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公演情報の詳細は、裏面をご覧ください！→

Tsukuba Cultural Foundation

能 ・狂言　日本の伝統芸能に浸る——

　今回の「つくば能」で上演する演目《安宅（あたか）》は、武蔵坊弁慶が

主役です。歌舞伎の≪勧進帳≫の原曲でもあり、日本のその後の古典芸能で

も数多く取り上げられています。物語は、源義経が弁慶ほか家臣とともに山

伏に身を変えて都を逃れ、加賀国安宅の関所にさしかかる場面です。弁慶は

この関所を通るため、東大寺再建の寄付を募る山伏の一行だと偽りますが、

関守は不審に思います。窮地をどう脱するか、終曲まで気の抜けない展開、

能の音楽的な面や舞踊的な面白さをも十分味わいながら楽しめる作品です。

　また、能とともに上演する狂言の演目は《舟渡婿（ふな

わたしむこ）》です。狂言には人間国宝の野村万作、その長男・

野村萬斎親子が出演いたします！狂言は失敗談や風刺を多

く取り入れた喜劇的な内容が多く、舞踏的要素が強 い 能と

はまた違った面白さを感じさせます。この機会にぜひ、つ

くばで日本の伝統芸能をご堪能ください。　

豪華出演陣！　新元号記念新春落語会　

麻布高校卒業後、東京音楽大学、ミュンヘン音楽大学及び
コンセルヴァトリウムに学ぶ。卒業後、セルジュ・チェリ
ビダッケ氏のもと、マインツ大学、ミュンヘンフィル、シ
ュトゥットゥガルト放送交響楽団等で研鑚を積む。オーケ
ストラコンサート等で活躍するかたわら、数多くのオペラ、
オペレッタ、ミュージカル等を指揮する。また2007年より
国際文化交流の一環として中国と日本の共同事業による中
国北西部におけるオペラ公演などを指揮。ルーマニア国立
ヤーシ歌劇場客演指揮者。中国国立陝西省師範大学（西安）
音楽科客員教授。

[指揮者]　　珠川 　秀夫”てえ迎を年００１演初本日」九第「“ ーャチクレ
講師：鶴田 昭則
日時：10月28日（日）16：00～17：00
会場：つくば市役所 2階 201会議室 ）１－１－１園学究研市ばくつ（ 
     　 ＊無料駐車場あり
料金：無料 ）可不場入児学就未、要不み込し申前事（ 

関連企画

■新元号記念新春落語会 

　2019 年 1 月 20 日（日）
　14：00 開演
　市民ホールくきざき

■つくば能　2018 年 12 月 15 日（土）14：00 開演　ノバホール 

■第 13 回つくばで第九

　2018 年 12 月 29 日（土）
　15：00 開演 
　ノバホール

平成30年7月豪雨に対する義援金 平成 30 年 7 月豪雨により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。ノバホール・つくばカピオで皆様からお預かりした義援金は 9,417 円でした。
皆様からの多くのご支援、ありがとうございました。

三遊亭 圓楽林家 木久扇 林家 たい平 風間 杜夫

山中 一馬 森 常好

野村 萬斎野村 万作

　去る 7 月 21 日・22 日、筑波大学にて「夏

休みアート・デイキャンプ＆アートたん

けん隊 2018」が開催されました。筑波大

学の先生、芸術専攻の学生の指導もあり、

子どもたちは一生懸命絵を描きました。

アートたんけん隊では、筑波大学芸術専

攻の教室や施設をまわり、アートのヒミ

ツを探りました。アート・デイキャンプ

で描いた絵は 8 月 21 日～８月 26 日の期

間、つくば美術展で展示いたしました。

　2019 年、新たな年の幕開け。去りゆく「平成」を惜しみつつも、笑顔に満ちた気持ちで新たな元

号を迎えようと、これまでにない豪華メンバーで「新元号記念新春落語会」を開催いたします。笑

点でおなじみの木久扇、圓楽、たい平の三師匠に加え、俳優の風間杜夫らをお迎えします！

えっ、風間杜夫が落語 …？そうです、彼は俳優の傍ら落語をライフワークとしており、独演会を行

うほどの腕前。役者での経験をいかした語りで皆さんを新たな落語の世界に導きます。そして出囃

子には、なんと彼の出世作となった映画「浦田行進曲」のテーマが流れ…、どんな高座となるのでしょ

うか。新春、そして新元号スタートの年に粋な笑いを、市民ホールくきざきでお楽しみください！

　つくばの年末の風物詩として定着してきた「つくばで第九」。プロの指揮者、

ソリストやオーケストラとともに、公募により結成した市民合唱団が「ベートー

ヴェン交響曲第９番」を披露します。 今回新たに、日本やヨーロッパ各地にて活

躍する指揮者・珠川秀夫氏を迎えます。第九は 1824 年に作曲された、ベートー

ヴェンの九番目にして最後の交響曲です。また、今年は日本初演から 100 年目

にあたり、これを記念して公演に先立ち 10 月 28 日（日）にレクチャーを行う

予定です。レクチャーを聴いて第九の理解を深め、一年の締めくくりに感動の

合唱をぜひご堪能ください！

（公財）つくば文化振興財団



申込期間：11/25（日）17：00まで
財団（029-856-7007）まで
お電話でお申込みください。

ヤノシュ・オレイニチャク ピアノ・リサイタルヤノシュ・オレイニチャク ピアノ・リサイタル

Tel:029-856-7007
【お問合せ】（公財）つくば文化振興財団

（公財）つくば文化振興財団
ノバホール
つくばカピオ

☎029-856-7007
☎029-852-5881
☎029-851-2886

思い立ったその時に！チケットをすぐにゲット

9：00 ～ 20：00 開館
※ノバホールのみ月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）
※そのほか年末年始、点検等休館する場合がございます

日11/1111/11
14:00 開演（13:30 開場）
全席指定　3,500 円
出演：ヤノシュ・オレイニチャク（ピアノ）
　　　浦久俊彦（ナビゲーター）

第 34回つくば国際音楽祭第 34回つくば国際音楽祭

小倉良の All that Music!小倉良の All that Music!11/1511/15 木

19:00 開演（18:30 開場） 
全席自由　3,500 円（1 回券）

出演：美樹 克彦
）家曲作・詞作・手歌（             

　　　小倉 良（ナビゲーター）
小倉 良

つくば市出身の作曲家・音楽プロデューサーの
小倉良が贈るトーク＆ライブ第 4 回目。日本人
なら、若い人も、なぜか自分のルーツを感じて
しまう演歌、そして歌謡曲の雰囲気！これはな
ぜ？子ども時代からスターです！作曲家として
も「もしかして」が大ヒット！皆さん！「おそ
くなってごめんね！」美樹克彦さんの登場で
す！あなたの知らない、演歌そして歌謡曲へよ
うこそ！ 美樹 克彦

第 4回「演歌そして歌謡曲へようこそ！」
第 7 回 つくば美術展～うずまく～
茨城県つくば美術館

火

日

開館時間：9:30 ～ 17:00（最終日は 15:00 まで）
会場：茨城県つくば美術館　※休館日：10/22（月）　　
出展作家：太田 圭・大竹山 規・ 大坪 由明・ 大原 央聡・北沢 努・
　　　　　齋藤 茂男・白木 俊之・玉川 信一・内藤 定壽・
                      中嶌 虎威・橋本 光・福満 正志郎・藤田 志朗・
                      仏山 輝美・ 程塚 敏明・水見 剛・山中 宣明・山本 真也

ギャラリーコンサート Marijyo（マリンバ）

シリーズ

10/21（日）14:00 ～
会場：茨城県つくば美術館
出演：Marijyo
※写真は第６回展の様子

会期中のイベント

10/16
～ 10/28

10/16
～ 10/28

シリーズ …年間通したシリーズ公演

窓 口

電 話

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

当財団主催 / 共催の有料公演は次の方法で予約・購入いただけます
Ticket InformationTicket Information

ノバホール
つくばカピオ

難しい手続きはいりません！
電話 1 本でチケットをご予約できます

24 時間いつでもラクラク
財団ホームページ　www.tcf.or.jp/

つくばカピオホールノバホール

TCF presents Performing Arts 2018/10-2019/3

新元号記念新春落語会
市民ホールくきざき

14:00 開演（13:15 開場）
全席指定　S 席 5,000 円  /A 席 4,000 円  
会場：市民ホールくきざき
出演： 林家 木久扇・三遊亭 圓楽・林家 たい平・林家木りん・
　　　風間 杜夫

1/201/20 日

20192019

　　J.P ランパルへのオマージュ 
　　　―つくばフルートコンクール 2018
　　J.P ランパルへのオマージュ 
　　　―つくばフルートコンクール 2018

土12/112/1

12/1（土）審査員によるガラコンサート
12/2（日）一般部門本選（一般公開）

日・12/2・12/2

日12/912/9
14:00 開演（13:30 開場）
入場無料・事前申込制・全席自由
出演：山内正則（レクチャー（講演））
　　　天野寿彦（ヴァイオリン）・水永牧子（チェンバロ）

入場無料

入場無料

金12/1412/14
14:00 開演（13:30 開場）
全席指定　3,000 円
出演：中村メイコ（老婆姉）・十朱幸代（娘）・
　　　茅島成美（老婆妹）・大出俊（浪人）・
　　　加賀美幸子（語り）・　坂田美子（琵琶語り）

科学と音楽の響宴 2018 レクチャー＆コンサート科学と音楽の響宴 2018 レクチャー＆コンサート

神津善行プロデュース
　音楽朗読喜劇「老婆の仇討ち」
神津善行プロデュース
　音楽朗読喜劇「老婆の仇討ち」

土12/1512/15
14:00 開演（13:30 開場）
全席指定　S 席 5,000 円  /A 席 4,000円
演目：能「安宅」　　狂言「舟渡婿」
出演：山中 一馬・森  常好・野村 万作・野村 萬斎 ほか

つくば能つくば能

土12/2912/29
15:00 開演（14:30 開場）
全席指定　一般 3,000 円    U25（25 歳以下）1,500 円
出演：珠川 秀夫（指揮）
　　　宮部 小牧 ( ソプラノ )・小林 昌代（アルト）・
　　　青栁 素晴 ( テノール )・鹿野 由之（バス）・
　　　つくばで第九オーケストラ・第 13 回つくばで第九合唱団

第 13 回 つくばで第九第 13 回 つくばで第九

好評発売中

小倉良の All that Music!小倉良の All that Music!1/171/17 木

19:00 開演（18:30 開場） 
全席自由　3,500 円（1 回券）

出演：マシコ タツロウ（作曲家・作詞家）
　　　小倉 良（ナビゲーター）

第 5回「日本の王道ポップスを作曲する！」
シリーズ

キテレツメンタルワールド
　　　東京ゲゲゲイ歌劇団 vol.Ⅲ
キテレツメンタルワールド
　　　東京ゲゲゲイ歌劇団 vol.Ⅲ

16:00 開演（15:30 開場）
全席指定　4,500 円
出演：東京ゲゲゲイ

土1/261/26

20192019

ワンコインコンサートワンコインコンサート3/163/16 土

14:00 開演（13:30 開場） 
全席指定　500 円
出演： 音和 村志・ ）バンリマ（子慎 越塚 （ピアノ）

つくばカピオ20192019

♪オールショパンプログラム♪

ノクターン 嬰ハ短調　「レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ」 
2つのマズルカ 作品24-1,2 　　  　プレリュード ホ短調 作品28-4 
スケルツォ 変ロ短調 作品31 　   　バラード 第1番 ト短調 作品23 
ワルツ イ短調 作品34-2 　　　   　ポロネーズ 変イ長調 作品53　　ほか 

MIKEY を中心とする、中高生に大人
気のダンスパフォーマンス集団、東
京ゲゲゲイ最新作公演！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！水永 牧子

天野 寿彦

山内 正則
大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究
機構長

第二部 コンサート
♪バロック名曲選♪

A.コレッリ ： ラ・フォリア
　
J.S.バッハ ：
ヴァイオリンとオブリガート
チェンバロのためのソナタ
 

D.カステッロ ： ソナタ　
G.F.ヘンデル :　
ヴァイオリン・ソナタ　　ほか

第一部 レクチャー（講演）

1 月発売予定

好評発売中

『宇宙のからくり、わかったこと、
　　　　　　　わからないこと』

「宇宙がどのようにして今の姿になったのか・・・」
素粒子研究を通して宇宙誕生直後についてどこ
までわかったのかを紹介します。

20192019

マシコ タツロウ

三遊亭 圓楽林家 木久扇 林家 たい平 風間 杜夫

好評発売中

好評発売中

（公財）つくば文化振興財団では、協賛・寄附の募集を行っております。頂いた
協賛・寄附金は財団の公益目的事業および施設管理費等に充当します。ＴＣＦカ
ルチャーパートナーには、チラシ・ポスターでの協賛広告、公演情報先行提供、
事業へのご招待などの特典がございます。詳しくは財団までお問合せください。

ＴＣＦカルチャーパートナー（協賛・寄附）の募集

【お問合せ】( 公財 ) つくば文化振興財団　TEL：029-856-7007

小倉良の All that Music!小倉良の All that Music!2/21 木

19:00 開演（18:30 開場） 
全席自由　3,500 円（1 回券）

出演：吉俣 良（作曲・編曲家）
　　　小倉 良（ナビゲーター）

第 6回「サウンドトラック！」
シリーズ

20192019

好評発売中

吉俣 良

※詳しい情報は HP にて随時更新いたします。

【お問合せ】つくばフルートコンクール実行委員会　info@tsukuba-flute.com 

　能・狂言の成り立ちは平安時代までさかのぼり、成立から 600 年とい
う長い歴史をもちます。時代を経て、芸術性が高められ、定型化・様式化
され、現代まで受け継がれてきました。能は音楽、踊り、演劇、美術など
が一体となった総合芸術です。しばしば和風ミュージカルとも表現されま
す。主役は「シテ方」と呼ばれ、「能面」や「面（おもて）」と呼ばれるお
面をつけるのが特徴です。能面の表情は様々な想像を掻き立てられ、観て
いて不思議な気持ちにさせられます。独特の雰囲気、舞、音、衣装など、

能・狂言　それぞれの魅力能・狂言　それぞれの魅力
全ての美しさが重なりあい、「幽玄の美」が広がります。能はまさに、日
本独自の厳粛な美の世界を表現しているのです。
　一方で狂言は、源流は能と同じですが、厳かな能と比べるとコミカル
な印象を受けます。見ていて笑えるような、面白いと感じる演目が多いの
が特徴です。笑いのなかに、人間の愚かしさや滑稽さを表現しています。
　日本には長きにわたって受け継がれる伝統芸能が数多くありますが、演
目を観ながら、その歴史に思いを馳せるのも一つの愉しみかもしれません。

ヤノシュ・オレイニチャク

神津 善行

中村 メイコ 十朱 幸代 茅島 成美 大出 俊

加賀 美幸子 坂田 美子

が～まるちょばが～まるちょば

出演：が～まるちょば

20192019 パントマイムパフォーマンス
が～まるちょばが～まるちょばが～まるちょば

近日情報公開予定！

申込受付中 

※本公演では、ナビゲータ
ー浦久俊彦とオレイニチャ
ク氏によるクロストークを
予定しております。

※掲載情報は 9月 30 日現在の情報です。
※当財団主催・共催事業のみのスケジュールです。

※公演日時・スケジュール等は都合により変更になる場合
　がございます。予めご了承ください。

ト長調 BWV1019

※ご利用には無料の利用登録が必要です

(つくばフルートコンクール2018公式サイト　http://tsukuba-flute.com/　)

好評発売中

11/4( 日 ) 10:00 予約開始 

11/4( 日 ) 10:00 予約開始 

好評発売中
ポロネーズ イ長調　作品40-1 

つくば美術館 &




