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古楽から現代までの
“クラシック”
と
“世界の音楽”
の祭典

“古楽オーケストラ”
で楽しむ
極上のオペラ!!

ドン・ジョヴァンニ

モーツァルト作曲 オペラ

セミ・ステージ形式
イタリア語上演
日本語字幕付

今年は豪華歌手陣の登場で、
贅沢な《ドン・ジョヴァンニ》
を堪能できる!

―では、
何かレポレッロに言ってみたいことは?
―北イタリア、ミラノ近郊の町ゴルゴンゾーラのご出
Fulvio Bettini
もしレポレッロと話す機会があったら…もっと人間ら
身です。ブルーチーズで有名なところですよね?
2006年のハイドン《月の世界》で初来日。以降、卓越し
しくあれと言ってやりたい。
それと
ドン
・
ジョヴァンニとの
ゴルゴンゾーラ出身って本当におかしいでしょ。
み
た歌唱力と演技力でたびたび北とぴあのバロック・オ
ペラに絶妙なスパイスを加えてくださる名バリトン、 関係性のなかで彼を助けるために良い面も見せてと…。 んなびっくりするんだ。ゴルゴンゾーラっていう名前
そうしたら非の打ちどころのない人間になりますね!
の町があるなんて思いもしないみたい。だから、僕の
フルヴィオ・ベッティーニさんにお話を伺いました!
ことを演奏かこの町の名前で覚えてくれる。僕の名前
―
北
とぴあでのオペラ制作はどんな魅力があると感
―ベッティーニさんが今回演じるのはドン・ジョヴァ
ではなくて（笑）
。それはともかく…ゴルゴンゾーラは
じていますか?
ンニの従者レポレッロ。どんな人物だと思います
チーズだけではありません。
帝政ローマ時代に起源を
ヨーロッパのオペラの現場と比べると、オペラに対
か?
もつ、
長い長い歴史と浪漫にあふれた町なんですよ。
する人間的な特徴を見出すことができますね。
北とぴ
僕が演じるレポレッロは人生経験豊富な男ではな
いかと…。賢くて面白い男、でもドン・ジョヴァンニと あでは劇場における旧式のプロダクションという感じ ―バロック・オペラを中心に大活躍のベッティーニさ
出演者・スタッフ全員がより良いものを作り
のぴったりなコンビで垣間見える闇の部分も持ちあ ではなく、
ん。声楽を始めたきっかけは?
上げようと参加しているんです。
わせているんですよ。
7歳のときに少年合唱団で歌い始めました。いつも
―指揮の寺神戸亮さんはどんな方でしょう?
家のあちこちで歌っていたら、ある日叔母がこう言っ
赤羽文化センター区民講座 オペラをもっと楽しもう!
寺神戸さんは実に用意周到な演奏家です。そして たんです。
「 あなたの従兄弟が少年合唱団で歌うこと
関連 〜モーツァルトの名作《ドン・ジョヴァンニ》〜 無料
卓越したヴァイオリニストというだけでなく、心から になったけど、あなたもどう? 」って。これが僕の長い
講座 毎年人気の講座であらすじや作曲背景などを学べます。
音楽を愛する人。彼はヨーロッパや世界中でのオペラ 道のりの始まり。
名前は知っているけれどどんな作品なの?という方にもおすすめ!
経験から、北とぴあでのオペラに絶妙で効率的なアイ
―最後に読者のみなさんへ一言お願いします!
ディアをもたらしてくれるんです。
【日時】
9
 /3・10・24、
10/1
（全て土曜）
【申込方法】
往復はがき
北区のみなさん、この素晴らしい場所でまた歌うこ
（在勤・在学の方は勤務先・学校名も記入）
全4回 14：00〜16：00
とができて光栄です。いつものようにモーツァルトの
往信用の裏面：住
 所、氏名、電話番号、年齢、講座名
【会場】
赤羽文化センター 第1視聴覚室
傑作をみなさんと楽しめる素敵な体験になることで
返信用の表面：住所、
氏名
【講師】
安
 田和信
（桐朋学園大学音楽学部准教授）
しょう。みなさんにお会いできるのを楽しみにしてい
【対象】
区内在住・在勤・在学の方
【締切】
8/19
（金）
必着
（ご応募は一人一通）
ますので、ぜひ会いに来てくださいね! そうしたらこ
【定員】
70名
（応募者多数の場合は抽選）
【宛先】
〒
 115-0055 北区赤羽西1-6-1-301
◀2013年
の素晴らしいオペラの世界をご紹介しますよ!
【問い合わせ】
北
 区立赤羽文化センター ☎︎03-3906-3911

11/25（金）
時 18：00

¥全
 席指定

場 北とぴあ

S S席 7,000円
S 席 5,000円
A 席 2,000円
チ 発売中

さくらホール

《フィガロの結婚》
より

北区立赤羽文化センター「オペラ講座」係

ショパンが愛した、
プレイエル社製ピアノの音色

6,000円 学生3,500円
4,000円 学生2,500円
学生1,000円
問北
 区文化振興財団

11/27（日）
時 14：00

¥全
 席指定

SS席 8,000円
S 席 6,000円
A 席 3,000円

プレイエルで聴くショパン
チョウ チ ン

～横山幸雄・趙 静デュオリサイタル

―ショパンは「ピアノの詩人」のイメージ
を持っている方も多いと思います。
ショパンはほとんどピアノ曲だけを残
いて何度か非常に大きな変革を経て、現 していますが、チェリストの友人がいたた
めか、チェロという楽器には親近感をもっ
在のピアノになっています。表現力やダ
ていたようです。
イナミズム、機能、そして現代のホールで
《序奏と華麗なるポロネーズ》はショパ
の音響空間において、現代のピアノのほう
ン10代最後、
まだポーランドにいた頃に書
がかつてのピアノよりも演奏効果におい
かれています。ショパンのことを目にかけ
て優っていますが、その発展の過程にお
ていた貴族・ラジヴィウ公とその娘のため
いて逆に失われたもの―音色の純粋性や
に作られたと言われています。ピアノ曲
その時代のピアノが持つ響きの個性等―
ではないのですが、やはりショパンらしさ
があることも事実です。
溢れる作品です。
《チェロ・ソナタ》はショパンの作品の
プレイエルのピアノは、現代の大きな
中で、
作曲したのも、作品番号も最後の65
ホールで使用されるグランドピアノとは、
番。
親友のチェリスト、
オーギュスト・フラ
もちろん響きが違いますが、ショパンの
ンショームとショパンのピアノで初演さ
生きた時代に、ショパンが愛したピアノで
れました。派手ではないが、チェロという
あったことを考えると、当時のサロンに集
楽器の魅力とともに、胸に染み入ってくる
まった人々を前にショパンが奏でたであ
曲だと思います。
ろう響きを、現代に生きるわたし達が知る
ピアノソロ曲とは違う、ショパンのま
ための一つのヒントになるのではないか、 た別の顔を知っていただけることと思い
そのような気がするのです。
ます。

バロック・ハープとは？
長い歴史をもつハープの中でも、17
世紀に広く普及したハープのこと。現
在のハープと比べ弦の数がとても多
く、演奏も難しい、大変珍しい楽器で
す。シェイクスピアの物語が生まれた
時代を呼び醒ますような、独特の懐か
しい音色を奏でます。

場 北とぴあ

―今回の共演者・趙静さんの魅力は?
素晴らしい演奏家だと思います。彼女
のチェロの音色とつむぎ出されるその旋
律はホール中をとても澄み切った空気で
満たしてくれるような、新鮮さとさわやか
さに満ちていると思います。彼女と共演
できる機会はいつも聴衆の皆様と同じよ
うに、私もその音色と旋律に触れることが
楽しみで、
共演する日が待ち遠しいです。
※学 生券（ 25歳以下）購入
の方は入場時に学生証を
要提示。

（木）

場 北とぴあ

さくらホール
A席一般3,000円
2,700円 B席一般2,000円
チ 9/29
（ 木）発売 問 東京二期会 ☎03-3796-1831

※マークの見方は次ページ下部をご覧ください。

11/20（日）
時 14：00

場 北とぴあ

つつじホール

1,300円 ペア券2,000円

問北
 区文化振興財団

☎03-5390-1221
（平日9：00〜17：00）

1,800円

上野学園大学の学生によるフレッシュな演奏や
パイプオルガンの荘厳な響きをお楽しみいただけます。

パイプオルガン演奏会
10/30
（日）
15：00開演
11/20
（日）
12：30開演
11/25
（金）
16：30開演
11/27
（日）
12：30開演

場北
 とぴあ1階

区民プラザ
※直接会場にお越しください

上野学園大学 古楽アンサンブル演奏会
10/28（金）
17：30開演

上野学園大学 木管アンサンブル演奏会

6

［テノール］辻 裕久

¥全
 席指定 一
 般1,800円 ペア券3,000円

チ 8/10
（ 水）発売

6

［バロックハープ］伊藤美恵

誰でも気軽に楽しめる無料のロビーコンサート!

【出演】
二
 期会オペラ研修所 成績優秀者20名
【定員】
300名
（応募者多数の場合は抽選）
ピアノ：山口佳代
【申込方法】
往復はがき
往信：公演名、希望人数（1名または2名）、住所、氏名、年齢、電話番号
返信：郵便番号、
住所、
氏名

【宛先】
〒
 114-8503
（住所不要）
（公財）
北区文化振興財団
「二期会コンサートE」
係
※9/20
（火）
必着
（お一人様1通）
￥ 全席指定

奏者・伊藤美恵さんより
北とぴあ国際音楽祭で演奏できる
事を大変うれしく思っております。
シェイクスピア劇から生まれた音楽
を、
そして美しく語る辻裕久さんの歌
を、ハープの調べにのせてお届けし
ます。また当時から歌い継がれた流
行歌グリーン・スリーヴスなど、どこ
か懐かしく心温まるイギリス古謡の
数々をお楽しみ下さい。

0

6

このほかの公演は
次のページでチェック

区民
第93回二期会 オペラ研修所コンサート
招待

時 18：30

6

美しきバロック・ハープとテノールでよみがえる、
劇音楽たち…

Ⓒ Muse Entertainment

さくらホール
¥全
 席指定 一般3,000円
2,000円 学生1,500円 チ 発売中
問北
 区文化振興財団 ☎03-5390-1221
（ 平日9：00〜17：00）

11/17

※学生券（ 25歳以下）購入の方
は入場時に学生証を要提示。

－没後400年記念－
歌と
ハープに シェイクスピアの音楽と
酔いしれて イギリス古謡の世界

―今回演奏される1910年製プレイエル社ピ
アノの魅力や現代のピアノとの違いは?
ピアノは、その楽器の発展の歴史にお

10/28（金）

※両日とも出演者・内容は同じ。

☎03-5390-1221
（ 平日9：00〜17：00）

日本を代表するピアニスト横山幸雄さんが語る公演の魅力!

時 19：00

7,000円 学生4,000円
5,000円 学生3,000円
学生1,500円

!!

