
 

「人と、街と、劇場をつなぐ。」　オーバード・ホール情報誌

2019 - winter
VOL.



800字の劇場 　7

　言葉はいつも生と死の中間にある。

　たったいま、わたしの口から放たれた或る言葉が、ほかの誰にも聞き取ら

れることなく、中空に霧散した。ギリシア語で「息／魂」を意味するプネウマ

のごとく、それはわたしのからだを離れ、どこに至るともなく消え去った。

　ここのところ、文字を読み、書くことがさほど一般的でなかった時代の、

言葉のありように思いを馳せることが多くなった。日々、手元のPCやスマー

トフォンで文字のやりとりをすることに、少々疲れをおぼえてきたこともそ

の一因かもしれない。以前ならば考えられなかったことだが、最近では書物

を読むことの歓びを、それにともなう肉体的、精神的な疲労が上回ることも

珍しくなくなった。

　古代ギリシアの広場で、あるいはローマの劇場で、人びとはどのような言

葉を交わしあっていただろうか。考えてみれば、この時代に生み出された古

典の数々は、何より「声に出して」読まれるものとして存在していた。これ

は、考えてみれば驚くべきことである。古典物に通じた舞台役者でもないか

ぎり、わたしたちはそれをひとつとして諳んじることができない。比較的に

憶えのいい日本の詩歌についても、おそらく事情はそう変わるまい。

　ひとが何らかの手段で発する言葉の数々は、印刷術や電子媒体の普及に

よって、それまでよりもずっと長い生を享受するようになった。インター

ネット上に書かれる、夥しい言葉の数々。しかしそれは、わたしたちのから

だと切っても切り離せない関係にあった、かつての言葉ではもはやない。電

子の網目を縫ってますます生き生きと増殖するそれらは、わたしたちから見

ればなかば死んだ言語である。

　半死半生の言葉たちに取り囲まれて、わたしたちのプネウマはどこへ消え

たのか。書くことと話すことの狭間で、わたしは、それが新たに宿るところ

を探し求めている。おそらく劇場もまた、そんな「よそよそしい」言葉が肉体

を通じていまいちど賦活される、特権的な場処にほかなるまい。

プネウマの行方

文：星野　太

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。
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あなたの叫びも　ささやきも

吸いこまれ　吐き出され　吸いこまれ

ひかりの繭をつくっていく

Life formⅠ
伊藤 真知子  Machiko Ito : ガラス造形作家。1979年 沖縄県生まれ。2013年 富山ガラス造形研究所を卒業後、
富山市を拠点に作家活動を行う。「国際ガラス展・金沢2013」銀賞、「アートフェア富山2013・2017」グランプリ。
国内外の展覧会に参加。2019年秋にコーニングガラス美術館（ニューヨーク）にて滞在制作を行う。

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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TOYAMA
ART STAGE

2019 WINTER

星野　太  Futoshi Hoshino：1983年生まれ。美学、表象文化論。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。
博士（学術）。著書に『崇高の修辞学』（2017年）、共著に『ソーシャリー・エンゲイジド・アートの系譜・理論・実践』
（2018年）、『キュレーションの現在』（2015年）、『コンテンポラリー・アート・セオリー』（2013年）など。現在、金沢
美術工芸大学講師。

ふ  かつ
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チケット：［全席自由・税込］　一般：3,800円　U-25：2,800円
※U-25：観劇時25歳以下対象。ご入場の際、身分証が必要です。  ※未就学児入場不可。  

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 P15「チケット購入方法」をご覧ください。

キャスト
マスター：六渡達郎
若者：善雄善雄
青年：古池大地
ベテラン風俗嬢：結城まゆみ
若者の彼女：瀬戸ゆりか
男：坂本好信
客：石川雄士、大野貴市、
　  柿本弘一、佐藤潤子、
　  ノジダイスケ、森田翠
青年の友人：元井康平

原作：狩撫麻礼
画：泉晴紀
脚色・演出：タニノクロウ
美術：稲田美智子
照明：渡部良一
音響・映像：曽根朗
演出助手：広田郁世、宇野津達也
技術監督：毎熊文崇
舞台監督：畑崎広和
美術製作：「ダークマスター 2019 
　           TOYAMA」美術スタッフ

日時：2019年 3月7日（木）  8日（金）  9日（土）  10日（日）　　
開演:　　  　　　    19:00　　     19:00★　 　 13:00  18:00★　 13:00
★公演終了後タニノクロウによるアフタートークを開催します。

タニノクロウ×オール富山「ダークマスター 2019 TOYAMA」

公演情報

取材・文／徳永 京子（演劇ジャーナリスト）

今は、お客さんがイヤホンを使わなくても良いと思っている
んです。舞台のどこを観ても、何を聞いていても、この作品
の世界観が伝わるようにつくっています」

── 小さな劇場空間だとそれも可能ですね。最後に、戯曲
を富山版に書き換えたポイントについて伺えますか？
　「この作品を自分でも気に入っているのは、間口は広いけ
れどもエンターテインメントに終わらず、変わっていく都市
が描けること。富山が自分の地元であることはかなり意識し
て、今、この街が抱えている問題を調べました。話の舞台に
設定したのは、バブル期にはすごく賑わったのに、いまやゴー
ストタウン化している場所ですけど、そのど真ん中に実家が
ありますし。シュールで原作に近い雰囲気になりましたが、地
元の人が観たら、ちょっと痛みを感じる内容かもしれません。
でも“おもしろかった”だけで終わったり、“良い話だった”と
感動するだけの作品じゃないほうがいいと思ったんですよね。
僕自身も、戯曲賞を獲って海外でも公演したりして、このま
まありがたい感じ（の存在）になってしまうのは嫌ですし」

── 富山からインスパイアされた物語という点では『無明ノ
宿』と通じていますね。
　「ええ。そういうものを感じた時の方が、僕は作品をつく
りたいと思いますし、切実な作品になっていると思います」
　
　緻密な美術、削ぎ落とした言葉など、自身の頭の中のイ
メージを正確に再現することにこだわってきたタニノが、
演劇のプロでない人たちと創作する。この大きな変化は、故
郷と再び出合った経験が大きいはずだ。そこに生み出され
る喜びと痛みは、プロもアマもない、まさに“切実”なものの
はず。タニノの新しい出発を楽しみに待ちたい。
　

会場：オーバード・ホール舞台上特設シアター

脚色・演出

タニノクロウ
インタビュー

日本の演劇界で最も注目度が高く、影響力も大きい岸田國
士戯曲賞を、故郷・富山が変わりゆく様子を題材にした『地
獄谷温泉  無明ノ宿』で受賞したタニノクロウ。昨年、同作を
オーバード・ホールで上演して大好評を博したが、今年は代表
作のひとつ『ダークマスター』を書き換え、富山で公募したキャ
スト、美術スタッフと創作して『ダークマスター 2019 TOYAMA』
として上演する。生まれ育った土地の人とともに、そこで暮ら
す人に向け、新たに立ち上げる作品に何を込めるのか。
　
── タニノさんは郷土愛とは無縁のようなイメージがあった
ので、昨年、『無明ノ宿』富山公演の実現をとても喜んでいら
したのが印象的でした。
　 「僕は15歳で東京のほうに出たので、ある意味、富山を忘
れやすかった。でも家庭を持って実家に帰る機会が増え、さ
らにこの数年は、仕事が多忙だった両親の代わりに僕を育て
てくれた祖父母の病気などがあって、帰省が増えたんです。
ちょうど北陸新幹線開通の前後で、それに伴って、さまざま
なものが急速に失われていくのを肌で感じて、それについて
何か残しておきたくて、富山弁を使って書きました。それを
富山の人に観てもらえ、喜んでもらえたのは、これ以上なく
うれしかったです」

── 今回、『ダークマスター』を富山の皆さんと創作・上演
するアイデアは、タニノさんからですか？
　「そうです。キャストを上演先でオーディションするのは
大阪でもやったんですが、美術をその地域でつくるのは初め
て。稽古場が素晴らしい施設で実現したことですが、美術で
参加してくれている皆さんもすごく頑張ってくれています。
オーディションも予想以上に幅広い年齢層の人が集まって
くれて、楽しかったし、良いキャスティングができたと思い
ます。僕は“このせりふを読んでください”というやり方では
なく、普通の会話をしてキャストを決めたいタイプ。演劇っ
て時間を共有することだから、一緒につくる以上はその人を
好きになりたいじゃないですか。いや、別に僕のことは好き
になってもらわなくていいんですけど（笑）。その意味でも良
い座組みができたと思います」

── 『ダークマスター』は、タニノ作品の中で最も再演回数
が多いですね。その理由は？
　「どんな存在か、もはや誰もわからないくらい巨大な力み
たいなものがあって、それに支配されている感覚が僕には
ずっとあるんです。おそらく自分で書いた作品にも反映され
ているんですが、『ダークマスター』の原作を読んだ時、それ

がとてもシンプルに表現された漫画だと思いました。やって
みて思ったのは、火を使って料理をつくったり、お客さんが
イヤホンを通してせりふを聞いたり、音響や映像のちょっと
トリッキーな仕掛けもあって、僕の作品の中では、エンター
テインメント性の高いものになりました」

── 眼の前で何品も調理されるので、ジュージューという
音や美味しそうな香りが劇場に充満して「帰りは絶対にあ
れを食べよう！」という気持ちになります（笑）。普通の劇場
ではなかなかできない体験ですね。入場した時にイヤホン
を渡されるのも、最初は驚きました。
　「主人公の男がイヤホンを通して調理方法を聞くのを、お
客さんも一緒に体験してもらうために始めた仕掛けですが、

AUBADE HALL  Produce　

AUBADE HALL  Produce　
チケット発売中！   公演特集   1

マスター：六渡達郎（ろくどたつお）
富山在住・出身者限定のオーディション
で選ばれた六渡は、なんと実生活でも
「太陽珈琲焙煎本舗」を営むマスター。
日頃は店を経営するほか、演劇・ダンス
などのステージカメラマンとしても活動
し、さらには演劇ワークショップ団体
「ひょうげば富山」を主宰するなど様々
な顔を持っている。優しい笑顔と温和
な人柄で、多くの人から慕われている
が、本作では偏屈なアルコール中毒の
マスターを演じる。「台詞を入れるのに
苦労しています。暗記パンが欲しいで
す。とにかく頑張るしかない。」と稽古
に励む。本作が自身の初舞台となる。

若者：善雄善雄（よしおぜんゆう）
立山町出身。高校から演劇を始め、桜美
林大学へ進学。在学中に劇団「ザ・プレ
イボーイズ」を旗揚げし、10年間の活
動後に解散。2017年に「堀善雄」から
「善雄善雄」に改名し、現在は松居大悟
が主宰する劇団「ゴジゲン」で活躍して
いる。何故か「童貞」役を配役されるこ
とが多い33歳。10秒あればゲームを思
いついてしまう類まれなセンスで「ゲー
ム王」とも呼ばれているそう。本作では、
上演中ずっと舞台に出ずっぱりで、膨
大な台詞と段取りをこなす難しい役に
挑む。「生まれ育った場所で、東京で磨
いた全てをぶつけたい。」と意気込む。

（株）エンターブレイン
「オトナの漫画」所収

ダークマスター 2019 TOYAMA
タニノクロウ×オール富山

個性ぶつかる！ リアル富山のキャスト　 Cast’ s Report
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※216席の客席を仮設して上演します。

05

富
山
が
抱
え
る
問
題
を
描
き
込
ん
だ
、

富
山
が
抱
え
る
問
題
を
描
き
込
ん
だ
、

          

　
　
　
　
　
　
　
切
実
な
作
品
に
な
り
ま
し
た
。



Production File 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。

観客の目に真っ先に飛び込む舞台美術。昨年1月に上演された｢
地獄谷温泉  無明ノ宿｣では、巨大な二階建ての温泉宿を回転舞
台の上に立て込み、鮮やかな場面転換で観客を魅了した。その
舞台美術を手がけたのが、稲田美智子だ。今年 3月公演の｢ダー
クマスター 2019 TOYAMA｣では美術プランに加え、一般公募で
選ばれた富山の美術スタッフへの製作指導も務める。

台本の余白に答えを探して。
　舞台上の大道具や装飾、小道具など、客席からの見え方を考慮
しながら演出家の意図を具現化するのが、舞台美術家の役割だ。
そのためにプランを考え、図面を起こす。
　リアリティのある空間造形で知ら
れる稲田は、自身の仕事を｢観客が
その世界観にすんなり入っていけ
るよう、場の空気を創るもの｣と説
明する。常に正解がなく、演出家に
よって求められるものが異なるため、彼女は台本を読み込むこと
を大切にしている。そこから立ち上がる芝居の空気感を、できる
だけ形に表現できるようプランに落とし込んでいく。

記憶をたどり、潜在意識を掘り起こす。
　｢ダークマスター 2019 TOYAMA｣の舞台となるのは、どこにでも
ありそうな富山の定食屋だ。架空の店舗を作るにあたって、まずは
自分の記憶の中からイメージに近い店をたぐり寄せ、その店へ足
を運ぶ。今作では、実際に東京の細い路地をいくつも歩いたそう
だが、実在する店を再現するのではない。観客が｢なんか見たこ
とある｣と思うような店を作るために、意識下に眠るイメージを
掘り起こしていくのである。
　定食屋の設定も、実に細やかだ。建物の年代やマスターが好ん
で使う調理道具など、すべて一通り想定する。その思いを演出家
のタニノクロウに投げかけ、設定を互いに共有し合うことで、世
界観をより精緻に作り込んでいく。

常に真摯に、妥協しない姿勢。
　通常の仕事の領域はプランニングであり、製作は外部のプロが
行う。照明や音響など各部門とも意志統一を図る。「共同で物を作
ることが面白いから、この仕事を続けているのだと思います」。そ
う話す彼女は今、一般の人々に美術製作を指導するという初めて
の経験に挑んでいる。教えながら一緒に手を動かすことで、仕上
がりに妥協しない作り方を模索している最中だ。新しい共同作業
にまっすぐ向き合うプロの姿が、そこにあった。

稲田美智子
舞台美術家

細部にこだわり、場の空気を創る。

稲田美智子（いなだ・みちこ）：長崎県出身。早稲田大学第一文学部、美術史学
専修卒業。在学中に演劇、舞台美術に出会い、学内外の劇団の美術を始める。
卒業後はフリーの舞台美術家として、小劇場を中心に様々な団体の舞台美術
を担当。近年の主な作品に、「秘密の花園」（作：唐十郎、演出：福原充則）、
「蛸入道 忘却ノ儀」（作・演出：タニノクロウ）で美術を担当。
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　｢オール富山｣は、キャストだけではない。オーバード・ホールは、
美術スタッフも一般公募した。しかも、経験不問。高校生以上なら
誰でも応募できるという、全国でも類を見ない試みと言える。普段
は観ることしかできない舞台美術を自らの手で実際に製作できる
という、夢のある機会が広く提供されたのである。プロの舞台美術
家・稲田美智子さんから直に製作の指導を受けられるのも、得難い
経験になるに違いない。
　美術製作が始まったのは、昨年の11月3日。高校生から60代まで
26名の美術スタッフは、物語の舞台となる定食屋のドア、カウン
ター、壁、トイレなどすべてのセットを4ヵ月で作り上げていく。
　12月下旬、製作現場のドアを開ければ、木材を切る人、ペンキを
塗る人、クロスを貼る人など、黙々と作業に励んでいる。稲田さん
が作成した設計図を確認したり、彼女に指示を仰いだりしながら、
自主的に体を動かし、熱心に手を動かす。作業場の壁には、セット
の基礎となる木製のパネルがいくつも立てかけられている。ホワイ
トボードに貼られた進捗状況のリストを見ると、「天井パネル：済｣
などと｢済｣の文字で徐々に埋められていっていることが分かる。ど
うやら順調に進行しているようだ。
　製作は、土・日曜・祝日の10～17時。スタッフの大半は社会人で
あるため、休日の貴重な時間を製作に費やしていることになる。仕
事の疲れが見えてもおかしくないのに、誰を見ても生き生きとした
表情をしているのは、きっと、ものづくりが好きだからだろう。ただ
ひたすら夢中になって作り続け、休憩をとることさえも忘れてし
まう人が多いという。洋服のあちこちに付いたペンキからも集中
力の高さがうかがえ、なんだか微笑ましくなる。
　つい、この間まで知らなかった人たちと目標を共有することは、
何物にも代えがたい喜びだろう。その喜びは形となって、観る人の
心も動かすに違いない。

ダークマスターの観劇後、無性に食べたくなるのがオムライス。
劇中で調理される架空のメニュー、名物「立山ライス」を、富山市内の洋食屋
3店舗がオリジナルで創作し、期間限定で販売します。目指せ、全店制覇！

富山の洋食屋とコラボ！

ダークマスター名物
「立山ライス」を食べに行こう！

1,000円（税込）：劇中の「立山ライス」を彷彿とさせる、熟練の味。
★ダークマスターのチケット提示で、ミニサラダorドリンクサービス！
アクセス：オーバード・ホール隣 アーバンプレイス2F（富山市牛島町18-7）
☎ 076-444-5590　営：11:00 ～ 22:00（不定休）

ふわふわの卵と

鶏そぼろライスの

絶妙なハーモニー。

1,200円（税込）ドリンク・サラダ付：ドミグラス＆ホワイトのソースを味わえる。
★ダークマスターのチケット提示で、その日から使える割引券＆クッキーサービス！
アクセス：富山駅南口から徒歩5分（富山市桜町1-7-23平岡ビル2F）　　　　
☎ 076-432-1082　営：9:00 ～23:00（金・土は深夜0:00まで、不定休）
※立山ライスは14:30以降に提供可。都合により提供できない日がございますで、ご確認の上ご来店ください。

1985 年創業 

喫茶店のオムライスは

シーフード。

1,500円（税込）：ボリューミーな一品。雷鳥のトルティーヤにも注目。
★ダークマスターのチケット提示で、食後のアイスクリームサービス！
アクセス：オーバード・ホールから車で約8分（富山市綾田町1-30-28）
☎ 076-407-5755　営：11:30 ～14:00／17:00 ～21:00（月ランチのみ・火定休）

ステーキ ON の

ザ・ラグジュアリーオムライス！

期間限定

2/10   ～
    3/17

2019

日

日公募スタッフで作る
ダークマスターの美術製作・現場リポート。

かつてない挑戦が、はじめての感動をつくる。

★特典あり
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創作料理
「まいもんや」

喫茶
「小馬」

欧風家庭料理
「ダンデリオン」
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東京ゲゲゲイ歌劇団vol.Ⅲ 『黒猫ホテル』

◆ 日時：2019年3月1日（金） 19:00開演（18:30開場） 
◆ 会場：オーバード・ホール
◆ チケット：［全席指定・税込］ 一般: 5,500円、U-25: 4,500円
　  ※U-25：鑑賞時25歳以下対象。ご入場の際、身分証が必要です。 ※未就学児入場不可。    

　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P15「チケット購入方法」をご覧ください。

振付・出演：東京ゲゲゲイ　音楽：MIKEY ／安宅秀紀
バンドメンバー：須藤豪　園畑貴之　松原"マツキチ"寛／安宅秀紀

profile　

公演情報

’’’ ’’’’’

MIKEY：東京ゲゲゲイのリーダーMIKEYはシンガーソングライターであり、パフォー
マーであり、演出家であり、映像作家でもある。MIKEYがその多彩な才能を活か
し、東京ゲゲゲイのメンバーと生み出す作品は、細部の拘り全てに携わる。常識
に囚われないその作品は観るものを虜にし、一度ハマると頭から離れなくなる。
妥協を許さないストイックな環境の中で仕上がった芸術作品である。彼のDNAは
世界中で増殖し続け、まさに地球を侵略しつつある。

東京ゲゲゲイ ：リーダーのMIKEYのもと、BOW、MARIE、MIKU、YUYUの４人で構
成されるアーティスト集団。2013年、MISIAや加藤ミリヤの振付を担当するMIKEY
が、テレビ番組『DANDE＠TV』（TX）のダンスコンテスト企画『DANCE＠HERO JAPAN 
5th SEASON』への出場を機に結成、同番組の歴代最高得点で優勝。以降、ダンス
公演やワークショップのほか、有名アーティストの振付を担当。2015年には、国際
交流基金とパルコによる国際企画「DANCE DANCE ASIA」に参加。ベトナム、フィリ
ピンでも公演を行った。2016年には、ストリートダンス界としては初めて、第10回日
本ダンスフォーラム賞を森山未来と同時受賞。2017年に発表したMV『ゲゲゲイの
鬼太郎』は、YouTubeで1900万回再生を突破。2017年のアメリカデビューに続き、
2018年には、9月から2か月にわたりフランスとスイスの12都市で26公演を行った。
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　70年代にニューヨークのブロンクスに誕生したヒップホップ。
これはブレイクダンス、グラフィティ、DJ、 MC、ラップ、そして極
太パンツにスニーカーなどのファッションを含めて、世界中に広
まった。ストリートダンスはバレエと同じように、しかもバレエよ
りもずっと短い歳月で、グローバル化したのである。そして、日本
で独自の発展を遂げた。とくにMIKEYこと牧宗孝率いる東京ゲ
ゲゲイが、歌と踊りのレビュ̶にウィット満載の寸劇を抱き合わ
せ、テクニカルな面を高めているのは注目だ。今や人気絶大。昨
年秋には２ヶ月にわたってフランス、スイスの12都市で公演を果
たし、今年の１月からは国内10都市を巡る新作公演がある。その
最後を飾るのが３月１日のオーバード・ホールなのだ。稽古中の
MIKEYを、東京・新宿のスタジオに訪ねた。

 

　最近の舞台を特徴づけているのは、「歌劇団」というカンパニー
名を使っているように、ダンスばかりでなく自ら作詞・作曲して
歌も歌うMIKEYの多彩さだ。あの正体不明のキャラと無二のパ
フォーマンス。そんなMIKEYの原点はどこにあるのだろうか。
MIKEY:ダンスをやり始めたきっかけも、もとはと言えば歌なんで
す。歌う人になりたかった。でも踊りも踊れたほうがいいという
ことで、当時所属していたプロダクションにダンス習いに行けっ
て言われて習わされて…。ただ、歌っていても自分が発する声と、
自分のセクシュアリティがつながらなかったんです。ダンスでは
声を発しなくてすむから、自分のセクシュアリティを隠せる。そん
な隠す手段だったんですね。セクシュアリティを公言する前と後
では、ダンスも変わってきました。踊り始めた頃は女装もしなかっ
たし、男っぽく踊っていたので、この人はストレートって思われて
いたんじゃないかな。つまりカモフラージュをつくるための踊り
だったんです。それからいろんなダンサーたちに出会っていくう
ちに、あっ、ここは自分がゲイだってことを公言してもいい世界

なんだということがわかってきて…。自分のセクシャリティを隠
せたのもダンスなんだけど、カミングアウトして自分をさらけ出
すことができるよう扉を開けてくれたのもダンスなんですよ
（笑）。その延長線上で、舞台で声を発して歌っても恥ずべきもの
は何もないという今に辿り着いたんです。

意地悪といやがらせがクリエーションになる？
　東京ゲゲゲイの舞台は、客席の息遣いとダンサーたちのエネ
ルギーをひとつにする独特の空気をつくりだす。クラブカル
チャーに浸った経験や、MIKEY ならではの遊戯感覚もその根っ
子にあるようだ。
MIKEY: いまから10年とか15年まえというと日本のストリートダン
スはクラブがメインで、深夜にそういう場所にいって男の子が女
の子をナンパする場所だった。わたしもよく踊っていたんですけ
れど、ある時ジョンテという黒人のゲイのダンサーがビキニをき
てゲイまるだしって感じで踊るのをみて、すごく盛り上がった。
いま急にそのことを思いだしました。彼からの影響ってあります。
石井：日本のストリート系のダンスの人たち、いろんなやり方で
作品をつくってますね。MIKEYの場合は、世間で当たり前である
ことが舞台では当たり前でない。「世間体」を小気味よくぜんぶ
ひっくり返すような爽快感がMIKEYならではです。自分がカミン
グアウトしてやりやすくなった？　
MIKEY:うーん（考え込んで）。やっぱり最初のうちは奇をてらう
というのがあったかな。奇をてらうというより、こうだということ
になっている世間のあり方に喧嘩を売るという感じ（笑）。たと
えばある舞台関係者に暗転はなるべくないほうがいいって言わ
れて、反発して10分間暗転にしたり。
石井：暗転10分間！　そのあいだ何をやっていた？　
MIKEY：サウンドだけ流すとか、踊らないとか。そういう意地悪
というか、いやがらせみたいなことしていた。
石井：ゲゲゲイの原点は意地悪と嫌がらせ！（笑）。そう考えると
面白い。意地悪と嫌がらせもそれをスタイリッシュに表現する
と、創造の泉が湧いてくるんですね。

ニューヨークから東京へ、ウィリーからMIKEYへ
　最後に聞きたかったのは、あの独特のダンステクニックだ。動
きを特徴づけるのは何と言っても、腕から手首、手のひら、指先
が高速でシャープに錯綜する技術である。そのアイディアはど
こからきたのだろうか。
MIKEY：日本舞踊やっていたことがあるんですけど、お囃子とか
やると手だけじゃないですか。山車で楽器を奏でるときも下半身
はしっかり固定して上半身を動かす。あと、自分が見てきたプロ
モーションビデオとか、ヴォーギングとか。ヴォーギングの第一人
者のウィリー・ニンジャが阿波踊りを見たときヴォーギングのイ
ンスピレーションをもらったと言っていた。こんなふうに手をひっ
くりかえすんですよ。その返し方が左右ちがう。
石井：ヴォーギングというのは、アメリカ社会の底辺で生活する
黒人のゲイが、雑誌『ヴォーグ』に出てくるようなトップモデル
を模倣するところから生まれたと言われてます。今のMIKEYの振

付けって、ヴォーギングの発展でもある？
MIKEY：かもしれないですね。
石井：歴史に残るドキュメンタリー映画『パリ、夜は眠らない。』
では、ニューヨークで困窮生活を送るゲイの黒人たちが女装を
競い合っていた。そのなか ウィリー・ニンジャ、すごく目立って
ました。ウィリーからMIKEYへ。変なところでつながっている！
（笑）。稽古で大忙しのところ、ありがとうございました。ゲゲゲ
イの北陸初上陸、とても楽しみです。

聞き手・文：石井達朗（舞踊評論家）

ダンスが
セクシュアリティへの
扉を開ける

この新世界、一度ハマれば
もう抜けられない！

ダンスと音楽を駆使し、オリジナル表現を切り拓く東京ゲゲゲイ。

最新アルバム『黒猫ホテル』の楽曲で贈る、圧巻のグランドレビュー！！

東京ゲゲゲイ歌劇団

MIKEY interview

Ⓒ Arisak

 Ⓒ Arisak



出演アーティスト：プロフィール

　
●  ホワイエ（飲食OK）

stage1 10:00－11:00 鉄秀 ×東學
  （ライブペインティング）

stage2　 11:15－11:45 Lumie Saxophone Quartet
  （サクソフォン四重奏）

stage3　 11:55－12:25 佐藤久成、笹沼樹、山宮るり子
  （ヴァイオリン／チェロ／ハープ）

stage4　 12:35－13:05 AURA　
  （クラシック・ア・カペラ）

stage5　 13:15－13:30 山猫団
  （パフォーマンス）

stage6 13:40－14:10 HIBI☆Chazz-K
  （ジャズ SAXバンド）

stage7 14:20－14:40 東京 ELECTROCK STAIRS
  （ダンス）

stage8　 14:50－15:20 佐藤久成、笹沼樹
  （ヴァイオリン／チェロ）

stage9 15:30－15:50 舞踏ー天空揺籃
  （舞踏）

stage10 16:00－16:30 Lumie Saxophone Quartet
  （サクソフォン四重奏）

stage11 16:40－16:55 山猫団
  （パフォーマンス）

stage12 17:05－17:35 佐藤久成、笹沼樹、山宮るり子
  （ヴァイオリン／チェロ／ハープ）

stage13 17:45－18:05 東京 ELECTROCK STAIRS
  （ダンス）

stage14 18:15－18:45 AURA　
  （クラシック・ア・カペラ）

stage15 18:55－19:15 舞踏ー天空揺籃
  （舞踏）

stage16 19:25－19:55 HIBI☆Chazz-K
  （ジャズ SAXバンド）

stage17 20:05－20:20 山猫団
  （パフォーマンス）

stage18 20:30－21:00 住谷美帆＆山宮るり子
  （サクソフォン／ハープ）

　タイムテーブルの時間や出演者など変更になる場合があります。
　最新情報はHPでご確認ください。
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アート・ショーケース

“楽”に見て、聴いて“楽しく”体感してほしい！
音楽とアートと人が混在する空間で
繰り広げられるアート・ショーケース。

楽市楽座 ～アート・ショーケース～   
2019年3月2日（土） 10:00～21:00   
オーバード・ホール  ホワイエ他

①13:00 ～ ②15:00 ～
③17:00 ～ ④19:00 ～
（各回上映時間：約30分）

time table　　 出演アーティスト（編成・ジャンル）

1
日
限
り
の
、表
現
の
解
放
区
。

  市民ロビー

 11:00～ 平井千香子
  （絵画）

  １Fマルチビジョン前

　 15:00～ 鉄秀 ×東學 
  （ライブペインティング）

  Q'z café 　

　　 13:00～ 馬喰町バンド・武徹太郎プロデュース
                                 「パノラマ音楽会」
  ハイビジョンシアター

   活弁ライブ
  チャップリン・フィルム「珍カルメン」
　   活動写真弁士：山内菜々子

ライブペインティング
鉄秀×東學 （てっしゅう ×あずまがく）

鉄秀：舞描（bubyou）＝LIVE PAINTで
描く行為が舞踏のようであることから舞
描家として活動。舞踏家やダンサーなど
様々な身体表現者と共演。2010年より
ミュージシャン2名とのソロユニット
EGGOREを結成。2017年、東學×鉄秀
の禅問答LIVEPAINTを再開。

サクソフォン四重奏
Lumie Saxophone Quartet
（ルミエサクソフォンカルテット）

住谷美帆（S.Sax）、戸村愛実（A.Sax）、
中嶋紗也（T. Sax）、竹田歌穂（B. Sax）。
2014年東京藝術大学同窓生により結成
された若手サクソフォン四重奏団。ラフォ
ルジュルネ・オ・ジャポン、東京春音楽祭
など出演多数。今後の活動に大きな期待が
寄せられるサクソフォン四重奏団。

ヴァイオリン
佐藤久成  （さとう ひさや）

東京藝術大学卒業後渡欧。ブリュッセル
王立音楽院、ベルリン芸術大学ほかヨー
ロッパで研鑽を積む。国際コンクールで
優勝、入賞多数。94年、ベルリン交響
楽団定期公演のソリストとして欧州デ
ビュー。その類まれな音楽性と熱演か
ら大きな反響を呼んでいる。

チェロ
笹沼 樹 （ささぬま たつき）

学習院大学文学部卒業。桐朋学園大学ソ
リストディプロマコース修了、現在、同大
学院に在籍中。2017年6月に開催した
リサイタルは天皇皇后両陛下をお迎えし
ての天覧公演となった。V.アダミーラ、
古川展生、堤剛の各氏に師事。2019年
日本コロムビアよりCDデビューを果た
した。

活動写真弁士
山内菜々子  （やまうち ななこ）

栃木県出身。日本大学芸術学部映画学
科 理論・評論コース卒業。在学中に澤
登翠師匠の活弁、講演を聞き夢中にな
る。2009年7月澤登翠一門に入門。
2013年6月27日、第659回無声映画
鑑賞会で活動写真弁士デビュー。現在、
無声映画鑑賞会（マツダ映画社主催）を
中心に様々な上映会・イベントに出演。

日本画
平井千香子  （ひらい ちかこ）

富山県上市町在住。東京モード学園在
学中に、ファッションクリエーター新人賞
国際コンクール日本代表、第10回ルミ
ネファッション大賞受賞。2005年より
富山を拠点に絵画制作を開始。これま
で越中アートフェスタ優秀賞・北日本
新聞社賞等受賞。色香と狂気を備えた
独特の世界が魅力。

ハープ
山宮るり子 （やまみや るりこ）

ハンブルク国立音楽演劇大学を首席卒
業、同大学院にてドイツ国家演奏家資格
を最優秀の成績にて取得。数々の国際コ
ンクールで優秀な成績を収める。ケルン・
ギュルツェニヒ管弦楽団首席ハーピスト
を経て、帰国。東響、N響、東京フィル等
との共演多数。

クラシック・ア・カペラ
AURA （アウラ）

2003年結成。それぞれがソロで歌える
実力と個性を持つ女性5人グループ。
2017年リリースしたベスト・アルバム
「ルミナーレ」はアマゾンのオペラ・声楽
及びライト・クラシックの2部門のチャー
トで1位を獲得。最新作「image 18」でも
注目を集めている。

パフォーマンス
山猫団  （やまねこだん）

ダンサー、音楽家、絵描き、造形作家、デ
ザイナー、照明家、音響家、 舞台監督、衣
装作家、写真家から成る舞台芸術団体。
ステージ・客席を含めた空間美術から、
イラスト・ダンス・音楽・台本まですべ
て自家製で、「扉の向こう」に幻の時間と
空間を作り出す。

サックスアンサンブル+ドラム
HIBI★Chazz-K （ヒビ★チャズケ）  

2004年結成。サックスとドラムスの6
人組「ストリート・ジャズ・サックス・ア
ンサンブル」。独自でエッジの利いたキ
レのいいアレンジに加え、国境やジャン
ルを越え、誰もが親しめる間口の広いパ
フォーマンスと音楽性が話題となり、幅
広い層から支持を得ている。

ダンス
東京ELECTROCK STAIRS  
（トウキョウ エレクトロック ステアーズ）

KENTARO!! （振付/音楽）を中心に据
え、純ダンス＆超現実夢想的な世界観
を意識したダンスカンパニー。国内の
みならず海外でも高い評価を得ている。
とりとめのない想いをダンスに滲ませ 
＜何もなくても、突き抜ける＞ がモットー。

舞踏
舞踏-天空揺籃  （てんくうようらん）

2007年設立。これまでに「Ｒ嬢物語」
「花狂ひ」｢ソロ×ソロ」などの作品を発表。
国内での公演活動だけでなく、09年、
10年ポーランド、17年ノルウェーツアー
を行う。代表の吉本大輔は大野一雄「ア
ルヘンティーナ頌」等の舞台監督を経て、
1982年（41歳）より舞踊家として立つ。

サクソフォン
住谷美帆  （すみや みほ）

茨城県出身。2018年東京藝術大学首席
卒業。2018年7月スロヴェニアで行わ
れた第9回国際サクソフォンコンクール
にて女性初の優勝者となる。須川展也、
鶴飼奈民、大石将紀、有村純親の各氏に
師事。2018年「プロムナード」でCDデ
ビュー（キングレコード）。

バンド
馬喰町バンド （ばくろちょうばんど）

唄・六線（自作楽器）・ギター：武 徹太郎／唄・
ベース：織田 洋介：「ゼロから始める民俗
音楽」をコンセプトに結成。懐かしいよう
でいて何処にも無かった音楽を唄って演
奏。2016年12月よりNHK・Eテレの教育番
組「シャキーン！」にて書き下ろしのオリジ
ナル曲がテーマ曲として採用されている。

ピアノ弾き語り
青谷明日香 （あおや あすか）

シンガーソングライター。郷愁あふれる
田舎の風景から、哀愁ただよう都会のビル
の風景まで、様々な主人公の物語を歌い紡
ぐ。FUJI ROCK FESTIVAL等 の 野 外
フェスや、お寺、カフェ等、演奏場所を選
ばないスタイルで、年150本を超える演奏
ツアーを敢行。テレビ、ラジオ、CM等への
楽曲制作も行う。

アイヌトンコリ
OKI  （おき）

旭川アイヌの血を引く、カラフト・アイヌの
伝統弦楽器「トンコリ」の奏者。1993年
よりトンコリの演奏と楽器製作を始めた。
アイヌの伝統を軸足に斬新なサウンド
作りで独自の音楽スタイルを切り拓き、
知られざるアイヌ音楽の魅力を国内外に
知らしめてきたミュージシャン／プロ
デューサー。

ギター弾き語り
国府達也  （こくふ たつや）

1998年MANGAHEADとしてデビュー。
2001年、国府達也としてライブ活動を開
始。2003年「ロック転生」をリリース。2018
年、15年ぶりのリリースとなったアルバム
『ロックブッダ』は海外メディア"beehype"
にて2018 JAPAN ベストディスクに選ば
れるなど各方面から絶賛され、数々の年
間アルバムチャートに取り上げられた。

音楽紙芝居
武徹太郎  （たけ てつたろう）

音楽家／美術家。馬喰町バンドのリー
ダー。音楽ライブの他にアニメーション
や映画音楽、演劇、ダンス伴奏なども。
2018年シャキーンの新コーナー「まつ
りばなし」を担当、郷土芸能を取材し、そ
れをモチーフに音楽アニメーション劇
を製作。音楽紙芝居のソロパフォーマン
スで各地を巡る。
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 ⒸNobuhiko Hikiji
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　2019年3月、東京バレエ団は、新制作の全幕作品『海賊』を上演
する。数々の古典作品をレパートリーとする東京バレエ団にとって
も、新鮮、かつエキサイティングな挑戦となりそうだ。
　「もしかしたら、娯楽性が強い作品という印象があるかもしれま
せんが──」と、斎藤友佳理芸術監督。「ですが、『海賊』はマリウス・
プティパが手がけた、クラシック作品として不動の人気を得てい
る作品の一つ。アカデミックな基礎がなければ踊ることのできな
い大作です」と明かす。
　東京バレエ団は2018年の夏、プティパ生誕200年記念として
〈プティパ・ガラ〉を上演、プティパが携わった数々のパ・ド・ドゥ、
ディヴェルティスマンを披露したばかりだが、「プティパ生誕200年
の記念の年は、3月まで続きます！」と笑う。
　「偉大な振付家への敬意をこめてプティパの作品に取り組みま
したが、クラシックのパ・ド・ドゥにじっくり向き合うことで、ダン
サーたちは多くを学び、成長をとげたはず。また同時に、東京バレ
エ団ならではの現代作品を大切にしながら、継続的にクラシック
を踊ってそのクオリティを保つことも重要と感じています。 ──そん
ななかで、クラシックの新作に、それもプティパの全幕作品に、あら
ためて取り組む機会を持ちたいと考えるようになりました」
　『海賊』といえば、抜粋で上演されるパ・ド・ドゥ（もしくはパ・ド・
トロワ）が有名だが、もちろん、全幕作品としてもさまざまなヴァー
ジョンが、ロシアをはじめとする世界各地で上演されている。
　「たとえばモスクワのボリショイ・バレエ──。2007年に、当時
の芸術監督、アレクセイ・ラトマンスキーがユーリー・ブルラーカと
ともに手がけた改訂版『海賊』を初演しています。とても大がかり
な舞台で、上演時間は4時間弱という超大作。観るほうもちょっと
大変だけれど（笑）、あの花園の場面の美しいこと！舞台に花壇ま
で現れて、実に華やかです。
　ちなみに、その後ボリショイ・バレエの芸術監督となったブル
ラーカは、モスクワ舞踊大学院での私の指導教官。ボリショイの
芸術監督の部屋までレポートを出しに行ったり、伝承学の授業で
彼に直接『海賊』のオダリスクのヴァリエーションを習ったりした
ことが思い出されます」

　いっぽう、今回東京バレエ団が上演するのは、アメリカン・バレ
エ・シアター、ミラノ・スカラ座バレエ団などが上演し、世界的に
評価を得ているアンナ＝マリー・ホームズ版だ。
　「壮大な物語を実にわかりやすくまとめあげたヴァージョンで
す。世界の名だたる劇場で人気を得ている点も、決め手の一つに。
1970年代にサンクトペテルブルクで上演されたコンスタンチン・
セルゲイエフ版をもとにした、ロシアの伝統を受け継ぐ作品です」
　では、実際にどんな舞台になるのか。東京バレエ団による『海
賊』の、ここぞという見どころは──？
　「多様な性格の役柄が必要とされ、男性陣が大活躍する作品です
が、男性ソリストの層が、着実に、より厚くなっている今の東京バ
レエ団にとって、これは最適の演目ではないかと！もちろん女性
陣にも、第2幕の花園の場面という美しい見せ場があります。多彩
なキャラクター・ダンスが登場することも特徴的。東京バレエ団
は、代表的レパートリーの『ドン・キホーテ』、また2016年に初演し
たブルメイステル版『白鳥の湖』でも、たっぷりと時間を割いて
キャラクター・ダンスに取り組んできましたから、『海賊』は、この
実績を活かす絶好の機会でもある。これまでとはまた違った雰囲
気のキャラクター・ダンスを、存分に楽しんでいただけることと
思います。しかも装置・衣裳はミラノ・スカラ座バレエ団からお
借りします。とてもゴージャスですよ！」
　主役級ダンサーたちの配役は、ホームズ女史と何度も協議を重
ねて決定。富山公演では、メドーラに沖香菜子、コンラッドに秋元
康臣、ギュルナーラに伝田陽美、アリに池本祥真と、東京バレエ団
の実力派ダンサーたちが勢ぞろい。たっぷりと活躍の場が用意さ
れている他のソリストたちの登場も、実に楽しみだ。
　「富山には私がダンサーだったころから何度も公演で伺ってい
ますが、私が大好きなオーバード・ホールに、芸術監督として訪れ
ることができ、とても嬉しく思っています。バレエ団で初演する大規
模な古典作品を、東京で幕を開けたあとにすぐ、団員たちと一丸に
なってさらに磨きをかけてまいりますので、どうぞ楽しみになさって
いてください。富山の皆さまに喜んでいただけることを願っています」

取材・文：加藤智子（フリーライター）

プティパの全幕作品への
エキサイティングな挑戦。

東京バレエ団 芸術監督  斎藤友佳理氏 インタビュー

東京バレエ団、初演。

海賊
Le Corsaire

ミラノ・スカラ座バレエ団「海賊」より  Photo_Brescia e Amisano Ⓒ Teatro alla Scala

※2

※1

※3

Le Corsaire

公演情報

◆ 日時：2019年3月21日（木・祝） 
　　　 15:00開演（14:30開場） 
◆ 会場：オーバード・ホール
◆ チケット：［全席指定・税込］ 
S席 10,000円　A席  8,000円
B席  6,000円　C席  4,000円
U-25 3,000円
※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。
　アスネットカウンターのみ取扱（50枚限定）。
※未就学児入場不可。
※やむを得ぬ理由により出演者等変更の
　可能性がございますのでご了承ください。

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P15「チケット購入方法」をご覧ください。

東京バレエ団 『海賊』
プロローグ付  全3幕

ミラノ・スカラ座バレエ団「海賊」より
Photo_Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

オーバード・ホール

ミラノ・スカラ座製作の贅を尽くした豪華な装置＆衣裳！32019 21（木・祝）（14：30開場）15：00開演

東
京
バ
レ
エ
団
初
演
！

Le Corsaireプロローグ付 全3幕
【出演者】　メドーラ／沖香菜子　コンラッド／秋元康臣　アリ／池本祥真

音楽／アドルフ・アダン、チェーザレ・プーニ、レオ・ドリーブ、リッカルド・ドリゴ、ペーター・フォン・オルデンブルク

Music: Adolphe Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo, Peter von Oldenburg

振付／アンナ=マリー・ホームズ（マリウス・プティパ、コンスタンチン・セルゲイエフに基づく）

Choreography: Anna-Marie Holmes da Marius Petipa e Konstantin Sergeyev演奏／関西フィルハーモニー管弦楽団

Orchestra: Kansai Philharmonic Orchestra

装置・衣裳／ルイザ・スピナテッリ
Sets and costumes: Luisa Spinatelli

編曲／ケヴィン・ガリエ
Music reorchestrated by Kevin Galiè

アスネット会員について 「アスネット」は舞台芸術を楽しみたい方のためのオーバード・ホール会員システムです。

特典1 公演チケットの先行販売指定公演チケットを一般発売よりも先にお買い求めいただけます！

特典2 公演チケットの割引販売指定公演チケットを10％引き！特典3 公演情報の送付情報誌MiteMiteやチケット情報をいち早くお届け！

特典4 会員限定イベントのご案内
バックステージツアーなど、会員限定イベントをご案内！

会員にご登録いただくと、インターネットで24時間チケットのご予約

が可能です。ご予約いただいたチケットは、アスネットカウンターまた

はお近くのセブン‐イレブン店頭で購入・受取りができます。

年会費

お問合せ

1,800円（税込）※入会完了日からその年度末まで
アスネットカンター（オーバード・ホール1F）  TEL.076-445-5511

営業時間／10:00～18:00　定休日／月（祝の場合翌平日休）、年末年始の休館日

24時間ご予約・購入・受取りできます！

さらに…

富山市総合体育館

ポートラム

市内電車

マリエ

ボルファートとやま
ボルファートとやま

（公財）富山市民文化事業団　総務企画課

お問合せ

〒930-0858 富山市牛島町9-28　TEL.076-445-5610 （平日8：30～17：15）

＜ 交通のご案内 ＞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20分
　　　　　バスで富山駅まで25分
お車利用…北陸自動車道富山I.C出口から20分

http://www.aubade.or.jp オーバード・ホール

オーバード・ホールへのアクセス

…S席 …A席 …B席 …C席
…車椅子席

座席表

オーケストラ
オーケストラ

4F

3F

2F

1F

チケット（全席指定・税込）
S席 10,000円　A席 8,000円　B席 6,000円
C席 4,000円　U-25 3,000円※

●アスネットカウンター　オーバード・ホール1F
●チケットぴあ
●ローソンチケット●e+（イープラス）●富山大和

月曜定休（月曜日が祝日の場合翌平日休み）
＜電話＞ TEL.076-445-5511（定休日を除く10：00～18：00）

＜WEB＞ http://www.aubade.or.jp
（Pコード ： 490-524）（Lコード ： 56892）https://eplus.jp

チケット取扱

主催 ： （公財）富山市民文化事業団、富山市
共催 ： 北日本新聞社、北日本放送
文化庁文化芸術振興費補助金
劇場･音楽堂等機能強化推進事業
独立行政法人日本芸術文化振興会

※未就学児入場不可※やむを得ぬ理由により出演者等変更の可能性がございますのでご了承ください。

※公演中止の場合を除き、ご予約・ご購入いただきましたチケットのキャンセル・変更は

承れません。※営利を目的としたチケットの販売は固くお断りします。

※公演中の入退場、写真撮影、録音は固くお断りします。

※開演時間に遅れますと、長時間入場をお待ちいただく場合がございます。

※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。開演の1時間

前よりU-25受付にて、鑑賞者本人が年齢のわかる身分証をご提示の上、座席指定券

とお引換ください。50枚限定。アスネットカウンターのみ取扱。

東京バレエ団初演!!

2019.03.21（木・祝） 15：00開演（14：30開場）
オーバード・ホール

海賊 Le Corsaire

※1  パ・ド・ドゥ：主に男女2人の踊り手によって展開される踊りのこと。　
※2  ディヴェルティスマン：物語の本筋にはあまり関係のない踊りのこと。純粋に踊りの美しさやテクニックを魅せるために設けられていることが多い。　
※3  キャラクター・ダンス：民族舞踊から田舎の踊り、職業を描写する振付など古典的なダンスの枠におさまらない踊りのこと。

チケット発売中！   公演特集    3

12

ミラノ・スカラ座製作の

　　贅を尽くした豪華な装置と衣装！

 ⒸNobuhiko Hikiji

東京バレエ団プリンシパル　
ヒロイン・メドーラ役

沖  香菜子 インタビュー
Kanako Oki Interview

　

Ｑ1.　普段の食事について教えていただけますか？
朝：ドライフルーツとヨーグルト    昼：合間にチョコをつまむ程度
夜：お肉が好きなのでよく食べます。野菜やお米などもバランスよく摂るよう
にしています。富山にはこれまでも公演でうかがっていますが、いつも時間が
なく… 今回の公演ではブラックラーメンとシロエビを食べることが楽しみ！

Ｑ2.　バレエダンサーあるある（日常でも思わずやってしまうことは？）
物を拾う時などに膝をまげないことです。あと、お行儀が悪いんですけど（笑）
両手がふさがっていたとき、足でドアをあけしめしてしまいます。それから、振
付やその日の注意を電車の中などで思い出している時に、手先や顔が少し動い
てしまいます…

Ｑ3.　バレエダンサーの姿勢のよさやスタイルを保つ秘訣を教えてください。
日々のレッスンです。動きのひとつひとつは一見地味に見えますが、それを毎
日継続していくことが大切です。また、レッスンの時はただ身体を動かすだけ
ではなく、“今の動きはどこの筋肉を使っているか”ということを常に意識する
ようにしています。

Ｑ4.　「海賊」のヒロイン、メドーラは沖さんからみてどのような女性ですか？
色々な人を夢中にさせてしまう、人間的な魅力に溢れた女性です。男性に助け
てもらうだけではなく、囚われている時も自分を見失わず、他の女性の解放を
願ったりする、強さと美しさをあわせもっています。そんな女性を舞台でどの
ように表現できるかが課題です。

アリ：池本 
祥真　メド

ーラ：沖 香
菜子　コン

ラッド：秋元
 康臣
　　



主 催 公 演 情 報

富山で活躍する音楽家たちによるコンサート。
心豊かなランチタイムのひととき。
◆ 時間＝11：50 ～ 12：50
◆ 会場＝富山市民プラザ  アトリウム
◆ 出演＝宮尾安紀子（オーボエ）、安田菜々子
（クラリネット）、増田遥奈（ファゴット）、
村橋郁香（ホルン）、緒方里珠（フルート）

市民のためのランチタイム

ジョイフルコンサートVol.61

入場無料

受講無料

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

会員先行発売日：2月16日(土)のみ
一般発売日：2月24日(日) ～

　
AUBADE HALL Presents プラネライブ 

尾崎裕哉 『この空をすべて君に』

※情報は2019年1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。※未就学児のご入場については、各公演で異なります。 
   

完売しました

3／
Sun
31

2／21
Thu

3／28
Thu

ダークマスター 2019 TOYAMA 関連企画 

徳永京子「レビュー講座」2／23  ・3／16sat sat

◆ 時間＝11：50 ～ 12：50
◆ 会場＝富山市民プラザ  アンサンブルホール
Vol.62  3 ／ 12（火）
出演＝髙野葉子（ホルン）、温井杏奈（フルー
ト）、竹内佳代、戸島園恵、大蔵彩瑛（ピアノ）
Vol.63  3 ／ 28（木）
出演＝高尾静佳（ソプラノ）、別本裕子（ヴァ
イオリン）、山森舞乃、中野悠里、瀬上純令
（ピアノ）

市民のためのランチタイム

ジョイフル スペシャルコンサート

入場無料

3／  
Tue Thu

12・28

満天の星や風景などの美しい映像に包まれて、音楽に身をゆ
だねるひと時。今回はシンガーソングライターの尾崎裕哉
が登場！
◆ 出演＝尾崎裕哉
◆ 開演＝19：00
◆ 会場＝富山市科学博物館 プラネタリウム
◆ 料金＝［全席自由・税込］  4,000円

「ダークマスター」を観てレビューを書いてみませんか？自分が感じた言葉に
たどりつく、その回路を開く手助けとなる講座です。
◆ 時間＝14:00 ～ 16:00  ◆ 会場＝富山市民芸術創造センター 研修室2  
◆ 定員＝15名（先着）  　◆ 講師＝徳永京子（演劇ジャーナリスト）  

◆オーバード・ホールHP内「ダークマスター」特集サイトより
お申込みください。◆応募条件：両日とも受講できる方。「ダー
クマスター 2019 TOYAMA」を鑑賞できる方。なお、チケットは各
自でお買い求めください。 

オーバード・ホールの舞台で、ベーゼンドルファーを弾いてみませんか？
◆ 時間＝[各日4回] ①11:10 ～12:10  ②12:20 ～13:20  ③13:30 ～14:30  ④14:40 ～15:40
◆ 会場＝オーバード・ホール　◆ 対象＝小学生以上1組（2名まで）
◆ 料金＝小・中学生 無料、高校生以上 体験者1名につき1,000円
◆ 応募方法＝ハガキまたはオーバード・ホールHP内「ピアノ体験」特集サイトよりお申込みください。
　※希望日時が重複した場合は抽選とさせていただきます。 ※応募は1組様1口までとさせていただきます。
◆ 締切＝2月15日（金）当日消印有効。 ※結果は3月初旬までに郵送でお知らせいたします。

第15回 オーバード・ホール　ピアノ体験
3／  

Thu Fri Fri Sat
14・15・22・23 要申込

ミュージカル「キューティ・ブロンド」

要申込

NOKKO
「フレンズ」 

杏里
「オリビアを聴きながら」 

小柳ゆき
「あなたのキスを数えましょう」

Crystal Kay
「恋におちたら」

元ちとせ
「ワダツミの木」 

福原美穂
「Oh happy day」 

福原美穂、尾崎裕哉との競演が決定！ NOKKOとの競演が決定！

全2回
第1回 第2回

あのキュートでハッピーMAXなミュージカルが待望の富山初公演！
◆ 出演＝神田沙也加、平方元基、植原卓也、 樹里咲穂、　
   新田恵海、木村花代、長谷川初範 ほか
◆ 開演＝13：00
◆ 会場＝オーバード・ホール
◆ 料金＝［全席指定・税込］
　S席9,800円  Ａ席8,800円  U-25 6,800円  完売
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billboard classics
festival 2019 in TOYAMA 
－百花繚乱、ヴィーナスたちの競演－

◆ 日時：

◆ 会場：オーバード・ホール
◆ チケット：［全席指定・税込］
   一般 6,800 円、U-25 3,800 円
    ※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。
    ※未就学児入場不可。
    ※やむを得ぬ理由により出演者、曲目等変更の可能性が
　　ございますのでご了承ください。

2／26 Tue
19:00開演
（18:00開場）

アスネット会員入会方法については次のページをご覧ください。※会員資格は年度単位で更新が必要です。既に会員の皆様は「アスネット会員 更新手続きのお願い」のリーフレットをご覧ください。

アスネット会員 新規ご入会＆更新キャンペーン！
［キャンペーン期間］
2019年3月1日～5月18日

今がお得！

キャンペーン期間中に「新規ご入会」または「会員更新」いただいたアスネット会員様に、お得な特典をご用意しています。

◆ 日時：5／19（日） 14:00開始（13:30開場）　
◆ 会場：オーバード・ホール

◆ チケット［全席自由・税込］ 
　　　　　　　アスネット会員 

　　　　 1,200円
◆ チケット発売日：
　2019年4月5日（金）

※アスネット会員様おひとりにつき  
　1 枚のみ優待価格となリます。
　2枚目以降は4枚まで10%割引で
　お求めいただけます。

特別上映会＆ライブにご優待！

伝説のフラメンコダンサー、ラ・チャナの波乱の人生と不屈の精神、そして
情熱を描いたドキュメンタリーをオーバード・ホールの大スクリーンで上映。
上映終了後、徳永兄弟（ギターDUO）、梶山彩沙（バイレ）、高木亮太（カホン）
によるフラメンコライブを開催！

特別価格で

オーバード・ホール×ほとり座
特別上映会

「ラ・チャナ」 ＆ フラメンコライブ
一般
2,400円

T-Grace Choir
2001年5月にゴスペルサークルと
して発足。現在、富山市内を中心
に演奏活動を行う。HY、角松敏生
などプロのミュージシャンとも共演
を果たしている。

富山ジャズコーラス
2006年「JAZZ in AUBADE」をきっ
かけに発足。ジャズコーラス界の
第一人者、タイムファイブの吉村
晴哉氏からレッスンを受け、研鑽
を積んでいる。

VOX OF JOY Choir
富山、金沢、能登、の3拠点にて活
動する市民コミュニティークワイ
ヤー。スターダスト☆レビューとの
2度の共演など著名アーティストと
の共演多数。

Soul Bird Choir
東京・大阪・福岡を拠点に、アメリ
カより招いたシンガーやプロデュー
サーをディレクターに迎えて全国で
活動している実力派ゴスペルクワ
イア。

富山少年少女合唱団
富山市内の「歌が大好き」な小中高生
が所属し、毎年2月の定期演奏会をはじ
め、「billboard classics festival 2017」
での玉置浩二との共演など、活躍の場を
広げている。

西本智実  Ⓒ塩澤秀樹

billboard classics

festival 2019 
富山の女性は強い。自立心があり肌も綺麗で働くのが好き。笑顔で元気で優しくもある。
しかも出しゃばることはなく控えめに人を支えることもできる。
人生 100 年時代になってますます張り切っている感があります。
恒例となった大興奮のビルボードフェスは今年で 4回目。
愛と敬意を込め「百花繚乱」と名して富山の魅力的な女性たちのために、
富山だけのパワフルなメニューをご用意しました。指揮は世界の西本智実。
さらに、尾崎裕哉もスペシャルゲストであの名曲を歌います。男性の皆様も是非！ 
素敵な音楽騒動を起こしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                           オーバード・ホール芸術監督：須藤晃

－－百花繚乱、ヴィーナスたちの競演－－

in TOYAMA

クワイア 合唱

富山のクワイア＆合唱  夢の競演！
尾崎裕哉

オーケストラ・アンサンブル金沢
スペシャルゲスト

管弦楽 指揮



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」には、「アスネット会員」「メール会員」2種類の会員システムがあります。

オーバード・ホール会員システム 「アスネット会員」

インターネットからお申込
（オーバード・ホールHPより）

アスネットカウンター窓口でのお申込
（オーバード・ホール1F）入会方法☞

アスネット会員 （年会費：1,800円）　 メール会員 （年会費：無料）

公演
チケットの
先行販売

公演
チケットの
割引販売 1

特典Mite Miteや
公演情報の
送付

公演情報の
メルマガ配信1

特典

2
特典

3
特典 会員限定

イベントを
ご案内4

特典
10％

OFF
※特典１、２については対象外の公演もございます。

1公演につき通常4枚まで

お得にチケットが買える！

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

http://www.aubade.or.jp
タワー111●

ライトレール

●北陸電力
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北口

カナルパークホテル●
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下記は2019年1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　
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billboard classics festival 2019 in TOYAMA  ‐百花繚乱、ヴィーナスたちの競演‐
　　【開演】19:00　  【問】富山市民文化事業団 総務企画課 076-445-5610 　アスネット

キテレツメンタルワールド  東京ゲゲゲイ歌劇団vol.Ⅲ『黒猫ホテル』
　　【開演】19:00  【問】富山市民文化事業団 総務企画課 076-445-5610 　アスネット

楽市楽座  ～アート・ショーケース～　会場：ホワイエ等で開催
　　【開催】10:00 ～ 21:00 【問】富山市民文化事業団 総務企画課 076-445-5610

タニノクロウ × オール富山 「ダークマスター 2019 TOYAMA」
　　【開演】7日 19:00　8日 19:00　9日 13:00／18:00　10日 13:00　【問】富山市民文化事業団 総務企画課 076-445-5610 　アスネット

第15回  オーバード・ホール ピアノ体験
　　【開催】各日4回 ①11:10 ／②12:20 ／③13:30 ／④14:40　【問】オーバード・ホール管理課  076-445-5620

第33回  富山県社会人吹奏楽フェスティバル
　　【開演】12:30  【問】北日本新聞社 事業部 076-445-3355

東京バレエ団「海賊」  プロローグ付  全3幕
　　【開演】15:00  【問】富山市民文化事業団 総務企画課 076-445-5610 　アスネット

友井賢太郎 スイングしようぜ！15
　　【開演】18:00  【問】友井音楽事務所　 076-493-0684 　アスネット

富山高等学校吹奏楽部  第 67回 スプリングコンサート
　　【開演】18:00  【問】富山高等学校 076-421-2925

ミュージカル「キューティ・ブロンド」
　　【開演】13:00  【問】北日本新聞社 事業部 076-445-3355 　　完売

それいけ！アンパンマンミュージカル「おかしの国のおかしなパーティ」
　　【開演】12:00 ／ 15:00 【問】北日本放送事業局 076-432-5555 　

爆笑！！お笑いフェス3 in 富山
　　【開演】11:30 ／ 15:00 【問】サウンドソニック 076-291-7800

桐朋アカデミー･オーケストラ  第 58回 定期演奏会
　　【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

富山南高等学校吹奏楽部  第 42回 定期演奏会
　　【開演】18:00  【問】富山南高等学校 076-429-1822 　

～

14
15
22
23

木
金
金
土

 　

アスネット  …アスネットチケット取扱い。お買い求めは、P15「チケット購入方法」をご覧ください。

※2019年2月28日までにアスネット会員に入会された場合は、2019年3月末までの有効期限となりますのでご注意ください。
   2019年3月1日以降に入会された方の有効期限は2020年3月末までとなります。

アスネット会員

新規ご入会 ＆
更新キャンペーン期間
2019年3月1日～5月18日


