台ですが、実は様々な大人が描かれていて。大人にな
ることを拒絶するピーターパン、大人から子供になることを選んだ
フック、少女から大人にならざるを得なかったウェンディ。それぞれ
の立場で描く、“大人が見ている子供の世界”なんです。

――藤田さんはネヴァーランドに行きたいですか……？
　憧れはすごくあります。日常に満足しきれない自分がいて。劇場で
芝居を観ている時間を、ネヴァーランドにいるかのように体感した
い。そこが自分の本来の居場所だと思うのが、演劇をやり続けてい
る理由です。そのためにあらゆる努力をしなくちゃ、と。

――ご自身の演出作が富山で上演されるのは初めてですね。
　すごく、うれしいです。オーバード・ホールは奥行きも広く、劇場
空間も大きくて、観客が舞台と一体感を感じられる場所。そして、フ
ライングが映える！ 僕、小さい頃に観た『ピーターパン』の何が忘れ
られないかと言えば、最後、真っすぐ客席に向かって、ものの見事に
飛んでくるフライング。芝居の醍醐味は、舞台上が観客を映す鏡で
あるということなので、フライングで心をわくわくさせ、飛びたい願望
やどこか遠くへ行きたい思いを重ねていただければと思います。

６月初旬の製作発表記者会見では、ピーターパン役の吉柳咲良
が、劇中で歌う“アイム・フライング”を披露。軽快なリズムに乗
せて伸びる歌唱には、３年目となる自信が溢れる。多幸感に包ま
れ、公演への期待が高まった。

挑戦を重ねる中で、できることの幅が広
がって、ダンスや歌、細かいところにまで
目が向くようになりました。元気で素直で
活発な子だと思っていたピーターパンの
見え方も変わり、こんなに奥深い物語
だったのか！と、気付かされることも。今年
はセリフの意味をもっと深く表現できたら
と思っています。フライングは本当に楽しく
て、その瞬間は全てを忘れてピーターパン
そのもの（笑）。子供たちを別世界に連れ
て行く、影響力のあるピーターパンのよう
に、座長として頑張ります。

ずっとチャレンジしたいと思っていたので、
夢が叶い、本当にうれしく思います。ミック
スである自分がフック船長／ダーリング氏
役を演じることには、意味があるはず。歌
稽古を重ね、役が少しずつ入ってきている
状態ですが、フックには子供心があり、ま
た葛藤もある人なので、自分らしく作って
いきたいです。普段はパフォーマンスを通
して想いや願いを伝えていますが、舞台で
はさらに自分自身を投影し、発信していか
なければならない。この場所で得たものを
ホームでの表現に返していきたいですね。

藤田俊太郎（ふじた・しゅんたろう）：1980年生まれ、秋田県出身。東京
藝術大学美術学部先端芸術表現科在学中の2004年、ニナガワ・スタ
ジオに入る。俳優として活動後、2005年以降2015年まで蜷川幸雄作
品に演出助手として関わる。絵本ロックバンド「虹艶Bunny」としてライ
ヴ活動展開中。第22回読売演劇大賞の杉村春子賞と優秀演出家賞、
第24回読売演劇大賞優秀演出家賞、第42回菊田一夫演劇賞を受賞。

演出

藤田俊太郎
インタビュー

座長としてピーターパンのように導く
ピーターパン：
 きりゅうさくら

吉柳咲良

自分にしか演じられないフック船長を
フック船長／ダーリング氏：
 エグザイル   ネ ス ミ ス

EXILE NESMITH

チケット：［全席指定・税込］
一般：6,500円　
ジュニア：4,500円（3歳以上高校生以下）
※ 3歳未満入場不可。

プレイガイド：アスネットカウンターほか　
★ チケットのお求めは P11「チケット購入方法」をご覧ください。

日時：2019年 8月24日（土）17:00開演 25日（日）12:00開演

青山メインランドファンタジースペシャル
ブロードウェイミュージカル 「ピーターパン」公

演
情
報

会場：オーバード・ホール

原作：ジェームズ・Ｍ・バリ
作詞：キャロリン・リー
作曲：ムース・チャーラップ
翻訳／訳詞：青井陽治
演出：藤田俊太郎

【出演者】
ピーターパン：吉柳咲良
フック船長／ダーリング氏：EXILE NESMITH
ウェンディ：河西智美

タイガー・リリー：宮澤佐江
ダーリング夫人：入絵加奈子
ライザ：久保田磨希　　ほか

「
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
」は
、

大
人
が
見
て
い
る
子
供
の
世
界

初演から今年で39年目を迎えるブロードウェイミュージカル「ピーターパン」。初代ピーターパンと言えば、榊原郁恵があまりにも有名。

これまで宮本裕子（4代目）、笹本玲奈（5代目）、高畑充希（8代目）など実力派俳優が演じてきました。今回演じる吉柳咲良は10代目です！ 

歴代フック船長は21名。古田新太（12代目）、ROLLY（13代目）、武田真治（18代目）など幅広い顔ぶれ。

去年は21代目を ISSAが演じて話題になりました！

富山公演担当
山本

富山公演担当
福岡

撮影：Hikaru.☆

ピーターパン
ブロードウェイミュージカルブロードウェイミュージカル

ピーターパン



◉ 狂言は古典芸能？
　みなさんは「狂言」という芸能にどんなイメー
ジをお持ちでしょうか？大名と家来の太郎冠者
が登場して、「そろりそろりと参ろう」と言いなが
ら舞台の上をぐるりと歩き回る芸能…とまでご
存じでしたら、あなたはかなりの「狂言通」と
言ってもいいかもしれません。
　とは言うものの「古典芸能」ということで頭から
「ハードルが高いのでは？」とおそれをなしておら
れる方も多いと思います。確かに狂言は平安時
代に生まれて、室町時代に今の形式になったと
いう古い芸能ですので、役者さんが登場するなり
「これはこのあたりに住まいいたす」
などといささか古めかしい日本語でしゃべりだす
ので驚かれるかもしれません。でも、堂 と々した
大きな声でゆっくりと語られる台詞を聞いて、仕
草（動き）を見ていると、おおよその内容はおわ
かりいただけるようになっています。狂言に限ら
ず、古典芸能を鑑賞するときには「すべてを理
解しよう」などと無駄な抵抗をするのはやめて、
「わかる部分を楽しもう」という姿勢で気楽にご
覧ください。
　そして、なにより笑いの芸能です。おもしろい
場面ではおおいに笑ってください。

◉ お豆腐狂言
　確かに昔は「狂言は難しくて格式の高いも
の」というイメージがあったことも事実です。江
戸時代になると、狂言は能とともに武家の芸能
として演じられるようになりました。能舞台以外
では演じてはいけない、他の芸能とコラボして
はいけないなどのタブーが発生。格式や形式が
第一となって、一般庶民が気楽に見物できる芸
能ではなくなった時期が長く続きました。
　千五郎さんのおとうさんの五世千作さんのひ
いお祖父さんにあたる二世千作さんは、それま
で格式や伝統を重んじていた狂言を一般の皆
さんにも気軽に見ていただこうと考え、パーティ
の席やお祭りの余興など、どこへでも出かけて
行ってわかりやすい狂言を演じるようにしまし
た。そのため、京都の人たちは「おかずに困った
ら豆腐にしろ。余興に困れば茂山の狂言にし
ろ」と言ったのだそうです。これは決してほめて
言っていたわけではなく、「頼まれたら、どんなと
こにでも行かはりますなあ」という嫌味の意味で
「豆腐」に例えていたのですが、それを耳にした
二世千作さんが「『お豆腐』、結構やないか。豆
腐はお座敷の高級料理のお膳にも出るけど、冷
や奴や湯豆腐として庶民のお膳にも出るやない

か」と、かえって悪口をキャッチフレーズにしたと
申します。
　この反骨精神をユーモアでコーティングして
いるのが茂山千五郎家の「お豆腐主義」の根本
にあるように思います。
　茂山家の狂言の最大の特色はとてもわかり
やすいこと。狂言の「入り口」として最高の水先
案内役をつとめてくれます。そして、狂言の魅力
にとりつかれたあなたが、いろんな狂言を見て
回った結果、狂言の奥深さを教えてくれるのも
茂山家の狂言なのです。
　キャッチコピー風に申しますと
「狂言は茂山家にはじまって、茂山家に終わる」
とでも申しましょうか。
　まずは和風のコントのようなものと思ってご覧
になってみてください。

◉ 狂言のおもしろさ
　さきほど「狂言は笑いの芸能だ」と申し上げ
ました。ストーリーもシンプルですし、登場人物
たちも「そうそう。こんな人、居る居る」と言いた
くなるような人ばかりです。
　わがままな主人や、少しズルいところのある太
郎冠者。口やかましい奥さんに、その脅威にビク

ビクしている小心なご亭主。楽して金儲けしよう
と考える小悪党。どの人もちょっと困った連中な
のですが、どこか憎むことができない不思議な
魅力を持っています。服装としゃべり方こそ古風
なのですが、室町時代も江戸時代も現代も、人
間の中身はそんなに違っていないと思いますよ。
　狂言が演じられる能舞台には舞台と客席を
仕切る幕がありません。つまり、お芝居が終わっ
ても幕はしまらないのです。そのため、狂言のラ
ストは逃げて行く相手を「橋掛り」（舞台の左手
奥にある手すりのある廊下）の突き当りにある
揚幕に「やるまいぞ、やるまいぞ」と追いかけて
入っておしまい…というパターンが多いのです。
これは「追い込み留」と呼ばれる狂言の代表的
な終わり方です。
　ほかには、舞台にひとり残った登場人物が
笑ったり、怒ったり、くしゃみをしておしまい…と
いった終わり方もございます。
　狂言の楽しみ方は、ほんとうにひとさまざま
です。
　音楽のお好きな方には浮き浮きするような歌
を楽しんでいただけますし、ファッションに興味
のある方は衣装の大胆なデザインに目を奪われ
ると思います。面食いの方のためには、皆さん花

の素顔で登場されますのでイケメン狂言師に見
とれていただく…というのもいいかもしれません。
　いろいろと申しましたが「百聞は一見にしか
ず」と申します。むつかしい理屈はさておいて、ま
ずは笑いの世界にそろりそろりと参ろうではあり
ませんか。
　　　　　　　文：小佐田定雄［落語作家］

◆ 日時：2019年11月3日（日・祝）
◆ 会場：富山能楽堂
◆ チケット：［全席指定・税込］ 
　一般3,500円　
　ジュニア（高校生以下）2,000円
　　※未就学児入場不可。

◆ チケット発売日：
　アスネット会員先行：8月4日（日）のみ
　一般発売：8月12日（月・祝）～
　プレイガイド：アスネットカウンターほか
　★チケットのお求めはP11「チケット購入方法」をご覧ください。

◆ 出演者

◆ 演目：「千鳥」 「濯ぎ川」 「仁王」

公演情報

15:00開演

AUBADE HALL Presents

秋は茂山！富山で茂山！

茂山千五郎家 お豆腐狂言

06 07

チケット発売間近！   公演特集   2

お
豆
腐
の

楽
し
み

  出演者募集！    茂山家の皆さんと一緒に狂言の
                       舞台に立ってみませんか?
「仁王」にご出演いただく方を募集します！
◇ 日程：【稽古】10月31日（木）～ 11月2日（土）
             【本番】11月3日（日・祝）
◇ 会場：富山能楽堂
◇ 募集人数：6名程度（応募者多数の場合は抽選）
◇ 講師：茂山 千五郎・井口 竜也
◇ 募集期間：9月9日（月）～27日（金）
※詳細・お申込みはオーバード・ホールHPをご覧ください。　

茂山 千五郎 茂山 宗彦 茂山 茂 茂山 逸平

茂山 千之丞 丸石 やすし 井口 竜也 山下 守之

　撮影：上杉遥演目「仁王」

秋は茂山！ 

富山で茂山！

茂山千五郎家

お豆腐狂言

茂山千五郎さん

京都のオススメをおしえて！

「京都良いとこ、一度はおいで！！」
京都は四季折々の楽しみがあります。春は桜、夏は新
緑。秋は紅葉。冬は底冷え⁉有名な名所だけではなく、
鴨川沿いや伏見の疎水沿いなど、何気ない街中でも充
分に四季が楽しめます。特に鴨川沿いには名店「出町ふ
たば」の豆餅も…。是非京都にも遊びに来てください。
　　　

「
出
町
ふ
た
ば
」の
豆
餅
は

昔
か
ら
大
好
物
で
す！
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ステージ撮影：鹿摩隆司　バックステージ撮影：今寺学　

ダンサーたちはオーバード・ホールの
感触を入念にチェック。

バラして移動できないため、
そのまま運んだ舞台セット。

激しいダンスによる衣裳のダメージをすぐに補修する衣裳スタッフ。

ダンサーにとっ
て、体調管理は

重要なこと。

だからトレーナ
ーを同行して劇

場入りする。

広い楽屋周りを埋め尽くす
華やかな衣裳の数々。

出番に備える魔法のランプ。
ここからジーンが出てくるのか？！

照明だけで作り出す絶妙の空間演出。

怪我をしないためにも
ウォーミングアップは大切。

公演前も必ず全員で
クラスレッスンを行います。

シューズを履く姿から、役に入っていく
ダンサーの緊張感が伝わってくる。

オーケストラの60名もピットに入り、
いよいよ本番直前の通し稽古。

舞台の様子を袖から見守るダンサー。
その横顔、姿は凛々しい。

舞台袖で出番を待つダンサーたち。

キャスト、オーケストラ、スタッフ、総勢200 名超。

日本が世界に誇る新国立劇場バレエ団と、卓越した物語音楽を奏

でる東京フィルハーモニー管弦楽団。煌びやかな衣裳や、次々に展

開する大規模な舞台美術。オーバード・ホールのバレエ公演として

は最大級となった「アラジン」。公演直前、その舞台と楽屋に潜入し

、バックステージのリアルに迫りました。

2019.7.6 sat
Back Stage Report

ジーンが飛び出すシーンは、ワイヤーで吊るす。高さはなんと約6ｍ。 楽屋前に
は場面転

換ごとに
、

熱を帯び
たダンサ

ーたちが
行き交う

。舞台スタッフ陣の入念な打ち合わせ。

休憩中の和やかなキャストたち。ジーンの素顔も垣間見られた！

0909

プロフェッショナル
劇場を支えるプロフェッショナルをご紹介していきます。

わたしたち人間は、かすかな快・不快にも敏感な生き物だ。チケット
を見せ、ホワイエでグッズを選び、客席で開演を待つ。この流れに何
ら違和感を感じないのは、環境が快適であることの証。客席の室温
は年間を通して24℃に設定されていて、暑くなく寒くもない。目には
見えない室温を地下の中央監視室で調整しているのが、設備運営管
理を務める神田久義である。

機器を操り、快適をつくる。
　オーバード・ホールには、空調や冷暖房などの設備機器が随所に
設置されている。それらが正常かつ適切に稼働して初めて、公演の土
台が出来上がる。｢観客や出演者はもちろんのこと、公演に関わる全
ての人 に々快適な環境を提供すること｣と
自身の仕事を説明する神田は、モニター
に映る監視システムを目で追いながら設
備機器を操る。観客が舞台に集中できる
ように、出演者や舞台スタッフがそれぞれ
の力を発揮できるように。

モニターの変化を、見逃さない。
　公演当日、開場 90分前にはホワイエやギャラリー、トイレ等の照
明が切れていないかを確認するため、1階から 5階まで直接足を運
ぶ。そして開演後は、演出によって舞台照明に多くの電力を費す場合
には、影響のないエリアの機器を一時停止して負荷を調整しなけれ
ばならない。スポットライトで室温が上昇した場合には強制換気を
行ったり、舞台上の吊り物が揺れないよう空調の調整が求められるこ
ともある。そのため、公演中はじっと中央監視室でモニターに目を凝ら
し続ける。俊敏かつ的確な判断が必要だ。｢監視システムは貴重な情
報を語りかけてきます。その声に耳を傾けることが大切」。

地道な作業は、いい舞台のために。
　来る日も来る日も、空調や照明などの巡回監視を徹底する。｢やは
り機械も人と一緒。異常があればシグナルを発します。五感を研ぎ澄
ませて観察すれば、においや振動、音などから普段との違いに気づく
ことができます｣。経験によって培われた勘を生かして、公演中の故障
を未然に防いでいる。公演当日、設備機器を速やかに調整できるの
は、毎日の点検があるからだ。
　「時に機械を愛おしく感じるのは、職業病かもしれません」と笑う
神田は、舞台への愛情も人一倍、大きい。｢日々愚直に向き合うこと
で、観客の皆さんに感動を届けられたら｣。今日も、そして明日も地下
室で縁の下の力持ちとなる。

神田久義
設備運営管理公演を支える、縁の下の力持ち。

08

神田久義（かんだ・ひさよし）：富山市出身。アルコット株式会社から設備担当と
して、平成27年より中央監視室に勤務。数十年前、アマチュア劇団に所属し
「藪の中」等に出演経験がある。設備運営を担当するにあたり、電気主任技術
者、ビル管理者、危険物取扱者、消防設備士、電気工事士などの資格・知識
を駆使し、「感動の舞台」の支えとなるよう、日々奮闘中。

プリンセス役作り。
大変レアなショットです。



下奥井駅

奥田中学校前駅

奥田ビル

奥田小学校  ●
富岩運河
環水公園

とやま自遊館

KNB
●

オークス・
カナルパークホテル

富山
 ●

富山駅

オーバード・
ホール

主 催 公 演 情 報
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◆ 開演＝19：00
◆ 会場＝婦中ふれあい館 ふれあいホール
◆ 料金＝［全席指定・税込］一般 3,000 円

◆ 出演＝森公美子 ほか
◆ 開演＝12/14（土）12：00
　         12/15（日）12：00
◆ 会場＝オーバード・ホール
◆ 料金＝［全席指定・税込］
　S席 13,800円　A席 10,000円
　B席 7,000円　U-25 5,000円

◆ 時間＝11：50 ～ 12：50
◆ 会場＝富山市民プラザ  アトリウム
◆ 出演＝椎名慧（ヴァイオリン）、松井奏幸（クラリネット）、
　          佐々木ゆき子（ピアノ）

市民のためのランチタイム

ジョイフルコンサートVol.66

ミュージカル

「天使にラブ・ソングを
　　　～シスター・アクト～」

佐渡裕指揮

兵庫芸術文化センター管弦楽団
創設15周年記念 特別演奏会

◆ 指揮＝佐渡裕
◆ ピアノ＝エフゲニ・ボジャノフ
◆ 開演＝14：00
◆ 会場＝オーバード・ホール
◆ 料金＝［全席指定・税込］
　S席 7,500円   A席 6,500円
　学生券（大学生以下） 2,000円

柳家三三・春風亭一之輔
二人会

宝塚歌劇 宙組 
富山公演

◆ 出演＝真風涼帆、
　         星風まどか ほか
◆ 開演＝14：00 ／ 18：00
◆ 会場＝オーバード・ホール
◆ 料金＝［全席指定・税込］
　　　　S席 7,300 円
　　　　A席 5,500 円
　　　　B席 3,500 円

好評発売中

◆ 開演＝18：30　◆ 会場＝オーバード・ホール
◆ 料金＝［全席指定・税込］
　　　　SS席17,000円  S席14,000円  A席9,000円
　         B席 6,000円　U-25 4,000円

イタリア・トリエステ・ヴェルディ歌劇場
オペラ「椿姫」 TAP into The Light

◆ 出演＝熊谷和徳 ほか
◆ 開演＝19：00
◆ 会場＝富山市民プラザ
　                アンサンブルホール
◆ 料金＝［全席指定・税込］
　   一般 4,000 円
　   ジュニア（高校生以下）
　                    2,000 円

桐朋アカデミー・オーケストラ　
特別演奏会

◆ 指揮＝尾高忠明　◆ ピアノ＝田部京子
◆ 開演＝14：00　　 ◆ 会場＝オーバード・ホール
◆ 料金＝［全席自由・税込］3,000円
　         （友の会会員・学生・生徒・児童無料）

Ⓒキッチンミノル

12／14・15
Sat Sun

9／12
Thu

◆ 指揮＝パーヴォ・ヤルヴィ ◆ ヴァイオリン＝川久保賜紀
◆ 開演＝15：00 ◆ 会場＝オーバード・ホール
◆ 料金＝［全席指定・税込］Ｓ席6,000円  Ａ席5,000円
　　　　Ｂ席4,000円　Ｃ席3,000円

NHK交響楽団演奏会
富山公演

9／8
Sun

9／19
Thu

Sat

9／21 11／7
Thu

11／12
Tue

11／26
Tue

2／2
Sun

2020

チケット
購入方法

アスネットカウンターで
お買い求めください。

アスネットオンラインチケット

www.aubade.or.jp 24 時間受付
※ご利用の際には会員登録が必要です。

アスネットカウンター（オーバード・ホール１Ｆ）

TEL. 076 - 445 - 5511 10：00～18：00
定休日：毎週月曜（月曜が祝日の場合、翌平日）

窓口販売電話予約インターネット

　僕にとって、クラシック音楽との出会い、知識との出会い
は、とても刺激的で何ものにも代え難い喜びの連続でした。
　鍵盤の「ド」の位置さえわからなかった自分が、ここまで
クラシック音楽を好きになったのだから、誰もが自分と同じ
想いをしたとき、きっとその虜になるはずだと。そうやって自
分の原点回帰のようなスタンスでレクチャーを始めて、かれ
これ15年くらいになるでしょうか。
　毎回満席御礼の富山での音楽入門講座。今年は、会場
を変えての新内容です。いつも熱心な皆様に、ますます乗せ
られてしまうのではないかと思いますが、今年が最後。皆様
からまたリクエストされるくらいの究極のレクチャーを考えて
います。これまでに披露したことのないクラシック音楽の秘
密をお話します。あなたも虜になるかも。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回
　　　　出演：加藤昌則（ピアノ）、三宅理恵（ソプラノ）、近藤圭（バリトン）

9月18日（水）

10月  2日（水）

10月30日（水）

12月  4日（水）

12月  5日（木）

「バロック三人衆」
  バッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディ
「古典派三人衆」
  ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン
「ピアノ三人衆」
  ショパン、リスト、ドビュッシー
「オペラ三人衆」
  ヴェルディ、ワーグナー、プッチーニ
「奏でる三人衆」スペシャルコンサート

◆ 会　場
◆ 受講料

富山国際会議場 メインホール
［全席自由・税込］
第1～ 4回 各1,000円    （500円）
第5回     2,000円（1,000円）
シリーズ通し券    5,000円（2,500円）

※（　）内はジュニア料金（高校生以下対象）。 ※未就学児入場不可。加藤昌則［作曲家・ピアニスト］

好評発売中

好評発売中

好評発売中

好評発売中

好評発売中好評発売中

入場無料

会員先行発売日：8月24日（土）のみ
一般発売日：9月7日（土）～

会員先行発売日：9月6日（金）のみ
一般発売日：9月14日（土）～ 

会員先行発売日：終了
一般発売日：9月8日（日）～

AUBADE HALL Presents　音楽入門講座
作曲家「加藤昌則」が誘う劇場型クラシック鑑賞術！

大人気シリーズ、ついに完結！

◆ シリーズ全日程  ※全日程 19:00 開演

 U-25  鑑賞時25歳以下対象。公演当日の空席よりお席をご用意します。 ※情報は2019年7月20日現在のものです。変更になる場
合がありますのでご了承ください。詳細・最新情報はHPをご覧ください。※年齢による入場制限については、各公演で異なります。
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富山駅の南北開通により、往来が7分も短縮！オーバード・ホールへの
アクセスも良好になりました。劇場で過ごす前後の時間もさらに楽しんで
いただけるよう、オーバード・ホールのスタッフが行きつけの美味しいお店
をご紹介します。期待に胸をふくらませてランチしたり、余韻を感じなが
らスイーツにうっとりしたり。どうぞ、舞台も食も美味しく楽しんでください。

劇場のまえに　あとに。

オーバード・ホール寄り道マップ

富山駅南北開通記念！！

なんと言っても、オーバード・ホール
のお隣なのも嬉しい。
牛島町18-7 アーバンプレイスB1F
☎ 076-445-5522
営：ランチ　11：30～14：00
　  ディナー  17：30～22：00
休：日曜（日が連休の場合は営業、
　　連休最終日休）

富山の新鮮な魚介が
堪能できる！

かまど料理 ごんべい舎
アーバン店

企画・福岡美奈子のオススメ！

1日限定10食の
海鮮丼1,000円は
とってもお得！

オーバード・ホールから
10分程で行けるお店を
ご紹介。自転車の
移動もオススメ！

駅北ランチ・スイーツ篇

©Julia Baier

©Yuji Hori

●
龍谷富山高校

湊入船町5  富山富岩運河環水公園
☎ 076-439-2630　
営：8：00～22：30　休：不定休
ア：徒歩15分程

水と芝生が広がる公園内の
世界一美しいスタバ

スターバックスコーヒー
富山環水公園店

富山県産の素材を活かした
オリジナルジェラート

ジェラートに使用する牛乳、生ク
リームもすべて富山県産。
下奥井1-21-20（下奥井駅そば）
☎ 076-431-0087
営：10：00～19：00　
休：木曜
ア：ライトレールで10分程 

営：営業時間　休：定休日　ア：オーバード・ホールからの所要時間　　※お店の情報は2019年7月20日現在のものです。営業時間・お休みはお出かけ前にご確認ください。

ジェラテリア Voce
ヴォーチェ

OK!

TAKE
OUT

舞台・毎熊文崇の
オススメ！

ジェラートのトリプル580円
ラムネ味がオススメ！
冷たくて美味しい～

フルーツカッティング、ヴィーガン
スイーツの専門店。
下奥井1-21-20（下奥井駅そば）
☎ 076-400-8141
営：11：00～18：00
　　（金・土・日・祝のみ）
ア：ライトレールで10分程 

毎月変わる
フルーツパフェも
ヴィーガン

FRUCRU
フルクル

企画・宇瀬 崇のオススメ！

おさんぽパフェ
モモ1,000円

男子だってスイーツは
食べたい！

第1・3土曜の夜のみアコー
スティックライブが楽しめる
フォークカフェに！
永楽町22-18　
☎ 076-442-7216
営：10：00～16：00　休：日・祝
ア：自転車で10分程 

手作りケーキと
ランチが自慢の喫茶店

カフェ・ カプリチョ

カプリチョは、
昔ながらのアットホーム
な喫茶店

音響・曽根朗のおすすめ！

野花や山の草木を販売す
る生花店「草むら」も併設。
奥田町14 -16
facebook @cafe.socca
営：11：00～17：00　
休：不定休
ア：自転車で10分程 

野菜もたっぷり
ワンプレートランチ

ソッカフェは、
居心地が良く、時間も
忘れてしまいます。

ソッカフェ

socca+cafe

やさしい味のロールキャベツが人気！
城北町14-6　☎ 076-456-8565
営：ランチ　 11：30～ 15：00（L.O.14：00）
　  ディナー 17：30～ 22：00（L.O.21：00）
休：月曜　ア：徒歩10分程

洋風食堂 トロワ
なんと
おいしい
ここへ行こう！

オールドニュー

お好み焼・鉄板焼 Old New

赤江町1-7
富山県中小企業研修センター 1F
☎ 076-441-2244
営：ランチ   11：30～14：30
　  ディナー  18：00～22：00
休：木曜
ア：徒歩10分程 

ふわふわの生地に
豪華なトッピング！

管理・稲松直子のオススメ！

OK!

TAKE
OUT

OK!

TAKE
OUT

ⒸYuji Hori

牛島新町3-7レジデンス牛島1F
☎ 076-482-3472
営：ランチ　 11：30～14：00
　  ディナー 17：30～22：00
休：日・祝　ア：徒歩8分程 

和洋折衷のおしゃれな
焼き鳥屋さん

和食ランチ、洋食ランチ、日替り弁当
などが気軽に楽しめる。
湊入船町9-1 とやま自遊館1F
☎ 076-444-2101
営：ランチ 11：30～15：00（L.O.14：00）
　  ディナー 17：30～21：30（要予約）
休：無休　ア：徒歩6分程 

本格「和食とフレンチ」が味わえる！

　　 ヤキトリア

ＹＡＫＩＴＯＲＩＡ　ちいろ

とやま自遊館1F

レストラン シャトー

企画・宇瀬 崇のオススメ！

男女、年齢問わず
満足できる

レストランですよ！

オープンしたばかり！
7月22日よりランチスタート

（数量限定）

シェアサイクルのシクロ
シティ富山「アヴィレ」の
ステーションもすぐ近く
にあります。


