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坂東玉三郎
“愛の讃歌” を歌う…
岩谷時子が紡ぎ、越路吹雪が人の心に届けた名曲。
いま玉三郎が命を吹き込む。

8 月 5 日（日）17:00 開演 ノバホール

つくば
（公財）つくば文化振興財団
　　　　　広報紙
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←公演情報の詳細は、裏面をご覧ください！ 公演情報の詳細は、裏面をご覧ください！→

　今年１月から３月にかけてテレビドラマ『越路吹雪物語』が平日お昼
の時間帯で放映され、ご覧になったかたも多いと思います。主人公本人
はもちろん、彼女のマネージャーであり翻訳・作詞家でもあった岩谷時
子の存在も大きく、魅力的な女性像を描いた感動的なドラマでした。
　この戦後において「シャンソンの女王」として活躍した越路吹雪の持
ち歌を、歌舞伎界女形の第一人者、坂東玉三郎さんが現代に甦らせます。
　玉三郎さんの活躍は歌舞伎にとどまらず、昨年３月、敬愛してやまな
い越路吹雪の三十七回忌追悼特別公演に出演。彼女の晩年の代表作でも
あったアズナヴールの名作「妻へ」を歌唱し、これにより、あらためて
シャンソニエとしての評価を高めるところになり、昨年11月、“シン
ガー・玉三郎” の根幹を表現した作品『邂逅～越路吹雪を歌う』を発表、
大ヒットを記録したところです。

　この作品発表を記念し、岩谷時子とともに越路吹雪が残した
詩の遺産、詩のバトンを次の世代に引き継ぐという彼の熱い思
いを、宝塚出身の歌手～真琴つばささん・姿月あさとさん～と
共に贈るスペシャル・コンサート＜坂東玉三郎 越路吹雪を歌う
「愛の讃歌」＞をノバホールで開催いたします。
　豪華伴奏とともにシャンソン、ミュージカルの名曲の数々、
愛につつまれた贅沢なひとときをお楽しみください。

坂東玉三郎坂東玉三郎 真琴つばさ真琴つばさ姿月あさと姿月あさと

　第34回つくば国際音楽祭では、ピアノの魅力を余すところなくお届けします。
第1弾は “魂のピアニスト” フジコ・ヘミングが来日。世界で愛される、彼女の奇
蹟の「ラ・カンパネラ（リスト）」は必聴です。 ▼同じく7月には、超新星・反田恭
平が登場します。2016年彗星のごとく現れ、サントリー・ホールでのデビューリ
サイタルを満席に埋めた彼。「情熱大陸」や「題名のない音楽会」などメディアに
も精力的に出演しています。ピアノに対する情熱と好奇心にあふれた、若き天才の
演奏をお楽しみください。 ▼夏真っ盛りの8月には、熱いジャズを。往年のジャズ
ピアノ奏者 “カウント・ベイシー” が率いたビッグバンドをお楽しみいただけます。
リーダー亡きあとも、スイング感溢れる演奏は健在！ ▼9月にはローマ・イタリア
管弦楽団が作曲家・ピアニストの吉俣良と共演します。映像音楽の第一人者・吉俣
が手掛けた、大河ドラマ「篤姫」やドラマ「Dr.コトー診療所」などをお送りします。
ピアノとオーケストラによる、想い出のワンシーンをお楽しみください。ラストは
ショパン・コンクール審査員でもあるヤノシュ・オレイニチャクが、ショパンの魅
力を語るレクチャーコンサートをお届けします。 ▼若き精鋭から大御所ピアニスト
まで、1台で魅せるソロリサイタルに、オーケストラとの共演。音楽のジャンルを
越えて活躍するピアノの様々な表情をお聴き比べください。

夏休みは親子
でアートに

でかけよう！

第34回つくば国際音楽祭 ―今年の主役は “ピアノ”
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日時：2018 年 7 月 25 日（水）　会場：つくばカピオホール　 日時：2018 年 8 月 4 日（土）　会場：ノバホール 

日時：2018 年 8 月 23 日（木）　会場：ノバホール
①13:00 開演（12:30 開場）　 
②15:30 開演（15:00 開場）

劇団柿喰う客 こどもと観る演劇プロジェクト キエフ・クラシック・バレエが贈る「愛の奇跡」

音楽がなくなった !? さあ、世界を救う旅にでよう！ ハラハラ・ドキドキの名人芸の数々！

オーケストラたんけん隊！
たい

4 歳未満膝上鑑賞無料！ 4歳以上入場可

4歳未満膝上鑑賞無料！ 3歳未満膝上鑑賞無料！

一味ちがった夏をすごしたいときは、おしばいを観に！
アンデルセンの「人魚姫」のおはなし、
きいたことがあるひともおおいですよね。
おしばいの「にんぎょひめ」では、みん
なが知ってるものがたりとはすこしちがう
「にんぎょひめ」が観られるかも！

バレエを見たことはありますか？きれいないしょう、
うつくしい音楽とおどりは、
まるでゆめのせかいのよう！
きらきらとかがやくバレリ
ーナたちに会いに、さあ、
ノバホールへ！

※公演時間は約 1.5 時間です
　（休憩含む）。

①13:00 開演（12:30 開場）　
②16:00 開演（15:30 開場）

13:30 開演（13:00 開場）　

オーケストラをきいたことがないあなたに！
フシギなたんけん隊のもくてきは、音楽のひみつを
さがして、ステキな音楽をとりもどすこと。 おはな
しあり、音楽ありの楽しいたんけんがまってます！　 

18:30 開演（18:00 開場）　

げんきなあなたにはサーカスがオススメ！
空中ブランコ、アクロバット、ジャグリング、ピエロ
のきょくげい！ サーカスをみれば、さかあがりだって
すぐにできちゃうかも！？

日時：2018 年 8 月 31 日（金） 　会場：ノバホール
※公演時間は約 70 分です
　（休憩なし）。



（公財）つくば文化振興財団
☎029-856-7007

※掲載情報は６月１日現在の情報です。公演日時・出演者
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。
※当財団主催・共催事業のみの情報です。

Tel:029-856-7007
【お問合せ】（公財）つくば文化振興財団

フジコ・ヘミングピアノ・ソロコンサート

☎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）
※そのほか年末年始、点検等休館する場合がございます

日7/8

反田恭平ピアノ・リサイタル日

カウント・ベイシー・オーケストラ

ローマ・イタリア管弦楽団日

　　Produced by 吉俣良「ドラマ＆映画音楽の世界」

7/29

8/11

9/9

ヤノシュ・オレイニチャクピアノ・リサイタル日11/11

14:00 開演（13:30 開場）　全席指定　10,000 円
出演：フジコ・ヘミング（ピアノ）

14:00 開演（13:30 開場）
全席指定　4,000 円
出演：反田恭平（ピアノ）
プログラム：L.v. ベートーヴェン /

創作主題による 32の変奏曲ハ短調WoO.80
ピアノ・ソナタ　第 8番ハ短調Op.13「悲愴」
ピアノ・ソナタ　第 14番嬰ハ短調Op.27-2「月光」
ピアノ・ソナタ　第 23番ヘ短調Op.57「熱情」

Sold OUT!

16:00 開演（15:30 開場）
全席指定　5,000 円
出演：カウント・ベイシー・オーケストラ（ビッグバンド）

14:00 開演（13:30 開場）
全席指定　S席：5,000 円　A席：4,000 円
出演：吉俣良（指揮・ピアノ）
　　　ニコラ・マラスコ（指揮）
　　　ローマ・イタリア管弦楽団（演奏）
プログラム：
～吉俣良作品選～大河ドラマ「篤姫」、映画「冷静と情熱のあいだ」
　　　　　　　　テレビドラマ「Dr. コトー診療所」「プライド」ほか
～映画音楽名曲選～「風と共に去りぬ」より “タラのテーマ”
　　　　　　　　　「ゴッドファーザー」より “愛のテーマ” ほか

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） ※開演時間・チケット価格は予定

9 月発売予定

8/4 土 キエフ・クラシック・バレエ

①13:00 開演（12:30 開場）　②16:00 開演（15:30 開場）
全席指定　3,800 円
※4歳以上入場可
出演：キエフ・クラシック・バレエ
　　　ヤーナ・グバノワ、長澤美絵

8/5 日
坂東玉三郎

17:00 開演（16:30 開場）
全席指定　S席：8,000 円　A席：6,000 円
出演：坂東玉三郎、真琴つばさ、姿月あさと
予定曲：「枯葉」、「愛の讃歌」、
　　　　「水に流して」、「バラ色の人生」ほか

8/23 木 はじめての音楽会

チャイコフスキー「眠れる森の美女」全幕

「オーケストラたんけん隊！」
13:30 開演（13:00 開場）
全席指定　500 円　※4歳以上有料
※4歳未満膝上鑑賞無料
出演：田尻真高（指揮）
　　　筑波大学管弦楽団（演奏）
プログラム：P. チャイコフスキー /
　　　　　　「くるみ割り人形」より行進曲、花のワルツほか

8/31 金 サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス
①13:00 開演（12:30 開場）　②15:30 開演（15:00 開場）
全席指定　2,800 円　※3歳以上有料
※3歳未満膝上鑑賞無料
出演：サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス

9/15 土 能とオペラの融合「カーリュー・リバー」
14:00 開演（13:30 開場）
全席指定　S席：4,500 円　A席：4,000 円
出演：山中一馬　ほか

「カーリュー・リバー」
イギリスの作曲家ベンジャミン・ブリテンが、能楽「隅田川」
に感銘を受け作曲したオペラで、西洋音楽で能楽を表現しよ
うとした意欲的な傑作。今回は、能の所作を取り入れること
で、能の幻想的な世界に西洋音楽が色をつけ、母子の哀しい
物語に自然と惹きこみます。

第34回つくば国際音楽祭
2018.7-2018.11　ノバホール

小倉良の All that Music!7/19 木

19:00 開演（18:30 開場） 
全席自由　3,500 円（1回券）
出演：増崎孝司（ギタリスト）
　　　矢堀孝一（ギタリスト）
　　　小倉良（ナビゲーター）

小倉良

（C)Hisashi Saito

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 2 回目。日本を代表するイ
ン ス ト ゥ ル メ ン タ ル グ ル ー プ
「DIMENSION」のギタリスト増崎孝司
と、「FRAGILE」ギタリストとして海
外からも注目されるコンテンポラ
リー・ジャズ・ギタリスト矢堀孝一
をゲストに、超絶テクニックを披露
します！！ 増崎孝司 矢堀孝一

劇団柿喰う客「にんぎょひめ」7/25 水

18:30 開演（18:00 開場） 
全席指定　一般：2,000 円　高校生以下：1,000 円
構成・演出：中屋敷法仁
出演：大村わたる、原田理央
　　　今井由希、永田紗茅

小倉良の All that Music!9/20木

第 2回「GUITAR GUITAR ！」

19:00 開演（18:30 開場） 
全席自由　3,500 円（1回券）
出演：工藤慎太郎（シンガーソングライター）
　　　sinon（スペシャルゲスト /シンガー）

第 3回「I love! フォークミュージック！」
シリーズ

3 回目の “All that Music!” では、2006
年「シェフ /Message」でデビューし、
同曲にて日本有線大賞新人賞を受賞
し、「君を想う」「願い」がユニクロの
TVCMに起用されたシンガーソングラ
イター・工藤慎太郎が登場！そして昨
年度 1月の “All that Music!” で、その
透き通った歌声で観客を魅了した歌手
の sinon がスペシャルゲストとして出
演します。2人の共演は見逃せません！ 工藤慎太郎 sinon

夏休みアート・デイキャンプ 2018
筑波大学＆茨城県つくば美術館

土

日

①9:30 ～ 12:00（9:00 受付開始） 　②12:50 ～ 15:20（12:30 受付開始）
会場：筑波大学体育・芸術エリア 5C棟　大石膏室
参加費：無料
対象：つくば市および近隣に在住 /在学の小中学生・高校生
定員：各回 100 名（先着順）
申込期間：7/8（日）17:00 まで
申込方法：お電話でお申込みください

夏休みアート・デイキャンプ 2018 展

7/28
　～ 8/5
7/28
　～ 8/5

つくばメディアアート
　　　フェスティバル 2018

申込先：（公財）つくば文化振興財団
☎029-856-7007

シリーズ

会期：8/21（火）～ 8/26（日）
　　　9:30 ～ 17:00（最終日は 14:00 まで）
会場：茨城県つくば美術館
入場無料

最先端の研究成果を見て、体
験して、学べる、メディアアー
トの祭典です。著名アーティ
ストや若手クリエイター、海
外からの特別招待 17 組の作
品を展示します。「科学のまち・
つくば」をご体感あれ！

描いた作品は美術館で展示します！

9:30 ～ 17:00（初日 11:00 開館・最終日 13:00 閉館）
会場：茨城県つくば美術館・つくばエクスプレスつくば駅構内
入場無料

土

日

7/21
　～ 7/22
7/21
　～ 7/22

関連イベント「HERO HEROINE」参加者募集！
7/29（日）①13:00 ～②15:00 ～
定員：各回 30名（小学生以上対象）
講師：GRINDER-MAN
申込期間：7/1（日）～ 7/14（土）
申込方法：「氏名」「年齢」「希望時間」
を明記の上メールでお申込みください

つくば市文化芸術課
ctz032@city.tsukuba.lg.jp

スタジオセットで撮影したオリ
ジナルの変身ポーズが、映像の
なかでヒーロー、ヒロインにな
る。さあ、テレビの向こうへ！

この展覧会に関するお問合せ先：
つくば市文化芸術課　☎029-883-1111（代）

シリーズ …年間通したシリーズ公演

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

難しい手続きはいりません！電話 1本でご予約できます

24 時間いつでもラクラク

ノバホール
と

つくばカピオ

ちょっ
と

ひとい
き

ノバホールは 1983 年・つくばカピオは 1996 年、つくばの中心

地にオープンしました。2 つの会館はそれぞれの時代の違いを如

実に表しています。ノバホール含むセンター地区は、バブルの

最中、ポストモダン建築の権威・磯崎新氏により設計されました。

太い柱や幾何学を組んだデザインは彼の特徴です。荘厳な石造

りで、どこか古代神殿のような造りとなったセンター地区は、

つくばに新しい風を吹き込みました。ノバホールには小澤征爾

など著名アーティストが訪れ、美しい音色を響かせてきました。

スタインウェイ・ベーゼンドルファー・ベヒシュタインの世界 3

大ピアノを有する非常に珍しいホールでもあります。

…お子さま向けの公演
　※年齢制限のある公演を含みます。
　　ご確認の上お求めください。

祝
土

残席あと僅か！

こどもと観る演劇プロジェクト

つくばで第九合唱団員参加者募集中!
つくばの年末の風物詩として定着している「つくばで第九」。
一年の締めくくりとして、大きな感動をぜひ体感してみませんか？

募集期間：5月29日（火）～ 6月30日（土）まで　※受付時間 9：00 ～ 17：00 

募集定員：ソプラノ 55 名　アルト 60 名　テノール 25 名　バス 30 名（先着順） 

参加資格：発会式（8月26日（日））以降の練習に15回以上参加し、28日の前日リハー
サル・29日の公演に出演できる方 ※中学生以上・経験の有無は不問

参　加　料：一般 8,000 円　学生 4,000 円

申込方法：合唱参加申込書に必要事項を記入のうえ、つくばカピオ内（公財）つく
ば文化振興財団へ 直接、参加料を添えてお申込みください。 ※合唱参加
申込書は財団HP・つくばカピオ・ノバホール窓口にご用意しております。

初心者
大歓迎！

つくばカピオホールノバホール

TCF presents Perfoming Arts
スケジュール 2018/7-2018/9

その後、豪華絢爛なポストモダン主義はバブル崩壊と共に終わ

りを告げ、シンプルで機能的、端正といったミニマリズム建築

が台頭しました。つくばカピオは、まさにこの頃の建物です。

重厚なノバホールとは対象に、クリアなガラスと打ちっぱなし

のコンクリートでできています。つくばカピオは、市民にとっ

てより身近で親しみやすい存在として活用されてきました。黒

舞台のホールでは、お客さんのすぐ近くで演者が迫真のパフォー

マンスを魅せます。座席の間に通路がないのも、一体感のヒミ

ツかもしれません。公演でお越しの際は、ぜひ２つの建物にも

目を向けてみてください。

筑波大学＆つくば美術館

♬ノバホール・つくばカピオのヒミツ♬ 第13回

越路吹雪を歌う「愛の讃歌」

/15,000 円（全 6回通し券）

/15,000 円（全 6回通し券）

Ticket Information
窓 口

電 話

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

（公財）つくば文化振興財団
ノバホール
つくばカピオ

ノバホール
つくばカピオ

財団ホームページ　www.tcf.or.jp/
※ご利用には無料の利用登録が必要です。


