
●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●4・5月の休館日：4/3・10・17・24、5/1・2・8・9・10・11・15・22・29http：//www.kitabunka.or.jp/tabata/

入場料・参加費 無料

●企画展関連イベント（田端ひととき散歩）

農村だった田端に続々と芸術家が住むようになった理由とは?
小杉放庵などの画家たちの社交場「ポプラ倶楽部」では何が行わ
れていた? など、田端文士芸術家村の黎明期についてお話しし、
旧跡を巡ります。

【申込】 先着順（定員80名 直接会場にお越しください）

“画かき村”の繪描きたち
～明治・大正時代の田端～

4/15 土 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

作家・近藤富枝は、芥川龍之介を軸として田端で
繰り広げられた文士や芸術家たちの交流を『田端
文士村』に書き上げました。自らも田端人として生
き、昨年93歳で閉じたその生涯についてご紹介し、
著書ゆかりの地を巡ります。

【申込】 先着順（定員80名 直接会場にお越しください）

近藤富枝と『田端文士村』
～最後の田端人、その生涯～

5/20 土13：00開演（12：30開場）

●上映会

榎木孝明・南果歩主演。陶芸家として初めて文化勲章を授与され
た板谷波山を描いた作品。※上映会のみで、散策は行いません。

【申込】 往復はがきで5/29（月）まで下記内容を記載の上お申込下さい。
往信用裏面：①イベント名 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤年齢
返信面表面：応募者の住所・氏名 ※1通につき1名（同居家族に限り2名まで可）

【宛先】〒114-0014北区田端6-1-2 田端文士村記念館Ｅ係

板谷波山、かつて美しき日本人がいた
～映画『HAZAN』上映会～

6/17 土 13：00開演（12：30開場）

近藤富枝

開催日 開演／開始 イベント名 会場 入場料金
6月9日
（金） 18：30 オープニングコンサート

〈美しい日本語で紡がれる歌〉
さくら
ホール 2,500円

6月10日
（土）

10：00 グレゴリオ聖歌レクチャーコンサート
（講師：渡辺宏子）

カナリア
ホール 1,500円

11：45 信長貴富編曲作品の様々な貌（かお）
（講師：信長貴富）

飛鳥
ホール 1,500円

14：00 北区合唱連盟主催 相澤直人合唱講習会 つつじ
ホール 1,000円

14：15 「こどものうた」の行方（ゆくえ）
（講師：桑原妙子・長谷川冴子）

カナリア
ホール 1,500円

16：00 「典礼聖歌」〜髙田三郎作品の源流を探る〜
（講師：鈴木茂明）

飛鳥
ホール 1,500円

18：00 LOOK AT CONCERT Vol.8 さくら
ホール 2,500円

6月11日
（日）

9：30 小・中・高NHK全国学校音楽コンクール
課題曲講習会

さくら・
つつじ
ホール

一般 1,000円
高校生以下
 500円

14：00 秦万里子 コーラスワークショップ
〜みんなで作ってハモっちゃおう!〜

飛鳥
ホール 1,500円

17：30 クロージングコンサート
〈作曲家個展シリーズVol.7 〜木下牧子〜〉

さくら
ホール 2,500円

JCDA合唱の祭典2017
〜第18回 北とぴあ合唱フェスティバル〜

「合唱三昧」
の贅沢な三日間!

国内外で活躍する合唱指揮者のプロが
魅力的なプログラムをお届けします。
是非、お運びください!

【問い合わせ】JCDA日本合唱指揮者協会事務局 203-3952-7207／FAX：03-3952-7218

詳細は URL http://jcda1963.jp/ へ
全席自由 全日通し券 7,000円  各公演1割引 4月5日(水)

前売発売

企画展「“画かき村”の繪描
きたち」が1/27よりオープ
ンしました。田端ゆかりの
画家たちに光をあてた本展
の展示室は、文学中心の展
示から一新し洋画や日本画
などが並び、まるで美術館のよう。画家たち渾身の作品
を、この機会にゆっくりとご鑑賞ください。その他、文士
や芸術家との交流を示す芥川龍之介直筆の書簡なども
展示しています。 ※5／7まで開催。

●企画展レポート

オススメの
イベント

絵画がズラリ!まるで美術館!?

インタビュー

現役高校生にしてプロのジャズ・ピアニス
ト、作曲家及び編曲家として大注目の奥田
弦さんが出演する「奥田弦 ジャズワール
ド」が、6月4日（日）つつじホールで開催さ
れます。日々進化を続ける15歳の、想いと
素顔に迫りました。
ジャズの魅力はどんなところにありますか
　クラシックを「よく考えられ洗練された
本の朗読」だとするとジャズは「その場での
会話」だと思っています。音楽で会話がで
きるのが、ジャズの一番のいいところかな。

尊敬するアーティストはいますか
　尊敬というより、越えたい、越えるべき存
在としてならあります。アート・テイタムな
んて、まだ僕では手が届きませんが、いつか
はちゃんと越えたいです。そして、いつか新
しいジャンルを確立して、自分の世界をちゃ
んと表現していけるようになりたい、という
か、なります。

好きな科目はなんですか
　好きな教科というのは、その時々によっ
て変わったりするのですが、英語とか語学
は好きです。読書が大好きなので、国語も
好きかな。でも音楽の授業は苦手です。あ
と教科じゃないけど休み時間が好き。

読者の方へメッセージをお願いします
　音楽というのは読んで字のとおり「音を
学ぶ」ではなく「音を楽しむ」ものなので、僕
の音楽を聴いて楽しんでもらえたら嬉しい
です。エンターテイメントとしての音楽を
提供できたらと思います。

インタビューの全文は北区
文化振興財団ホームページ
（http://kitabunka.or.jp）
でご覧いただけます。

「奥田弦の世界」
を訪ねて

◆奥田弦 ピアニスト・作曲家
2001年生まれ。2011年ポニーキャニオンより10歳で史上最年少CDデビュー、
ジャズジャパンアワード受賞。現在までにオリジナルCD3枚リリースの他、全
国各地でイベント出演、ソロコンサート開催。Eテレ「ムジカ・ピッコリーノ」（4
月7日（金）17：35スタート（再放送 毎週土曜 午前8：25〜））出演

公演情報は1面をご覧ください。

記念すべき日本人による 
オペラ上演第1号!
1903年、日本人が初めて上演し
た本格的なオペラがグルックの

《オルフェオとエウリディーチェ》
でした。ピアノ伴奏で、日本語に
訳した歌詞で歌われましたが、演
出付きのオペラはさぞかしセン
セーショナルだったに違いありま
せん。当時は上演に至りませんで
したが、かの森鴎外もこのオペラ
の訳詞を作っています。

バロック・オペラ、人気の題材!
ギリシア神話に登場する竪琴の名手
オルフェオ。毒蛇に噛まれて命を落
とした妻エウリディーチェを取り戻
そうと冥府へくだり、竪琴と甘い歌
声で亡霊たちを鎮め、妻のもとにた
どり着く。戻ってくるまで決して振
り返らない約束が不安にかられ振り
返ってしまい、妻は息絶える…とい
うお話。オペラの題材によく使われ、
特に本作と2007年に上演したモン
テヴェルディの作品が有名です。

クラシックの名曲を 
オペラの中で聴ける!
グルックの作品の中で最も有名なも
のが〈精霊の踊り〉。第2幕、天国の野
原で精霊たちが踊っている場面の音
楽です。特に中間部の短調の部分は
フルート・ソロの美しい名曲で、単独
でもよく演奏されるほか、ピアノ独
奏用に編曲されたものも《メロディ》
という名で親しまれています。今回
はバロック・フルートの名手、前田り
り子が木製のフルートで演奏します!

ねぎぼうずのあさたろう
〜絵本時代劇 読み語りコンサートの旅〜

作家本人による読み語りコンサート

全席指定 5,500円
 3,500円【問い合わせ】THE MUSIC PLANT 203-5944-6187（平日11：00〜18：00）

北とぴあ つつじホール5/28 日 15：00 開演 6
発売中!

5/21（日）14：00～16：00
北とぴあ ペガサスホール
日本でも馴染み深いシャンソン

「オー・シャンゼリゼ」をフランス語で
歌ってみましょう!
※ 「パトリック・ヌジェ コンサート」チケットをお買

い上げの方100名様（先着順）がご参加いただ
けます。チケット購入時にお申し込みください。

■ フランスの香り漂うカフェ&マルシェ
◦ カフェ つつじホールホワイエ
◦ ショップ&ワークショップ スカイホール
　 ビーズ、アクセサリーの販売と作成ワークショップ、フランスの雑貨、CD

販売など
■ ストリートパフォーマンス 

14：00〜 北とぴあ正面玄関前（雨天時は北とぴあ館内）
　TVやCMなどで活躍中のマイムアーティスト、バーバラ村田
■ 短編映画「日仏ラブ・ストーリー」上映会
■ 特別展示
　 立体画家「はが いちよう」によるフランスの街並みを題材とした作品を1点

特別展示

更に詳しい情報は特設ホームページをご覧ください。www.mplant.com/france/

【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221

（平日9：00〜17：00）
毎年恒例の北とぴあ国際音楽祭！今年も多彩な公演を皆さまへお届けします。
今号では、人気のバロック・オペラ公演の豆知識を先取りしてご紹介します。

春風亭小朝
独演会

● 絵本作家自らによる読み語り!  
 全国を読み語りで駆け回る絵本作家飯
野和好さん自らが「ねぎぼうずのあさた
ろう」を語る貴重な公演。（実はオトナもかな
り楽しめちゃいます!）

● 人気声優平野文さんも出演!
　 TVアニメ「うる星やつら」で声優デビューした平

野文さんも加わって、読み語りの世界が彩り豊か
に広がります。（うる星やつら世代のお父さんお母さん、ラ
ムちゃんが来ますよ!）

● 音楽も超本格派、  
「雅楽三昧中村さんち」が演奏!  
笙（しょう）、篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）のスペシャリストが雅楽演奏で子どもた
ちの想像力を豊かにかきたてます。（なかなかじっくり聴けない雅楽の演奏を親子でどうぞ!）

【出演】
語り／飯野和好（絵本作家）、平野 文（声優）
音楽・演奏／ 雅楽三昧中村さんち［中村仁美（篳篥）、中村香奈子（横笛）、中村華子（笙）］

「ねぎぼうずのあさたろう」
飯野和好 作 （福音館書店）

ここが

見どこ
ろ!

【問い合わせ】�春々堂 203-5447-2131（平日11：00〜19：00）

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9：00〜17：00）

6/23 金  

8/27 日  

北とぴあ さくらホール

北とぴあ
つつじホール

6

4月8日(土)

前売発売

5月11日(木)

前売発売

18：30 開演

14：00 開演

全席指定 Pコード：457-526

3,500円  3,150円

全席指定 Pコード：457-615

3,300円  2.800円
3歳〜小学生 2,000円  1300円

【出演】春風亭小朝　他

3

ワーグナーも影響を受けた! 
偉大な功績を残した作曲家
ドイツ生まれの
グルックはオー
ストリアやフラ
ンスで活躍した
18世 紀 の 作 曲
家。オペラ改革
を行い、音楽史
上重要な役割を果たしました。当
時のオペラは物語そっちのけで歌
手の技量を見せびらかせることに
重きが置かれていましたが、劇の
進行を重視した作りに変えたので
す。この劇的な様式は当時反対派
の攻撃にも遭いましたが、影響を
受けた作曲家も多く、後のワーグ
ナーの壮大な楽劇はその最たる
例です。

（1774年パリ初演版）
《オルフェオとエウリディーチェ》

【指揮】寺神戸亮  【合唱・管弦楽】レ・ボレアード

痛快!

北区民は2,000円お得!!

5/28（日）

北とぴあ
内で

同日開催
!

パトリックと
一緒に

フランス語
で歌おう

シャンソン
教室北とぴあフ

ランス祭

パトリック・
ヌジェ

コンサート

モンテヴェルディ《オルフェーオ》公演の様子（2007年）

【出演】 
パトリック・ヌジェ
with  トミー・ハイメ（ベース）、 

金益研二（ピアノ）

【予定曲目】 
パリの空の下、枯葉、バラ色の人生 ほか

予告!12/8（金）・10（日）�グルック作曲 オペラ

詳細情報は、今後のエンジョイ北区等で順次お知らせします。

ⒸK.Miura
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