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第１部　オープニングトーク＆セッション
Part 1: Opening Panel

Tokyo Bunka Kaikan Opera BOX: L'Enfant et les Sortilèges

(Opera in 1 act / Sung in French with Japanese surtitles)

15：00開演（14：30開場）

2022年9月25日（日）

Libretto: COLETTE
Music: Maurice RAVEL
Conductor & Music Supervisor: 
SHIBATA Maiku
Production: IWATA Tatsuji

東京文化会館 小ホール

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

主催 ： 上野中央通り商店会／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館
協力 ： 株式会社ヤマハミュージックジャパン／公益財団法人日本オペラ振興会（藤原歌劇団）

助成 ：

東京文化会館オフィシャル・プラチナパートナー ：
東京文化会館オフィシャル・ゴールドパートナー ： 朝日信用金庫　株式会社ブルボン
企画制作・お問合せ ： 東京文化会館 事業係　03-3828-2111（代表）　
　　　　　　　　　  t-bunka.jp　　 @tbunka_official

全席指定 3,850円
25歳以下 2,200円
65歳以上（50枚限定）・ ハンディキャップ（介添え1名まで同一料金） 3,465円
チケット発売日 ： 6月25日（土）
東京文化会館メンバーズWEB先行発売 ： ６月18日（土）～23日（木）
〈チケットのお申込み〉
東京文化会館チケットサービス　03-5685-0650　t-bunka.jp
イープラス　　　　　　　　　 eplus.jp/t-bunka/
※各種割引は東京文化会館チケットサービスのみ取扱い。要証明書。
※東京都のガイドライン等に基づき販売いたします。収容定員制限と販売状況に応じ、
　今後販売を停止する場合がございます。予めご了承の上ご購入ください。
※最前列はD列です。
※発売日には全席を販売します。
※演出のため、客席内でのパフォーマンスを行う場合があります。
※やむを得ない事情により、内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※託児サービス（要予約・有料・定員あり・9/16（金）17時締切）があります。
　イベント託児・マザーズ ： 0120-788-222

ティーポット／雨蛙 ： 工藤和真*
小さな老人 ： 小堀勇介*
雄猫 ： 岡 昭宏*

合唱 ： オペラBOX合唱団
児童合唱 ： プティ・レネット
演奏（2台ピアノ） ： 
髙橋裕子、巨瀬励起
*東京音楽コンクール入賞者

Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Sun, Sep 25, 2022 15:00 (Open 14:30)

子供 ： 富岡明子*
母親／中国茶碗／トンボ ： 八木寿子*
安楽椅子／羊飼いの娘／リス ： 盛田麻央*
火／ウグイス ： 中江早希*
羊飼いの男／雌猫 ： 高橋華子*
お姫様／コウモリ／フクロウ ： 種谷典子*
肘掛け椅子／木 ： 奥秋大樹*
大時計 ： 寺田功治*

第２部　オペラ『子供と魔法』
Part 2: Opera L'Enfant et les Sortilèges

お話 ： 柴田真郁、岩田達宗
ナビゲーター ： 朝岡 聡
ピアノ ： 黒岩航紀*
－ドビュッシー ： 組曲『子供の領分』より
－フォーレ ： 組曲『ドリー』より

台本 ： コレット
作曲 ： モーリス・ラヴェル
指揮・音楽統括 ： 柴田真郁
演出 ： 岩田達宗



子供の身勝手な振る舞いに、椅子や時計、動物たちが怒り出す！
音の魔術師ラヴェルによる「幻想的オペラ」を多彩なキャストで上演

2004年にスタートした東京文化会館オペラBOXは、オペラの名作を気
軽に楽しめる人気企画です。キャストには、今年で20回を数える東京音
楽コンクールの入賞者が揃いました。昨年入賞した若手から、国内の主
要舞台で活躍する実力派まで、人気歌手が様々な役に扮する賑やかな
舞台となります。第１部では、指揮の柴田真郁と演出の岩田達宗がナビ
ゲーター朝岡聡とともに、ラヴェルと縁の深いフォーレやドビュッシーの
作品を取り上げながら、本作品の魅力を掘り下げます。さらに、連携企画
「オペラをつくろう！」の参加者が、舞台美術の製作や児童合唱・演技で
オペラに参加。プロと子供たちが共に作り出す舞台にご期待ください。

●JR上野駅公園口より徒歩1分
●東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩5分
●京成電鉄京成上野駅より徒歩7分

子供
富岡明子（メゾソプラノ）
＊第1回声楽部門第3位

The Child
TOMIOKA Akiko* （Ms）

母親／中国茶碗／トンボ
八木寿子（メゾソプラノ）
＊第9回声楽部門第1位

Mother, the Chinese Cup, the Dragon�y
YAGI Hisako* （Ms）

安楽椅子／羊飼いの娘／リス
盛田麻央（ソプラノ）
＊第12回声楽部門第2位

The Louis XV Chair, a Shepherd Girl, the Squirrel
MORITA Mao* （Sop）

羊飼いの男／雌猫
高橋華子（メゾソプラノ）
＊第8回声楽部門第2位及び聴衆賞
The Shepherd, the White Cat
TAKAHASHI Hanako* （Ms）

お姫様／コウモリ／フクロウ
種谷典子（ソプラノ）
＊第16回声楽部門第2位

The Princess, the Bat, the Screech-owl
TANETANI Noriko* （Sop）

肘掛け椅子／木
奥秋大樹（バス）
＊第19回声楽部門第3位
The Armchair, a Tree
OKUAKI Daiki* （Bs）

ティーポット／雨蛙
工藤和真（テノール）

＊第17回声楽部門第2位〈最高位〉及び聴衆賞
The Teapot, the Tree Frog
KUDO Kazuma* （Ten）

小さな老人
小堀勇介（テノール） 
＊第16回声楽部門第2位

The Little Old Man
KOBORI Yusuke* （Ten）

火／ウグイス
中江早希（ソプラノ）
＊第11回声楽部門第3位

The Fire, the Nightingale
NAKAE Saki* （Sop）

大時計
寺田功治（バリトン）
＊第6回声楽部門第2位

The Grandfather Clock
TERADA Koji* （Br）

雄猫
岡 昭宏（バリトン）

＊第12回声楽部門第1位及び聴衆賞
The Black Cat

OKA Akihiro* （Br）

＊東京音楽コンクール入賞者  *Tokyo Music Competition prizewinners

東京文化会館オペラBOX
全1幕／原語（フランス語）上演 日本語字幕付

柴田真郁
SHIBATA Maiku

©大阪音楽大学

©T.Tairadate

岩田達宗
IWATA Tatsuji

©大阪音楽大学

美術 ： 松生紘子
照明 ： 大島祐夫（アート・ステージライティング・グループ）
衣裳 ： 増田恵美（モマ ワークショップ）
舞台監督 ： 穂積千寿（ザ・スタッフ）
コレペティトール ： 髙橋裕子、巨瀬励起
児童合唱指導 ： 柴田真郁
演出助手・振付 ： 伊奈山明子

スタッフ

上野の山のお帰りは上野中央通りで
楽しいお食事とお買い物

上野中央通り商店会上野中央通り商店会

〒110-0005 東京都台東区上野2-1-3 88ビル9階
TEL 03-3833-0030　FAX 03-3833-3053
https://www.tokyo-ueno.jp

御徒町駅 JR上野駅
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不忍池

上野公園

JR線

昭和通り

東京文化会館

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
マスクの着用や検温など、ご理解とご協力
をお願いしております。「東京文化会館へ
ご来場される皆さまへのお知らせとお願
い」をお読みの上、ご来場くださいますよう
お願いいたします。t-bunka.jp/info/5673/

オペラをつくろう！同時開催

公募で集まった子供達がワークショップを経て、
合唱や演技、工作でオペラ公演に参加します。

母親に叱られた子供が部屋で暴れまわっていると、椅子や時計、ティーポット
といった部屋にある家具やモノが突然動き出し、子供の蛮行を嘆きはじめる。
子供は猫を追って庭に出るが、今度は庭の生き物たちからクレームが続出。
ここでも独りぼっちだと気がつく子供に、生き物たちが仕返しを始める。子供
は騒ぎの中怪我を負ったリスの手当てをし、そのまま力尽きて倒れてしまう。
子供の優しい一面を知った生き物たちは、今度は子供を助けようとする。

あらすじ

出演者 Cast

ピアノ ： 黒岩航紀
＊第11回ピアノ部門第1位及び聴衆賞

Piano: KUROIWA Koki*

ナビゲーター ： 朝岡 聡
MC: ASAOKA Satoshi

［第１部］

［第2部］

指揮・音楽統括
Conductor & Music Supervisor

演出 Production

©Fukaya
Yoshinobu/auraY2

©Fukaya
Yoshinobu/auraY2
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Creators
Set Design: MATSUO Hiroko
Lighting Design: OSHIMA Masao (Art Stage Lighting Group)

Costume Design: MASUDA Emi (Moma Workshop)

Stage Manager: HOZUMI Chihiro (The stuff)

Korrepetitor: TAKAHASHI Yuko, KOSE Leiki
Children's Chorus Instructor: SHIBATA Maiku
Associate Director & Choreography: INAYAMA Akiko




