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　広島市では、平成4年度（1992年度）から、オペラの普及啓発を通じて地域文化の向上を目指す「ひろしまオペラルネッ
サンス事業」に取り組んでいます。この事業は、新作オペラの制作、公演を中心として始まり、平成14年度（2002年度）か
らはイタリア・ドイツオペラの大作の上演、平成19年度（2007年度）からは、それまで培ってきたオペラ制作におけるノウハ
ウをいかし、国際的なレベルに向けて海外との交流を積極的に行っています。公演を事業の中心に据えて実績を重ねるほ
か、オペラ研修、学校や地域での出前コンサート、オペラルネッサンス合唱団の創設など、広島の音楽レベルの向上を目指
して様々な活動を積み重ねてきました。
　平成18年度（2006年度）に「新国立劇場」地域招聘公演として初の東京公演を行い、平成21年度（2009年度）に
は、「椿姫」で第7回三菱UFJ信託音楽賞「奨励賞」を受賞するなど、全国有数の規模と水準を誇るまでに成長し、今後
更なる飛躍が期待できるものと確信しています。
　平成26年度（2014年度）は、フランス・パリで研鑽を積み、国内外で活躍されている佐藤正浩氏の指揮と、日本を代表
するオペラ演出家の１人として活躍中の岩田達宗氏の演出で、ジョルジュ･ビゼーの世界的に有名な「カルメン」を上演しま
した。この公演は多くの方に楽しんでいただくとともに、専門家からも高い評価を頂く素晴らしい舞台となり、「オペラのまち
広島」を力強く全国にアピールできました。
　また、平成19年度（2007年度）から取り組んでいる音楽事業では、郷土が誇る作曲家の細川俊夫氏を音楽監督に迎
えた現代音楽の演奏会や、中四国地方唯一のプロである広島交響楽団の楽団員による演奏会などを行い、オペラのみな
らず、幅広く音楽の普及・啓発を図りました。
　本市では、こうした成果を踏まえ、今後より一層「オペラのまち広島」を内外にアピールする取組を進めるとともに、個性豊
かな文化が息づくまちづくりを進めてまいります。
　今後とも、ひろしまオペラ・音楽推進委員会を始め、地元オペラ・音楽関係者、多くのファンの皆様と共にこれらの事業を
盛り上げ、発展させていきたいと考えています。引き続き、皆様の御参加と御支援を心からお願いいたします。

　「ひろしまオペラルネッサンス」事業は、平成4年度（1992年度）に｢オペラのまち広島｣を合言葉に、中四国地方で唯一
のプロオーケストラである広島交響楽団を活用した本格的なオペラ事業として始まりました。
　これまでに、新作オペラやモーツァルトのオペラ・ブッファ３部作、イタリアやドイツの大作オペラの上演を事業の中心に据え、毎年
多数の観客を動員するとともに、公演や研修などを通じた人材育成を推進するなど、広島市の代表的な文化活動の一つとして、
年々水準を高め、新国立劇場で公演するまでに至り、平成21年度に上演した「椿姫」は第7回三菱UFJ信託音楽賞「奨励賞」
を受賞しました。これまでの実績は、オペラ事業を行っている他都市の団体など関係者の皆様から注目をいただいております。
　平成26年度（2014年度）は、ジョルジュ･ビゼーの世界的に有名な「カルメン」に取り組みました。虚飾を一切排除し、ビゼー
が本来意図したであろう「カルメン」に再構築した音楽と演出は観客を魅了し、大いに楽しんでいただきました。この他にも歌唱・
演技研修や合唱団の運営を通年で行い、修了発表会を実施するなどレベルアップを図るとともに、在広オペラ団体の公演支援
や人材育成、共催・後援事業、さらに小規模なオペラコンサートの実施やアウトリーチ活動などオペラの普及・啓発に努めました。
　また、音楽事業では広島市出身の作曲家、細川俊夫氏を音楽監督に迎え、平成23年度（2011年度）の現代音楽オペ
ラ「班女」以来に続く「リアの物語」に取り組みました。能舞台を使用したアステールプラザならではの公演は各方面から注
目され、高い評価をいただきました。この他にも解説を交えた現代音楽の公演や地元演奏家の現代音楽の演奏会、広島
交響楽団員を主体に構成する各団体と共催してのクラシック音楽公演、中学生・高校生に対する管楽器クリニックを行う
など音楽全体の底上げを図りました。
　今後も、このオペラ・音楽事業が益々発展していきますよう関係者の皆様と一丸となって、さらに魅力ある事業を展開し
ていきたいと考えておりますので、御協力を賜りますようよろしくお願いします。

広島市長

松井 一實

項　目 公　　演　　名 期　　　　　間 入場料金等 入場者数等
オペラの制作・上演オ

ペ
ラ
公
演

27日 822名
28日 852名

96名

S席　8,000円
B席　4,000円

A席　6,000円
C席　2,000円

平成26年
9月27日（土）、28日（日）

ひろしまオペラルネッサンス公演「カルメン｣
指揮／佐藤正浩　演出／岩田達宗
管弦楽／広島交響楽団

研修　30,000円

研修　30,000円

聴講　10,000円

研修　24,000円
聴講　　8,000円

無料

無料

聴講　10,000円
研 修 4名
聴 講 4名
研 修 8名
聴 講 1名

研 修 9名
聴 講 3名

56名平成26年 9月28日（日）

平成26年7月17日（木）～
9月18日（木）（10回）

平成26年6月4日（水）～
7月10日（木）（8回）

伴奏研修
揃洋子（コレペティトール）

修了演奏会

歌唱・演技研修
講師 ： 佐藤正浩（歌唱）、岩田達宗（演技）、平野満（マエストロ・ソスティトゥート）

歌唱研修
講師 ： 日越喜美香（歌唱）、平野満（マエストロ・ソスティトゥート）

地域のオペラを担う人材の育成

オ
ペ
ラ
研
修

合
唱
団
の
運
営

Ⅰ
期

Ⅲ
期

Ⅱ
期

平成26年4月10日（木）～
5月26日（月）（10回）

特
別

研修　15,000円
聴講　　5,000円

研 修 19名
聴 講 11名

平成27年2月24日（火）～
3月17日（火）（5日間）

特別研修
講師 ： 岩田達宗（演技）、平野満（マエストロ・ソスティトゥート）

平成26年8月30日（土）オペラ・トーク

ひ
ろ
し
ま
オ
ペ
ラ
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
事
業

月会費1,500円
（学生500円）

無料

団 員 31名

216名平成27年 3月14日（土）
平成26年 9月27日（土）、28日（日）

講師 ： もりてつや.（指揮 ・ 合唱指導）
　　　池澤嘉信（演出 ・ 演技指導）
　　　平野満（マエストロ・ソスティトゥート）

合唱団演奏会
ひろしまオペラルネッサンス公演「カルメン」

平成26年 4月～
平成27年 3月

SS席7,000円 S席6,000円
自由5,000円

学生3,500円（当日のみ）
21日 677名
22日 671名

平成27年
3月21日（土）、22日（日）

広島シティーオペラ第7回公演
「椿姫」

一般6,000円（当日6,500円）
高・大3,500円（当日4,000円）
小・中2,500円（当日3,000円）

13日 457名
14日 513名

30日 325名
1日 438名

5月25日 36名
6月28日 32名

平成26年
12月13日（土）、14日（日）

平成26年 5月31日（土）
6月　1日（日）

広島オペラアンサンブル第39回公演
「愛の妙薬」

在広オペラ団体による定期公演の実施（共催）（
オ
ペ
ラ・マ
ラ
ソ
ン
）

団
体
定
期
公
演

5月31日 82名
6月　1日 127名2,500円

第17回「ディドとエネアス」 14時 142名
19時 129名500円平成26年7月4日（金）

小規模なオペラ作品等の演奏会

ひろしまルオペラネッサンス合唱団の運営

オ
ペ
ラ・

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
公
演
等

現
代
音
楽
公
演

音
楽
事
業

普及・啓発
事業

一般2,500円（当日3,000円）
学生1,500円（当日2,000円）

一般2,000円（当日2,500円）
学生1,000円（当日1,500円）

201名平成26年11月18日（火）HIROSHIMA HAPPY NEW EAR 18
「ミンゲット弦楽四重奏団」

一般2,500円（当日3,000円）
学生1,500円（当日2,000円） 202名平成26年10月30日（木）HIROSHIMA HAPPY NEW EAR 17

「大鴉―メゾ・ソプラノと12人の奏者のためのモノドラマ」（コンサート形式）

S席4,500円
A席3,000円

平成26年 7月27日（日）

HIROSHIMA HAPPY NEW EAR OPERAⅡ「リアの物語」
指揮／川瀬賢太郎　演出／ルーカ ・ ヴェッジェッティ
管弦楽／広島交響楽団

現代音楽公演「HIROSHIMA HAPPY NEW EAR」の実施

現代音楽公演の実施（共催）

57名Four ｌeafed Clover ～Flutes～ with 中村めぐみ
１stコンサート よつ葉のクローバーのようなフルートの調べ 1,500円

平成26年10月 5日（日） 452名東アジアの現代音楽祭2014 in ヒロシマ
～日中韓の友好と親善コンサート＜伝統と現代の"響奏"＞

一般2,000円、学生1,500円
通し券　一般3,000円、学生2,000円

平成26年12月13日（土） 62名最先端の若手音楽家招聘企画Vol.1―協働―
作曲家 ・ 酒井健治の音と耳の宇宙

一般1,500円（当日2,000円）
トークセッション　無料

1,000円

無料

無料

無料

128名

管楽器クリニック（講師 ： 広島交響楽団員）

①アウトリーチ公演の実施　②共催・後援事業、支援協力事業　③友の会の運営　④広報紙[オペラ通信]の発行　⑤ホームページの作成、管理　
⑥年度毎の事業報告書の作成　⑦他団体オペラ事業調査等

平成26年 4月12日（土）

クラシック音楽公演の実施（共催）

地域のクラシック音楽を担う人材の育成

オペラ・音楽事業の情報発信

一般3,000円、学生1,000円

154名平成26年 6月15日（日）広島大学大学院教育学研究科音楽文化教育学講座
第3回　室内楽演奏会

Ensemble 響　第3回演奏会「春の宵に煌めくモーツァルトの響き」

一般3,000円、学生1,000円 252名平成26年 7月 1日（火）

54名平成26年12月12日（金）エスムス弦楽四重奏団　ベートーヴェン・ツィクルス
第6回演奏会

83名平成27年 3月 7日（土）広島文化学園大学学芸学部音楽学科・広島大学教育学部
上田啓二門下生による第６回合同サクソフォンコンサート

Ensemble 響　第4回演奏会「初夏の夜空に輝くバッハの響き」

一般2,000円、学生1,000円 120名平成26年 9月14日（日）Violin&Piano Duo ロマンティックソナタの調べ　Vol.5

一般3,000円、学生1,000円 67名平成26年10月11日（土）トリオ・クロスコンサート　Vol.2

148名平成26年10月17日（金）広島土砂災害復興支援チャリティーコンサート

Hiroshima Five 5人の精鋭たちが贈る東欧の調べ

Salon Talk Concert Vol.3「Bach」

89名一般3,000円、学生1,500円

一般3,000円、学生1,500円

一般3,000円、学生1,000円

95名平成26年11月 8日（土）

平成26年11月 5日（水）

100名平成27年 2月18日（水）たいこ食堂の気まぐれな一夜

一般3,000円、学生1,000円 57名平成26年 5月25日（日）エスムス弦楽四重奏団　ベートーヴェン・ツィクルス　
第5回演奏会

一般2,000円、学生1,000円 91名平成26年 6月 7日（土）Violin Horn Pianoの為のJoint Concert

一般3,000円、学生2,000円 221名平成27年 2月22日（日）Crazy Classix Proudly Presents「クレイジーシェフ」

平成26年 5月25日（日）
6月28日（土）
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ひろしまオペラルネッサンス事業・音楽事業
　広島市は、①終戦直後からのオペラ上演の歴史　②４つのオペラ団体の活動　③中四国唯一のプロのオーケス
トラである広島交響楽団　④オペラ上演に適した舞台機構を持つアステールプラザの存在　⑤音楽高校・大学
（院）からの人材輩出など、地方都市としては珍しくオペラに取り組む条件が整っていた。
　こうした背景を踏まえ、平成4年度から5年間、文化庁の｢新文化拠点推進事業｣の地域指定を受けて、行政・マス
コミ・音楽関係者からなる官民一体の｢ひろしまオペラ推進委員会｣を組織し、オペラの普及啓発を通じて地域文化の
向上を目指し、「オペラのまち広島」を目標に掲げ「ひろしまオペラルネッサンス事業」を開始した。
　平成18年度までの15年間の活動は、2作品の新作をはじめとしたオペラ公演の制作・上演を中心に、人材育成とし
て様 な々研修やオペラの普及・啓発、在広オペラ団体の定期公演「オペラ・マラソン」など多彩な事業を実施してきた。
　平成19年度からは「ひろしまオペラ・音楽推進委員会」に改組し、オペラ以外にも、クラシック音楽や現代音楽まで
事業を拡充した「音楽事業」を加え、複合的、継続的な事業を実施している。

主な実績は次のとおり。
■新作オペラ「犀」（平成6年度）、「じゅごんの子守唄」（平成8年度）の制作・上演
■平成12年度、第15回国民文化祭で「じゅごんの子守唄」上演
■平成18年度、新国立劇場地域招聘公演「フィガロの結婚」上演
■平成21年度オペラ公演「椿姫」で第7回三菱UFJ信託音楽賞「奨励賞」受賞
■細川俊夫作曲「ヒロシマ・声なき声」に、ひろしまオペラルネッサンス合唱団が参加
　•平成17年度　日本初演（被爆60周年）
　•平成21年度　イタリア初演（第18回ミラノ・ムジカフェスティバル）
　•平成24年度　読売日本交響楽団定期演奏会（創立50周年（サントリーホール））

広島オペラアンサンブル公演（共催）
「泥棒とオールドミス」

平成27年
1月30日（金）、2月1日（日）



　東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。ジュリアード音楽院ピアノ伴奏科修士過程修了。
　1993年、サンフランシスコ・オペラのオーディションに合格、専属ピアニストとして活躍を始める。1995年、指揮者ケント・
ナガノの招きでフランス・リヨン国立歌劇場の首席コレペティトールとなり、ナガノ氏のもと２つの世界初演を含む数多くのプ
ロダクションの成功に導く。また、チョン・ミョンフン、ゲルギエフ等のアシスタントとしてパリ・シャトレ座、ラヴェンナ音楽祭（イタリ
ア）、ウィーン芸術週間などで活躍。指揮をペーター・エトヴォシュ、ディエゴ・マソンに師事する。
　1999年、イギリス・ダーティントン音楽祭において「イドメネオ」を指揮しデビュー、翌2000年にも同音楽祭で「ナクソス島
のアリアドネ」に招かれ、また新国立劇場で「オルフェオとエウリディーチェ」を指揮し日本デビューを果たし脚光を浴びる。
　近年では日生劇場「泣いた赤鬼」「カルメン」、新国立劇場「トスカ」、藤原歌劇団／文化庁公演の「愛の妙薬」、また東
京オペラ・プロデュース公演「放蕩者のなりゆき」（ストラヴィンスキー）を指揮し、「音楽現代」紙上で“私が注目する指揮者
たち”の一人に挙げられる。
　大阪いずみホールで「ランスへの旅」を、東京室内歌劇場でプーランク「人間の声」、マスネ「マノンの肖像」を、ひろしま
オペラルネッサンスでプーランク「カルメル会修道女の対話」を指揮、卓越したフランスオペラの解釈を評価される。
　2011年、東京フィルハーモニー・ニューイヤーコンサートを指揮、2012年はアンサンブル金沢と「カルメン」を、また新作
オペラ「白虎」（2012年7月27日会津風雅堂）の初演で佐川吉男音楽賞受賞。また2013年10月、ひろしまオペラルネッサ
ンスでヴォルフ＝フェッラーリ「イル・カンピエッロ」を指揮、同年12月、三善晃のオペラ「遠い帆」を仙台で指揮し、2014年8
月に同オペラを新国立劇場でも指揮した。。2014年9月、ヴェルディ「ドン・カルロス」のフランス語版を日本初演した。
　これまでに新日本フィルハーモニー交響楽団、読売日本交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、
オーケストラ・アンサンブル金沢、大阪センチュリー交響楽団などを指揮、また自身のオーケストラ、Orchestre“Les 
Champs-Lyrics”を設立し活動する。
　愛知県立芸術大学講師、慶応義塾ワグネル・ソサィティー常任指揮者。

指揮
佐藤 正浩

　東京外国語大学フランス語学科卒業。
　大学卒業後、舞台監督集団｢ザ・スタッフ｣に参加。オペラの舞台製作にかかわる。
　1991年より栗山昌良氏に演出助手として師事。
　1996年五島記念文化賞オペラ新人賞を受賞。1998年より2年間、ドイツ、イギリスを中心にヨーロッパ各地を遊学、研
鑽を積む。
　帰国後、本格的にオペラ演出家として活動を始め、各地のオペラ・プロダクションで作品を発表し、高い評価を得る。
　2003年に堺シティオペラでのプッチーニ作曲「三部作」、2005年いずみホールでのプーランク作曲「カルメル会修道女
の対話」は、同年のクリティック・クラブ賞、大阪府舞台芸術賞を受賞。同じく堺シティオペラ「三部作」、2005年愛知万博
開催記念オペラ、新実徳英作曲「白鳥」、2012年会津オペラ「白虎」は佐川吉男賞を受賞。2008年愛知県文化事業財
団「ファルスタッフ」では三菱UFJ信託音楽賞を受賞。2011年ザ・カレッジオペラハウス公演「ねじの回転」は文化庁芸術
祭大賞に輝いた。また2006年には自身が、オペラ演出家として始めてとなる音楽クリティック・クラブ賞を受賞。
　三木稔作曲「幸せのパゴダ」、香月修作曲「夜叉ヶ池」では台本も担当。
　最近の代表的な演出作品は、東京文化会館開場50周年記念オペラ「古事記」、新国立劇場「夜叉ヶ池」など

演出
岩田 達宗

オペラ公演

企 画・制 作 ひろしまオペラ・音楽推進委員会
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キャスト

カルメン
ドン・ホセ

エスカミーリョ
ミカエラ
スニガ

フラスキータ
メルセデス

レメンダード
ダンカイロ

アンダースタディ
カルメン

ドン・ホセ
ミカエラ

9月28日
藤井 美雪
清水 徹太郎
折河 宏治
尾崎 比佐子
 
大城 薫
八木 寿子
福島 成
尾崎 志信

9月27日
福原 寿美枝
澤原 行正
山岸 玲音
柳 清美
安東 省二（両日）
内藤 里美
浦池 佑佳
升島 唯博
山本 徹也

佐々木 有紀、平福 知夏
飯島 聡志
大野内 愛

©大阪音楽大学

オペラ・トーク

主催：ひろしまオペラ･音楽推進委員会､広島市
　　　公益財団法人広島市文化財団 アステールプラザ､中国新聞社
共催：公益社団法人広島交響楽協会
助成：平成26年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業、公益財団法人ロームミュージックファンデーション
　　　公益財団法人三菱UFJ信託芸術文化財団
後援：広島市教育委員会､ＮＨＫ広島放送局､中国放送､広島テレビ､広島ホームテレビ､テレビ新広島
　　　広島エフエム放送､ＦＭちゅーピー76.６ＭＨｚ

平成 26 年 8 月30日（土）
１３時開演
アステールプラザ　多目的スタジオ
プレゼンター
　岩田 達宗（演出）
　平野 満
　（副指揮、マエストロ・ソスティトゥート）
歌　唱
　大野内 愛
　佐々木 有紀
　平福 知夏

全4幕／フランス語上演／字幕付
「カルメン」 原作／プロスペル･メリメ｢カルメン｣

台本／リュドヴィク･アレヴィ及びアンリ･メイヤック
作曲／ジョルジュ･ビゼー

平成26年9月27日土14時開演 28日日14時開演
アステールプラザ大ホール
指　　揮 ： 佐藤 正浩
演　　出 ： 岩田 達宗
管 弦 楽 ： 広島交響楽団
合　　唱 ： ひろしまオペラルネッサンス合唱団
児童合唱 ： ＮＨＫ広島児童合唱団

副指揮､マエストロ･ソスティトゥート
美術デザイン
衣裳デザイン
照明デザイン
舞 台 監 督
言 語 指 導
演 出 助 手
振　　　　付
フラメンコ指導
バ レ エ 指 導

平野 満
増田 寿子
半田 悦子
稲田 道則（篠本照明）
菅原 多敢弘（ザ･スタッフ）
小川 浩美
上原 真希
池渾 嘉信
マカレナ
芥川 瑞枝

合 唱 指 揮
児童合唱指導

練習ピアニスト

合唱ピアニスト
児童合唱ピアニスト

児童合唱事務局スタッフ

もりてつや．
岡田 千映子
石田 真仁愛
岡野 三枝（チーフ）
上杉 智穂、 枝川泰子
越前 皓也
岡山 千穂､ 前川 くみ子
尾茂田 真理子
岡野 希美
兼行 望

舞台監督助手

大 道 具 製 作
大 道 具 操 作
照 明 操 作
衣　　　　裳
ヘ ア ･ メイク
小 道 具
履　　　　物
音 響 操 作
効 果 音 提 供

住田 佳揚子（ザ･スタッフ）
田中 美賀子（ザ･スタッフ）
松岡 敬太（ザ･スタッフ）
生駒 怜子､ 浦中葉子
吉村 ありさ
つむら工芸
つむら工芸､ 美術センター
篠本照明
東京衣裳
丸善
ザ･スタッフ
浪原靴店
ステージユニオン広島
小野 隆浩

宣 伝 美 術
映 像 記 録

奥村 洋司（timide）
末武 太

舞 台 ス タ ッ フス タ ッ フ

広 報 ･ 記 録

音 楽 ス タ ッ フ



合唱団演奏会

練習風景

1日
谷本 早苗（1日）
加島 裕美（1日）
桑原 淑子（1日）

31日
原 留美子（31日）
高木 真理（31日）
加島 裕美（31日）
長船 伸夫（両日）
窪田 京子、　田原 直子、　畑 勢津子
佐崎 明宏

ミス トッド
レティーシャ
ミス ピンカートン
ボブ
町の人々

オ ペ ラ 研 修
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オペラ・ミニコンサート
アステールプラザ 多目的スタジオ

オペラ団体定期公演（オペラ・マラソン）
アステールプラザ大ホール

ひろしまオペラルネッサンス合唱団

●修了演奏会
日　　時　平成26年9月28日（日）　10時開演
会　　場　アステールプラザ大ホール
出　　演　ソプラノ／大野内 愛、表　晶子、片山 孝恵
　　　　　　　　　　新家 華織、野中 理絵、平福 知夏
　　　　　テノール／飯島 聡志
　　　　　ピ　ア　ノ／越前 皓也

Ｈ.パーセル作曲
「ディドとエネアス」（全3幕、英語上演、字幕付）

平成26年7月4日（金）14時開演、19時開演

指揮、マエストロ・ソスティトゥート   平野 満 
演　　出 池山 奈都子
ピ ア ノ 越前 皓也
チェンバロ 枝川 泰子
キャスト 平福 知夏

小林 理恵
大野内 愛
川崎 摂子
山持 真美
藤田 昌代
冨田 恵子
野村 恵里
久保田 一憲
大島 幸奈、本村 聡子、山中 優美
瀬口 順子、原 京子

ディド（エリッサ）
エネアス

ベリンダ（第 1 の侍女）
第 2 の侍女

魔法使いの女
第 1 の魔女
第 2 の魔女

精霊
水夫
合唱

■広島オペラアンサンブル公演（共催）

■第17回公演

Ｇ.メノッティ作曲
「泥棒とオールドミス」（全1幕、日本語上演）

平成26年5月31日（土）18時開演、6月1日（日）14時開演

音楽監督・指揮 齊城 英樹
演　　出 今井 伸昭
ピ ア ノ 仲西 富弥香
パーカッション 池上 栄子

■Ⅰ期　歌唱研修
期　　間　平成26年4月10日（木）

～5月26日（月）（10回）
講　　師　日越 喜美香（歌唱）

平野 満（マエストロ・ソスティトゥート）
内　　容　レパートリー作りを目的とした
　　　　　研修。

■Ⅱ期　伴奏研修
期　　間　平成26年6月4日（水）

～7月10日（木）（8回）
講　　師　揃 洋子（コレペティトール）
内　　容　オペラにおける歌手と伴奏

ピアノの音楽づくり、コレペ
ティトールとしての基礎を学ぶ。

■Ⅲ期　歌唱・演技研修
期　　間　平成26年7月17日（木）

～9月18日（木）（10回）
講　　師　佐藤 正浩（歌唱）

岩田 達宗（演技）
平野 満（マエストロ・ソスティトゥート）

内　　容　オペラ「カルメン」よりアリア、
　　　　　重唱を中心とした研修。

■特別研修
期　　間　平成27年2月24日（火）

～3月17日（火）（全5日間）
講　　師　岩田 達宗（演技）

平野 満（マエストロ・ソスティトゥート）
内　　容　オペラ「フィガロの結婚」を題

材にした実践に即した研修。

■合唱団の運営
期　　間　平成26年4月～平成27年3月
講　　師　もりてつや.（指揮・合唱指導）、池澤 嘉信（演技指導）、平野 満（マエストロ・ソスティトゥート）

●ひろしまオペラルネッサンス合唱団演奏会
日　　時　平成27年3月14日（土）15時開演
会　　場　アステールプラザ大ホール 
指　　揮　もりてつや. 
演　　出　池澤 嘉信
構　　成　平野 満
曲　　目　〈第１部〉

オペラ“エフゲニー・オネーギン”より「ワルツ」／P.チャイコフスキー作曲（ロシア語）
オペラ“カルメン”より「ハバネラ」／G.ビゼー作曲（フランス語）
オペラ“さまよえるオランダ人”より「糸紡ぎの歌（女声コーラス）」／R.ワーグナー作曲（ドイツ語）
オペラ“さまよえるオランダ人”より「船乗りの歌（男声コーラス）」／R.ワーグナー作曲（ドイツ語）
オペラ“運命の力”より「ラタプラン」／G.ヴェルディ作曲（イタリア語）
オペラ“イーゴリ公”より「ポロヴェツ人の踊り」／A.ボロディン作曲（ロシア語）

　　　　　〈第２部〉
オペラ「妖精ヴィッリ」／G.プッチーニ作曲（イタリア語）

出　　演 ソプラノ／川崎 摂子、住吉 静香、野中 理絵、野村 恵里、原 京子、本村 聡子
山中 優美、湯浅 富美子、柳 清美

ア ル ト／岩井 敏子、小林 理恵、佐々木 有紀、冨田 恵子、引地 由姫、山持 真美
テノール／久保田 一憲、下方 忍、下村 武志、永井 幸雄
バ　　ス／佐田 尭一、服部 好治、山手 雄一朗
ピアノ伴奏／岡山 千穂、前川くみ子

●出演公演
ひろしまオペラルネッサンス公演「カルメン」　平成26年9月27日（土）、28日（日）

■広島オペラアンサンブル　第39回公演オペラ
G.ドニゼッティ作曲「愛の妙薬」 平成26年12月13日㈯18：00 開演

12月14日㈰14：00 開演
指　　揮 齊城 英樹
演　　出 今井 伸昭
合　　唱 「愛の妙薬」合唱団
児童合唱 ＮＨＫ広島児童合唱団
バ レ エ 小池バレエスタジオ
演　　奏 広島センチュリー管弦楽団

キャスト

■広島シティーオペラ第７回公演

ジュゼッペ・ヴェルディ作曲「椿姫」 平成27年3月21日㈯17：00 開演
3月22日㈰14：00 開演

公演監督 押川 貞生 
音楽監督・指揮 小﨑 雅弘
演　　出 澤田 康子
合　　唱：広島シティーオペラ合唱団
演　　奏 広島シティーオペラオーケストラ
バ レ エ 広島シティーオペラバレエ団

キャスト

キャスト 

21日
森 美津子
藤田 卓也
村田 孝高
福島 成
松村 沙織
中川 忍
尾﨑 志信
安東 省二
下岡 寛
落合 一成（両日）
岩渕 隆広（両日）

ヴィオレッタ
アルフレード
ジェルモン
ガストン
フローラ
アンニーナ
バローネ
ドットーレ
マルケーゼ
ジュゼッペ
コミッショナーリオ

22日
乗松 恵美
岡本 泰寛
折河 宏治
下岡 寛
益 文美 
山口 水蛍
高垣 恵一
高橋 信
藤井 一規

13日
越川 麻衣
松本 敏雄
長船 伸夫
國元 隆生
髙木 真理

アディーナ
ネモリーノ
ドゥルカマーラ
ベルコーレ
ジャンネッタ

14日
加島 裕美
枝川 一也
高橋 健
折河 宏治
工谷 明子



ス タ ッ フ

副指揮、マエストロ・ソスティトゥート
衣裳デザイン
オリジナル・アートワーク
照明デザイン
舞 台 監 督
言 語 指 導
演 出 助 手

音 楽 ス タ ッ フ

練習ピアニスト
音楽スタッフ

平野 満
ルーカ・ヴェッジェッティ、志賀 典子（Abito）
吉田 萠
稲田 道則（篠本照明）
飯田 貴幸（ザ・スタッフ）
ジョン・コール
唐谷 裕子

越前 皓也
岡山 千穂

舞 台 ス タ ッ フ

舞台監督助手
舞台装置・小道具製作
舞 台 操 作
照 明 操 作
衣 裳 製 作
ヘア・メイク
音 響 操 作
字 幕 作 成

広 報 ・ 記 録
宣 伝 美 術
映 像 記 録

⻆田 奈緒子、田中 美賀子（ザ・スタッフ）
ルーカ・ヴェッジェッティ、吉田 萠、美術センター
美術センター
篠本照明
志賀 典子（Abito）
石田 康子（esprit）
ステージユニオン広島
平野 満、柿木 伸之

奥村 洋司（timide）
末武 太

企 画・制 作 ひろしまオペラ・音楽推進委員会
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キャスト

ⒸTerry Lin.

　1963年、イタリア、ボローニャに生まれる。ミラノスカラ座にて研鑽後、ロンドン及び合衆国でダンサーとしての経験を積む。
1990年よりコレオグラファー、演出家としての活動を始める。この時期より現代音楽に接近し始め、実験的な手法やテクノロ
ジーを用いた作品の制作を数多く手がけ、シルバーノ・ブソッティ、細川俊夫、カイア・サーリアホをはじめとする今日もっとも重要
な現代音楽の作曲家、著名なアンサンブルとのコラボレーションを積極的に行うようになる。ダンス、舞台の作品を各国の国際
的に著名な劇場、ダンス・カンパニー、フェスティバルにて発表する他、常に先鋭的な現代美術の企画展覧会を行うニューヨー
クのドローイング・センターにおいてパフォーマンスのプロジェクトを実現させるなど、表現活動の幅を広げている。
　代表的なオペラの作品として、ニューヨークのグッゲンハイム・ワークス・アンド・プロセスとミラー・シアター共同プロデュースの
もと制作を行った、ヤニス・クセナキスのオペラ、「オレステイア」完全版世界初演、サントリーホールでの細川俊夫作曲のオペラ、
「班女」の日本初演、同じく細川俊夫作曲のモノドラマオペラ、「大鴉」の２０１４年５月のニューヨーク・フィラルモニック・ビエン
ナーレの開幕上演が挙げられる。

演出・衣裳デザイン
ルーカ・ヴェッジェッティ

ⒸYoshinori Kurosawa

　1984年東京生まれ。2007年東京音楽卒業。これまでに、指揮を広上淳一、汐澤安彦、チョン･ミョンフンらの各氏に師事。
　2006年10月に行われた東京国際音楽コンクール＜指揮＞において2位（最高位）に入賞し、2007年3月には入賞者デ
ビューコンサートを指揮。
　その後、東響、九響、読響楽団を始め、各地のオーケストラから次々に招きを受ける。2009年6月群響定期公演に、2010
年東フィル、名フィルの定期公演にそれぞれデビューを果たす。
　2012年1月には細川俊夫作曲、オペラ「班女」広島公演（管弦楽：広島交響楽団）を指揮し、オペラデビュー。
　海外においても2008年、2011年にイル・ド・フランス国立オーケストラと共演、2012年にはユナイテッド・インストゥルメンツ・オ
ヴ・ルシリンと細川俊夫作曲モノドラマ「大鴉」オランダ初演を成功させる。
　現在、名古屋フィルハーモニー交響楽団指揮者。八王子ユース弦楽アンサンブル音楽監督。2014年4月より神奈川フィル
ハーモニー管弦楽団常任指揮者に就任。三重県いなべ市親善大使。

指揮
川瀬 賢太郎

　1955年広島生まれ。1976年から10年間ドイツ留学。ベルリン芸術大学でユン･イサンに、フライブルク音楽大学でクラウス
･フーバーに作曲を師事。
　1980年、ダルムシュタット国際現代音楽夏期講習に初めて参加、作品を発表する。以降、ヨーロッパと日本を中心に、作曲
活動を展開。日本を代表する作曲家として、欧米の主要なオーケストラ、音楽祭、オペラ劇場等から次 と々委嘱を受け、国際
的に高い評価を得ている。2004年のエクサンプロヴァンス音楽祭の委嘱による2作目のオペラ「班女」（演出＝アンヌ・テレサ・
ドゥ・ケースマイケル）、2005年のザルツブルク音楽祭委嘱のオーケストラ作品「循環する海」（世界初演＝ウィーン・フィル）、第
5回ロシュ・コミッション（2008年）受賞による委嘱作品である2010年世界初演のオーケストラのための「夢を織る」（クリーヴ
ランド管弦楽団によって、ルツェルン音楽祭、カーネギーホール等で初演）、2011年のモネ劇場の委嘱によるオペラ「松風」

（演出＝サシャ・ヴァルツ）、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とバービカン・センター、コンセルトヘボウの共同委嘱による「ホル
ン協奏曲─開花の時─」といった作品は、大野和士、準・メルクル、ロビン・ティチアーティ、サイモン・ラトルなど、世界一流の指
揮者たちによって初演され、その多くはすでにそれぞれのジャンルにおけるレパートリーとして演奏され続けている。
　2013年のザルツブルク音楽祭では、二度目となる同音楽祭委嘱作品、ソプラノとオーケストラのための「嘆き」の初演をはじ
め、アンサンブル・ウィーン＝ベルリン委嘱作品「古代の声」の初演ほか、多くの作品が演奏された。
　2001年にドイツ・ベルリンの芸術アカデミー会員に選ばれる。東京交響楽団1998-2007、ベルリン・ドイツ交響楽団
2006/2007シーズン、および西ドイツ放送局合唱団2006-2008、ネーデルランド・フィルハーモニー管弦楽団2013/2014、
シーズンのコンポーザー・イン・レジデンスを歴任。2012年秋、紫綬褒章を受章。2015年には、モーツァルト・フェスティバル（ヴェ
ルツブルク）のコンポーザー・イン・レジデンス。現在、2016年ハンブルク国立歌劇場で初演する新作オペラ「海、静かな海」（指
揮：ケント・ナガノ、原作／演出：平田オリザ）を作曲中。武生国際音楽祭音楽監督、東京音楽大学およびエリザベト音楽大学
客員教授。

音楽監督
細川 俊夫

「リアの物語」
平成27年1月30日金19時開演 2月1日日14時開演
アステールプラザ中ホール能舞台

主催：ひろしまオペラ・音楽推進委員会、広島市
　　　公益財団法人広島市文化財団 アステールプラザ、中国新聞社
共催：公益社団法人広島交響楽協会
助成：平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業、公益財団法人五島記念文化財団
　　　公益財団法人野村財団、公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団
　　　一般社団法人私的録音補償金管理協会
後援：広島市教育委員会､ＮＨＫ広島放送局､中国放送､広島テレビ､広島ホームテレビ
　　　テレビ新広島､広島エフエム放送､ＦＭちゅーピー76.６ＭＨｚ

現代音楽公演
音楽事業

ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＥＡＲ ＯＰＥＲＡⅡ

リア
ゴネリル
リーガン

コーディーリア
オールバニ

コーンウォール
エドガー

エドマンド
グロスター
オズワルド

召使／隊長／紳士
道化

マレク・Ｍ．ガシュテッキ
藤井 美雪
半田 美和子
柳 清美
小島 克正
折河 宏治
山岸 玲音
藤田 卓也
大澤 建
飯島 聡志
下岡 寛
久保田 一憲

全2幕／英語上演／字幕付き≪広島初演≫

音楽監督 ： 細川 俊夫
指　　揮 ： 川瀬 賢太郎
演　　出 ： ルーカ・ヴェッジェッティ
管 弦 楽 ： 広島交響楽団

原作：ウィリアム・シェイクスピア『リア王』
翻案・オペラ台本（英語）／鈴木 忠志
作曲／細川 俊夫
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■現代音楽公演（共催）

■クラシック音楽公演（共催）
■HIROSHIMA HAPPY NEW EAR

“ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＥＡＲ”とは、馴染みのない「現代音楽」という新しい「音楽」に出会うことを新年（ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＹＥＡＲ）になぞらえて、
広島の新しい耳（ＥＡＲ）と名付けたものです。

音楽監督　細川俊夫

アステールプラザ オーケストラ等練習場

■ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＥＡＲ 17

大鴉 The Raven
メゾ・ソプラノと12人の奏者のためのモノドラマ（コンサート形式）

平成２６年１０月３０日（木）19時開演

お話：細川 俊夫

指揮：川瀬 賢太郎

出演：シャルロッテ・ヘレカント
　　　（メゾ・ソプラノ）
　　　ユナイテッド・インストゥルメンツ
　　　・オブ・ルシリン（室内楽）
　　　高尾 六平（朗読）

助成：平成26年度文化庁劇場・
　　　音楽堂等活性化事業

■ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＥＡＲ 18

ミンゲット弦楽四重奏団
平成２６年１1月18日（火）19時開演

お話：細川 俊夫

出演：ミンゲット弦楽四重奏団

曲目：F.メンデルスゾーン／弦楽四重奏曲 第6番 第一楽章
　　　武満 徹／弦楽四重奏のためのランドスケープ
　　　C.ドビュッシー／弦楽四重奏曲 第三楽章
　　　W.リーム／弦楽四重奏曲 第4番
　　　A.ヴェーベルン／弦楽四重奏のための6つのバガテル
　　　細川 俊夫／開花
　　　F.メンデルスゾーン／弦楽四重奏曲 第6番 第四楽章

助成：平成26年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

名　　　称 出　　演 曲　　　目

Four leafed Clover ～Flutes～
with 中村めぐみ
1stコンサート よつ葉のクローバーのような
フルートの調べ
平成26年7月27日（日）16時開演

東アジア音楽祭2014inヒロシマ
～日中韓の友好と親善コンサート～
〈伝統と現代の“響奏”〉
平成26年10月5日(日）
【レ ク チ ャ ー】13時30分開演
【コンサートⅠ】15時開演
【コンサートⅡ】18時30分開演

最先端の若手音楽家招聘企画Ｖｏｌ．1
―協働― 作曲家・酒井健治の音と耳の宇宙
平成26年12月13日（土）

中村 めぐみ（フルート）
吉田 佐保子（フルート）
村上 織惠（フルート）
佐藤 未夢（フルート）

伴谷晃二（音楽監督）
日本・中国・韓国
作曲家・演奏家
日本の研究家・専門家

酒井 健治、伊藤 憲孝
徳永 崇（トークセッション）
伊藤 憲孝（ピアノ）
後藤 絢子（ヴァイオリン）
小林 良子（ソプラノ）

ボザ／夏山の一日
三浦真理／想い出は銀の笛
アンジェリス／ＲＵＮＮＩＮＧ
ヒケティック／スリー・ラテン・ダンス　他

【レ ク チ ャ ー】
　日本・中国・韓国の伝統楽器や民族歌唱等の紹介と解説

【コンサートⅠ】
　Ａ 伝統楽器による室内楽作曲作品展
　Ｂ 現代室内楽作曲作品展

【コンサートⅡ】
　日本・中国・韓国の友好と親善の伝統音楽コンサート

酒井健治・ピアノ独奏曲およびピアノ入り室内楽作品
ピアノのための練習曲集（2012/2014．．．）
緑の青／青の緑
Reflecting Space Ⅰ ―Bell. cloud and disincarnations―（2007）
カスム
私は他人であるⅢ

■管楽器クリニック

●出　演
青山 朋永（ヴァイオリン）
山根 啓太郎（ヴァイオリン）
永井 啓子（ヴィオラ）
熊澤 雅樹（チェロ）

●曲　目
L.V.ベートーヴェン作曲

「弦楽四重奏曲 第5番 イ長調 Op.18-5」
「弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 Op.127」

●出　演
宮本 辰彦（ホルン）
長谷川 夕子（ヴァイオリン）
西 佳子（ピアノ）

●曲　目
J.ブラームス作曲「ホルン三重奏曲」
F.クライスラー作曲「愛の悲しみ」
F.ショパン作曲「アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ」 他

●出　演
広島大学大学院教育学研究科
音楽文化教育学講座 学生、卒業生、教員

●曲　目
伊藤康英作曲『フルート・レストラン』より

「I.前菜序曲」「Ⅲ.チョコレート・ダモーレ」「Ⅳ.ジェラート・コン・カフェ」
W.A.モーツァルト作曲 オペラ『コシ・ファン・トウッテ』より「もうすぐ彼のもとへ」
F・レハール作曲 喜歌劇『メリー・ウィドウ』より「閉ざした唇に」
S.プロコフィエフ作曲「ピアノ・ソナタ第3番イ短調作品28」 他

●出　演
高口 浩二（ヴァイオリン）
石川 佳子（ピアノ）

●曲　目
C.ドビュッシー作曲「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ト短調」
J.ブラームス作曲「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ 第１番 ト長調Op.78」
F.ショパン作曲「即興曲 変イ長調 Op.29」
G.フォーレ作曲「即興曲 第３番 変イ長調 Op.34」

●出　演
上垣内 寿光（ギター）
山根 啓太郎（ヴァイオリン）
熊澤 雅樹（チェロ）

●曲　目
J.Sバッハ作曲「ゴールドベルク変奏曲」
Ｔ-スクエア「ＴＲＵＴＨ」
E．モリコーネ作曲「ニューシネマパラダイス」
A.ピアソラ作曲「リベルタンゴ」
L．アンダーソン作曲「フィドルファドル」 他

●出　演
橋本 眞介（クラリネット）
佐久間 聡一（第1ヴァイオリン）
潮田 孝子（第2ヴァイオリン）
井野邉 大輔（ヴィオラ）
遠藤 和子（チェロ）

●曲　目
ドヴォルザーク作曲「テルツェット ハ長調 作品74」
ライヒャ作曲「クラリネット五重奏曲 変ロ長調 作品89」
ドヴォルザーク作曲「弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 作品96『アメリカ』」

●出　演
マーティン・スタンツェライト（トーク＆チェロ）
佐久間 聡一（第1ヴァイオリン）
中村 めぐみ（フルート）
板谷 由起子（オーボエ）
上垣内 寿光 （ギター）
中野 洋子（チェンバロ）

●曲　目
JS.バッハ作曲

「無伴奏チェロ組曲第１番 ト長調 BWV1007」
「無伴奏ヴァイオリンソナタ第２番 イ短調より BWV1003」
「カンタータ『片足は墓穴にありて我は立つ』より BWV156」
「フルートソナタ第2番 変ホ長調 BWV1031」
「トリオソナタ第2番 ト短調 BWV1029」 他

●出　演
青山 朋永（ヴァイオリン）
山根 啓太郎（ヴァイオリン）
永井 啓子（ヴィオラ）
熊澤 雅樹（チェロ）

●曲　目
L.V.ベートーヴェン作曲

「弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 Op.18-6」
「弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 Op.95」
G.フォーレ作曲

「弦楽四重奏曲 ホ短調 Op.121」 他

●出　演
伴谷 景子（パーカッション）
出口 智子（パーカッション）

●曲　目
S.ライヒ作曲「NAGOYA MARIMBA」
N.A,フーバー作曲「Finger Capriccio」
JacobTV作曲「GRAB IT!」 他

●出　演
広島文化学園大学学芸学部音楽学科及び
広島大学教育学部サクソフォン専攻生
広島文化学園大学学芸学部音楽学科教員

●曲　目
H.トマジ作曲「サクソフォン協奏曲」
C.ドビュッシー作曲「ラプソディ」
J.B.サンジュレー作曲「協奏的二重奏曲」
J.フランセ作曲「サクソフォンのための小四重奏曲」

●出　演
板谷 由起子（オーボエ）
中村 めぐみ（フルート）
倉持 幸朋（ホルン）
橋本 眞介（クラリネット）
山根 啓太郎（ヴァイオリン）

●曲　目
W.A. モーツァルト作曲

「オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370」
「フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285」
「ホルン五重奏曲 変ホ長調 K.407」
「クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581」

後藤 絢子（ヴァイオリン）
新谷 愛子（ヴィオラ）
永井 啓子（ヴィオラ）
熊澤 雅樹（チェロ）

●出　演
芥川 直子（チェンバロ）
甲斐 麻耶（ヴァイオリン）
板谷 由起子（オーボエ）
中村 めぐみ（フルート）
亀島 克敏（トランペット）
長谷川夕子（ヴァイオリン）
鄭 英徳（ヴァイオリン）
山根 啓太郎（ヴァイオリン）
後藤 絢子（ヴァイオリン）

●曲　目
J.S.バッハ作曲

「ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048」
「ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 BWV1041」
「ブランデンブルク協奏曲 第2番 ヘ長調 BWV1047」
「ブランデンブルク協奏曲 第5番 ニ長調 BWV1050」

正田 愛子（ヴァイオリン）
新谷 愛子（ヴィオラ）
栄 智宏（ヴィオラ）
永井 啓子（ヴィオラ）
岩崎 綾（チェロ）
遠藤 和子（チェロ）
熊澤 雅樹（チェロ）
村田 和幸（コントラバス）

●出　演
中村 めぐみ（フルート）
板谷 由起子（オーボエ）
橋本 眞介（クラリネット）
徳久 英樹（ファゴット）
渡部 奈津子（ホルン）
清澄 貴之（トロンボーン）
岡部 亮登、出口 智子（パーカッション）
荻原 里香（パーカッション）

●曲　目
F.フェレンツ作曲「１７世紀の古いハンガリー舞曲集」
W.A.モーツァルト作曲「ディベルティメント K.136より １楽章」
J.シュトラウス作曲「ピチカートポルカ」
イスラエル民謡「クレズマーフライラッハ」 他

沖 めぐみ（ヴァイオリン）
潮田 孝子（ヴァイオリン）
永井 啓子（ヴィオラ）
岩橋 綾（チェロ）
遠藤 和子（チェロ）
末永 幸子（チェロ）
マーティン・スタンツェライト（チェロ）
飛田 勇治（コントラバス）

荻原 里香（パーカッション）
伴谷 景子（パーカッション）
出口 智子（パーカッション） 
末永 幸子（ナビゲーター）

●出　演
マーティン・スタンツェライト（チェロ）
橋本 眞介（クラリネット）
上垣内 寿光（ギター）
飛田 勇治（コントラバス）
清澄 貴之（トロンボーン）

●曲　目
G.マーラー作曲「交響曲第2番」
G.ガーシュイン作曲「サマータイム」
J.S.バッハ作曲「無伴奏チェロソナタ」 他

【中学生コース】
日　時：平成26年6月28日（土）
講　師：岡本 弥生（フルート）、 高尾 哲也（クラリネット）
　　　　河原 完（ホルン）、 武崎 創一郎（トロンボーン）

【高校生コース】
日　時：平成26年5月25日（日）
講　師：岡本 弥生（フルート）、 品川 秀世（クラリネット）
　　　　宮本 辰彦（ホルン）、 武崎 創一郎（トロンボーン）

Ensemble響 第3回演奏会
「春の宵に煌めくモーツァルトの響き」

エスムス弦楽四重奏団
ベートーヴェン・ツィクルス第5回演奏会

Violin Horn Pianoの為の
Joint Concert

広島大学大学院教育学研究科
音楽文化教育学講座
第3回室内楽演奏会

Ensemble響 第4回演奏会
「初夏の夜空に輝くバッハの響き」

VIOLIN＆PIANO DUO
ロマンティックソナタの調べ Vol.5

トリオ・クロスコンサート Vol.2

広島土砂災害復興支援
チャリティーコンサート

Hiroshima FIVE
5人の精鋭たちが贈る東欧の調べ

Salon Talk Vol.3 Bach

エスムス弦楽四重奏団
ベートーヴェン・ツィクルス第6回演奏会

たいこ食堂の気まぐれな一夜

Crazy Classix Proudly Presents
「クレイジーシェフ」

広島文化学園大学学芸学部音楽学科・
広島大学教育学部上田啓二門下生による
第6回合同サクソフォンコンサート

平成26年4月12日（土）17時開演

平成26年5月25日（日）17時開演

平成26年6月7日（土）15時開演

平成26年6月15日（日）14時30分開演

平成26年7月1日（火）19時開演

平成26年9月14日（日）15時開演

平成26年10月11日（土）18時開演

平成26年10月17日（金）18時30分開演

平成26年11月5日（水）19時開演

平成26年11月8日（土）18時開演

平成26年12月12日（金）19時開演

平成27年2月18日（水）19時30分開演

平成27年2月22日（日）15時開演

平成27年3月7日（土）18時開演

アステールプラザ オーケストラ等練習場

アステールプラザ オーケストラ等練習場
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■共催・後援事業

■オペラ出前コンサート

■オペラコンサート

■ひろしまオペラルネッサンス友の会

■広報誌「オペラ通信」発行 ■ホームページの運営

■チケットの優先予約
　本委員会が主催する事業のチケットを一般販売に先がけて電話予約可能。
■ひろしまオペラ・音楽推進委員会主催事業のチケット割引
　本委員会の主催・共催事業のチケットを20％割引。
■オペラ・マラソンへのご招待
　対象公演鑑賞者に翌年度の「オペラ・マラソン」のうち、お好みの1公演にペアでご招待。

■本委員会共催事業、アステールプラザ主催事業のチケット割引
　対象の事業のチケットを10％割引。
■情報サービス
　『オペラ通信』『文化情報マガジン to you』を送付。

主 　 　 催日時・場 所公 演 名

★年会費／2,000円　　★期　間／平成26年4月1日～平成27年3月31日（事前・途中入会の場合も上記期間のみ有効）

冬　　号
Vol.43

夏　　号
Vol.42 （http://h-culture.jp/opera/renaissance/）

伴谷晃二　合唱作品レクチャーコンサート

平成26年4月27日（日）
アステールプラザ　大ホール

ヒロシマ・ミュージック・プロジェクト平成26年6月1日（日）
エリザベト音楽大学　セシリアホール

平成26年9月6日（土）
広島大学　サタケメモリアルホール

広島ジュニアコーラス創立35年記念
第20回広島ジュニアコーラス・フェミニンコール広島定期演奏会 広島ジュニアコーラス

平成27年3月1日（日）
アステールプラザ　多目的スタジオ

海老澤敏　“モーツアルトを語る” 2015 in ひろしま
～レクチャーコンサート＜フィガロの結婚＞～ ヒロシマ・ミュージック・プロジェクト

平成26年11月30日（日）
エリザベト音楽大学　ザビエルホール エリザベト音楽大学

ヴィータ◆ムジカーレ◆東広島

平成26年 オペラ研究Ⅰ・Ⅱ ＯＰＥＲＡ ＣＯＮＣＥＲＴ

平成26年12月6日（土）
アステールプラザ　大ホール 広島ウインドオーケストラ広島ウインドオーケストラ第42回定期演奏会

第12回定期公演　歌劇「ラ・ボエーム」

会
員
特
典

日　時：平成26年10月21日（火）
主　催：県民共済こども館
会　場：県民共済こども館
出　演：平福 知夏（ソプラノ）、下岡 寛（テノール）
　　　　岡山 千穂（ピアノ）
来場者：20名

日　時：平成26年12月5日（金）
主　催：広島市立亀山小学校
会　場：広島市立亀山小学校
出　演：乗松 恵美（ソプラノ）、飯島 聡志（テノール）
　　　　越前 皓也（ピアノ）
来場者：900名

日　時：平成26年11月21日（金）
主　催：グループホーム桐壷の家
会　場：グループホーム桐壷の家
出　演：平福 知夏（ソプラノ）、下岡 寛（テノール）
　　　　枝川 泰子（ピアノ）
来場者：30名

日　時：平成26年12月22日（月）
主　催：サニーコート広島
会　場：サニーコート広島
出　演：大野内 愛（ソプラノ）、小島 克正（バリトン）
　　　　枝川 泰子（ピアノ）
来場者：40名

日　時：平成27年1月11日（日）
主　催：佐伯区民文化センター
会　場：佐伯区民文化センタースタジオ
出　演：乗松 恵美（ソプラノ）、枝川 一也（テノール）
　　　　枝川 泰子（ピアノ）
来場者：148名

9月20日　中国新聞 9月28日　中国新聞

音楽の友　11月号

音楽現代　12月号音楽の友　11月号

ポーラ美術館コレクション
モネ、ルノワールからピカソまで
記念オペラコンサート
「新たなる出逢い－
　　　画家・詩人・作曲家、そして作品」
日時：平成26年10月12日（日）
会場：広島県立美術館１階ロビー
出演：大城 薫（ソプラノ）、柳 清美（ソプラノ）、藤田 卓也（テノール）
　　　枝川 泰子（ピアノ）
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3月6日
赤旗しんぶん

週刊オン★ステージ2月13日号

11月8日　中国新聞

12月26日　中国新聞

10月25日　中国新聞

1月31日　中国新聞

音楽現代　4月号

モーストリー・クラシック　4月号

音楽の友　4月号

ハンナ　5月号

1月24日　中国新聞
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■ひろしまオペラルネッサンス事業の概要
平成４年度から推進してきたオペラ制作事業を継続発展させ、地域の芸術家、オペラ団体及び各種団体等の育成を行う。
また、同時にオペラの普及・定着に努めるとともに、全国に広島の文化として発信し、もって高水準の芸術文化の普及・振興を図る。目 　 的

期
別
年
度

4

5

6

7

8

9

10

11

第
１
期

15

第
２
期

第
３
期

12

13

14

オペラ公演・コンサート

オペラ研修

伴奏 合唱歌唱・演技

団体定期公演（オペラ・マラソン）
A：広島オペラアンサンブル
B：広島市民オペラ実行委員会
C：オペラフェスティバル
D：野薔薇座
E：ひろしま国際オペラスタジオ
F：広島シティーオペラ推進委員会

招聘公演 その他

第２回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/田中良和

二期会
｢カルメン｣

オペラ講演会
講師/林光

第３回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/小田野宏之

Ａ：｢魔笛｣
Ｂ：｢カルメン｣
Ｃ：｢リタ｣「修道女アンジェリカ」
Ｄ：｢メリー･ウィドウ｣
Ｅ：｢ランメルモールのルチア｣

藤原歌劇団
｢蝶々夫人｣

シンポジウム
パネリスト/

畑中良輔
小長久子　他

日韓提携公演
｢蝶々夫人｣

指揮/金洪才
演出/松本重孝

◎歌唱・演技
（2期）

Ａ：｢カルメン」
Ｂ：｢パリアッチ｣異聞
Ｄ：｢シンデレラ｣
Ｅ：｢仮面舞踏会」

伴奏
（2期） 合唱

＊新作オペラ「犀」
　芸術監督/原田茂生
　作曲/佐藤眞
　指揮/田中良和
　台本/まえだ純　
　演出/直井研二

第４回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/小田野宏之

Ａ：｢藤戸の浦─源平合戦の哀歌─｣
Ｂ：｢パリアッチ｣
　　｢カヴァレリア･ルスティカーナ｣
Ｃ：｢ラ・チェッキーナ｣
Ｄ：｢ヘンゼルとグレーテル｣
Ｅ：｢奥様女中」「ジャンニ・スキッキ」

オペラサロン
出演/

第１回 園山土筆
第２回 菅沼潤
第３回 矢田部義弘

二期会共同制作・公演
｢ドン・ジョヴァンニ｣

指揮/飯森範親
演出/直井研二

第５回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/小田野宏之

オペラ研修
（16回･試演会）

Ａ：｢白墨の輪｣
Ｂ：｢ラ･ボエーム｣
Ｃ：｢月の世界｣
Ｄ：｢わたしの貴婦人｣
Ｅ：｢友人フリッツ｣

オペラサロン
出演/

第４回 池辺晋一郎
第５回 小田健也

＊新作オペラ
｢じゅごんの子守唄｣

芸術監督/原田茂生
作曲/池辺晋一郎
指揮/田中良和
台本・演出/小田健也

第6回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/小田野宏之

オペラ研修
（３回）

Ａ：｢領事｣
Ｂ：｢椿姫｣
Ｃ：｢夢遊病の女｣
Ｄ：｢天国と地獄｣
Ｅ：｢コシ･ファン･トゥッテ」

シンポジウム
パネリスト/

原田茂生
日下部吉彦　他

第7回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/飯森範親

◎初級
◎中級（基礎編）
◎イタリア語
　ディクション入門

Ａ：｢ヤカモチ｣
Ｂ：｢カルメン」
Ｃ：休演
Ｄ：｢ボッカチオ｣
Ｅ：｢蝶々夫人」

藤原歌劇団
｢愛の妙薬｣

｢国民文化祭かがわ’97｣
への参加

（1）オペラハイライト
｢犀｣｢じゅごんの子守唄｣

（2）オペラシンポジウム
パネリスト／星出豊  他

共同制作提携先／
・ひたちオペラのまちづくり
　実行委員会
・大阪音楽大学
　ザ・カレッジ･オペラ･ハウス

共同制作提携先／
・スペイン国立サルスエラ劇場
・北海道二期会

共同制作提携先/
・大阪音楽大学
　ザ・カレッジ･オペラ･ハウス

伴奏

共同制作・公演
｢フィガロの結婚｣

芸術監督/星出豊
指揮/山上純司
演出/中村敬一

第8回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/山下一史

◎初級
◎中級基礎
◎中級実践
◎イタリア語
　ディクション

Ａ：｢ヘンゼルとグレーテル｣
Ｂ：｢ラ･ボエーム｣
Ｃ：｢ザネット｣「呼び鈴」
Ｄ：｢こうもり｣
Ｅ：｢椿姫｣

伴奏 合唱

共同制作・公演
｢ドン・ジョヴァンニ｣

芸術監督・指揮/星出豊
演出/マリオ･コッラーディ

第9回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/岡田司

◎初級
◎中級実践
◎イタリア語
　ディクション

Ａ：｢小栗栖の長兵衛｣
Ｂ：｢カヴァレリア･ルスティカーナ｣
　　｢新説『カルメン』メリメの告白｣
Ｃ：｢シャムニーのリンダ｣
Ｄ：｢魔笛｣
Ｅ：｢イル･トロヴァトーレ」

伴奏 合唱

第15回国民文化祭
ひろしま2000
｢じゅごんの子守唄｣再演

芸術監督･指揮/星出豊
台本・演出/小田健也

第10回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/渡邊一正

◎中級
◎イタリア語
　ディクション

Ａ：｢トスカ」
Ｂ：「外套」
　　｢ガーシュインの世界『ポーギーとベス』」
Ｃ：休演
Ｄ：「ザ・サウンド・オブ・ミュージック」
Ｅ：｢ランメルモールのルチア｣

バーデン
市立劇場
｢天国と地獄｣

伴奏 合唱

共同制作・公演
｢コジ･ファン･トゥッテ｣

芸術監督/星出豊
指揮/山上純司
演出/直井研二

第11回オペラ・
ガラ・コンサート

指揮/小田野宏之

日韓提携公演
プレ・イベント
｢オペラ・ガラ・
コンサート｣

◎中級
◎室内オペラ
◎演技

Ａ：｢散華 －Buddha（Ⅰ）－｣
Ｂ：｢椿姫｣
Ｃ：｢結婚手形｣「修道女アンジェリカ」
Ｄ：｢ヘンゼルとグレーテル｣
Ｅ：｢蝶々夫人｣

文化庁
　移動芸術祭
二期会
｢カルメン｣

伴奏
（2期） 合唱

喜歌劇｢こうもり｣
指揮/山上純司
演出/池澤嘉信

平野満

オペラコンサート

◎歌唱・演技
（４期）

◎研修プロデュース公演
「奥様女中」「メーゼ･マリアーノ」
◎研修プロデュース公演
「ラ・ボエーム」

Ａ：｢ラ・ボエーム｣
Ｂ：｢カルメン」
Ｃ：脱退
Ｄ：｢わたしの貴婦人｣
Ｅ：｢カルメン」

伴奏
（4期） 合唱

16

17

18

19

20

第
３
期

第
５
期

第
４
期

オペラ出前コンサート（4回）
韓国・大邸国際オペラ
フェスティバル参加（3名）

オペラ出前コンサート（７回）
「魔笛」プレトーク
「遣唐使」プレトーク
ヴェネチア展記念オペラコンサート
オペラ講演会
講師：海老澤敏

被爆60周年記念事業
への協力（文化財団）

「ヒロシマのオルフェ」
（広島初演）
「ヒロシマ・声なき声」
（日本初演）

オペラ出前コンサート（4回）
韓国・大邸国際オペラ 
フェスティバル参加（1名）  
メガスター・ファミリー
コンサート2010への協力

（文化財団）

オペラ出前コンサート（7回）
｢カルメル会修道女の対話｣
プレ・トーク
アートマネジメント講座
講師：ペーター・コンヴィチュニー
子どもオペラワークショップ

｢魔笛｣
指揮/阪哲朗
演出/松本重孝

Ａ：｢ルサルカ」
Ｂ：｢ラ・ボエーム｣
Ｄ：｢メリーポピンズ｣
Ｅ：｢椿姫」

伴奏
（3期） 合唱

｢修道女アンジェリカ｣
「ジャンニ・スキッキ」

指揮/山下一史
演出/岩田達宗

Ａ：｢愛の妙薬」
Ｂ：｢椿姫｣
Ｄ：｢メリー・ウィドウ｣
Ｅ：｢ラ・ボエーム」

伴奏
（2期） 合唱

｢フィガロの結婚｣広島
新国立劇場地域招聘公演
｢フィガロの結婚｣東京
　指揮/デリック・イノウエ
　演出/岩田達宗

Ａ：｢五月のころ」「道化師たち」
Ｂ：｢カルメン｣
Ｄ：｢魔笛｣
Ｅ：｢イル・トロヴァトーレ」

伴奏
（2期） 合唱

｢カルメン｣
指揮/大勝秀也
演出/松本重孝

Ａ：｢ヘンゼルとグレーテル」
Ｂ：休演
Ｄ：｢ＴＨＥ ＰＨＡＮＴＯＭ｣
Ｅ：｢蝶々夫人」

Ａ：｢ねじの回転」
Ｄ：｢メリーポピンズ｣
Ｅ：｢椿姫｣
F：｢ラ・ボエーム」

伴奏
（2期）

伴奏

合唱

｢ドン・ジョヴァンニ｣
指揮/マウリツィオ・アレーナ
演出/井原広樹

オペラ・ミニコンサート
「ザネット」
「バスティアーノとバスティアーナ」

オペラ・ミニコンサート
「チップと彼の犬」
「人間の声」
「ザネット」
「あまんじゃくとうりこ姫」

オペラ出前コンサート（4回）

オペラ出前コンサート（7回）
アートマネジメント講座
講師：カールシュテン・ヴィット

Ａ：｢人魚姫の恋 RUSALKA」
Ｂ：脱退
Ｄ：｢天国と地獄」
Ｅ：｢仮面舞踏会｣
F：｢道化師物語」

合唱

｢ラ・ボエーム｣ 
指揮/山下一史
演出/中村敬一

「魔笛」
指揮/松下京介
演出/岩田達宗

「遣唐使」
音楽監督/松下功
指揮/牧村邦彦
演出/中村敬一

オペラ・ミニコンサート
「スザンナの秘密」
「アメーリア舞踏会へ行く」
「バスティアーノとバスティアーナ」

オペラ出前コンサート（5回）
｢ラ・ボエーム｣プレトーク

Ａ：｢花言葉」
Ｄ：｢はだしのゲン｣
Ｅ：｢カルメン」
Ｆ：｢カルメン」

Ａ：「メフィストーフェレ」
Ｄ：「シンデレラ」
Ｅ：休演
Ｆ：「トゥーランドット」

合唱

21

22

23

24

｢椿姫｣
指揮/マウリツィオ・アレーナ
演出/松本重孝

｢カルメル会修道女の対話｣　
　指揮/佐藤正浩
　演出/岩田達宗

｢カルメン｣　
　指揮/佐藤正浩
　演出/岩田達宗

オペラ・ミニコンサート
「バスティアーノとバスティアーナ」
「椿姫ハイライト」
「スザンナの秘密」
「霊媒」
「ジャンニ・スキッキ」

オペラ・ミニコンサート
「バスティアーノとバスティアーナ」
「ディドとエネアス」
「ショパン」
「子どもと呪文」

Ａ：｢泥棒とオールドミス」
　「アマールと夜の訪問者」
Ｄ：｢ザ・サウンド・オブ・ミュージック」
Ｅ：｢ランメルモールのルチア」
F：｢友人フリッツ」「外套」

合唱

伴奏

伴奏

合唱伴奏

オペラ出前コンサート（６回）
「イル・カンピエッロ」プレトーク
シャガール展記念オペラコンサート

オペラ・ミニコンサート
「ザネット」
「子どもと呪文」

オペラ・ミニコンサート
「ディドとエネアス」
「泥棒とオールドミス」

「イル・カンピエッロ」
指揮/佐藤正浩
演出/粟國淳

Ａ：「こうもり」
Ｄ：休演
Ｅ：休演
Ｆ：「蝶々夫人」

25 合唱伴奏

◎歌唱・演技
（3期）

◎歌唱・演技
（2期）

◎歌唱・演技
（3期）

◎歌唱・演技
（3期）

◎歌唱・演技
（3期）

◎歌唱・演技
（3期）

◎歌唱・演技
（3期）

◎特別

◎歌唱・演技
（3期）

◎特別

◎歌唱・演技
（3期）

◎特別

◎歌唱・演技
（3期）

◎特別

Ａ：「愛の妙薬」
Ｄ：休演
Ｅ：休演
Ｆ：「椿姫」

26 合唱伴奏
◎歌唱・演技

（3期）
◎特別

合唱

オペラ出前コンサート（５回）
「カルメン」オペラトーク
ポーラ美術館コレクション展
記念オペラコンサート

期
別
年
度 オペラ公演・コンサート

オペラ研修

伴奏 合唱歌唱・演技

団体定期公演（オペラ・マラソン）
A：広島オペラアンサンブル
B：広島市民オペラ実行委員会
C：オペラフェスティバル
D：野薔薇座
E：ひろしま国際オペラスタジオ
F：広島シティーオペラ推進委員会

その他



事業実績 運　営
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■ひろしまオペラ・音楽推進委員会 規約■音楽事業の概要

■構成図

■委員会委員
区　分

委 員 長
副委員長
委員・監事
委員・監事
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委  員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

氏　名
藤岡 賢司
井形 健児
柿木 伸之

研井 貴馨子
多田 倫彦
新名 貴博
面出 成志
藤村 直己
水内 美輝
角 和信

山本 幹雄
鷹橋 照子
押川 貞生

紙谷 加寿子
徳永 崇

折河 宏治
上田 啓二
遠藤 秋実

内田 陽一郎
坂井 浩明
小西 雅俊

役　職　等
広島市文化財団 常務理事（事）文化事業部長
広島交響楽協会 事務局長
広島市立大学 国際学部准教授（哲学・美学）
広島音楽高等学校 校長
中国新聞社 事業情報センター長
ＮＨＫ広島放送局 広報・事業部（事業）専任部長
中国放送 コンテンツビジネス局事業部長
広島テレビ放送 コンテンツ事業局コンテンツ事業部企画事業担当部長
広島ホームテレビ 営業局事業部長
テレビ新広島 事業部長
広島エフエム放送 取締役制作部長
広島オペラアンサンブル 代表
広島シティーオペラ推進委員会 会長
野薔薇座 代表
広島大学 大学院教育学研究科・教育学部准教授
エリザベト音楽大学 演奏学科専任講師・演奏教育研究委員長
広島文化学園大学 学芸学部音楽学科学科長（教授）
広島県吹奏楽連盟 理事長
広島県合唱連盟 名誉会長
広島県環境県民局 文化芸術課長
広島市市民局 文化スポーツ部長

（名称）
第1条　本委員会は、ひろしまオペラ・音楽推進委員会（以下「委員会」という。）と称する。

（目的）
第２条　広島市の文化の拠点施設「広島市文化創造センター」において、オペラや音楽を

通じて、広島市民の文化活動の振興に資する事業を推進し、もって魅力ある市民文化の
創造に寄与することを目的とする。

（事業）
第３条　委員会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行うものとする。

⑴ 地域のオペラ団体による創作活動及び定例的活動の支援
⑵ 広く市民にオペラを理解してもらうための普及啓発活動
⑶ 広く市民に音楽を理解してもらうための普及啓発活動
⑷ その他目的を達成するために必要な事業

（委員）
第４条　委員会は、次に掲げる団体の代表等をもって組織する。

⑴ オペラ・合唱・器楽等音楽関係者
⑵ マスコミ各社
⑶ 学識経験者
⑷ 広島県及び広島市
⑸ 公益財団法人広島市文化財団

２ 委員会の委員は、公益財団法人広島市文化財団理事長が委嘱又は指名する。
３ 委員の任期は２年とする。ただし、再任はさまたげない。
（役員）
第５条　委員会に次の役員を置く。

⑴ 委員長      １名
⑵ 副委員長  若干名
⑶ 監事        ２名

２委員長は、公益財団法人広島市文化財団の文化事業部を所管する常務理事をもって
充て、副委員長は、委員長が指名する。

３ 監事は、委員の互選により選任する。
４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
６ 監事は、事務の執行状況及び会計を監査する。
（顧問）
第６条  委員会に、顧問若干名を置くことができる。
２ 顧問は、委員長が委嘱する。
３顧問は、第２条に掲げる事業を推進するにあたり、委員会に対し、必要と認める事項につ

いて助言する。
４ その他、顧問に関する必要な事項は、委員長が定める。
（会議）
第７条  委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 
２ 委員会は、委員によって構成する。
３ 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
４ 委員会の議事は、出席委員の半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。
５やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は、他の委員を代理人として表決を委

任することができる。この場合において、第３項及び第４項の規定の適用については、出
席したものとみなす。

６ 委員会の議長は、委員長が当たるものとする。
７ 委員会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

⑴ 事業計画の決定
⑵ 事業報告の承認
⑶ 予算及び決算
⑷ その他この委員会の運営に関する重要な事項

（専門部会）
第８条　委員会に第３条の事業を具体的に検討するため専門部会を置く。
２ 専門部会の会員は委員及び学識経験者のうちから委員長が委嘱する。
３ 会員は互選によって部会長を選任する。
４ 専門部会は次のことを協議する。

⑴ 事業計画の検討
⑵ オペラ及び音楽を普及、定着化させるための方策の検討
⑶ その他委員長が必要と認めること

５ 専門部会は、必要により関係者から意見等を求めることができる。
（経費）
第９条  委員会経費は、事業収入、負担金等収入、その他の収入をもって充てる。
第１０条　委員会経費の取扱いについては別に定める。 （会計年度）
第１１条　委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事務局）
第１２条　委員会の事務局は、アステールプラザに設け事務局長及び事務局次長ほか必

要な職員を置く。
２ 事務局長は、公益財団法人広島市文化財団アステールプラザ館長をもって充てる。
３ 事務局の職員は、事務局長が指名する者をもって充てる。
４ その他、必要と認める場合は、事務局に参与を置くことができる。

（報告）
第１３条  委員会は、当該年度の事業を終了したときは、速やかに事業報告及び決算報告を

行う。
（委任規定）
第１４条　この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。
　附　則
この規約は、平成１５年４月１日から施行する。
　附　則
この規約は、平成１５年５月１３日から施行する。
　附　則
この規約は、平成１８年５月２４日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。
　附　則
この規約は、平成１９年４月１日から施行する。
　なお、委員長及び副委員長の選任については、第５条第２項の規定にかかわらず、当分

の間従前の例による。
　附　則
この規約は、平成２０年４月１日から適用する。
　附　則
この規約は、平成２３年４月１日から施行する。
　附　則
この規約は、平成２４年４月１日から施行する。
　附　則
この規約は、平成２6年４月１日から施行する。

専 門 部 会
事業計画の検討、オペラ・音楽を普及、定着化
させるための方策の検討を行う。委員のうち7名

事　務　局
アステールプラザに置く。

委　員　会
オペラ・合唱・器楽等関係者、マスコミ各社、学識経験者、
広島県、広島市、公益財団法人広島市文化財団により
組織し、事業決定及び推進を図る。　21名

H27.3.31現在

■普及・啓発事業実績

現代音楽やクラシック音楽の演奏会を通して市民に良質な音楽を紹介する他、楽器クリニックを実施し、地域の芸術家や次世代を担う若者や
団体の育成を行う。

広報誌「オペラ通信」の発行（Ｈ9～）、友の会の運営（Ｈ5～）、後援・協力事業、ホームページの運営

目 　 的

年
度 現代音楽公演（共催）

19
 １ 「細川俊夫・音楽個展」
 ２ 「世界の音楽の潮流」

20
 ３ 「日本語の音宇宙」
 ４ 「ワルシャワからの新しい風」

21

第１８回ミラノムジカ・フェスティバル（イタリア）で「ヒロシマ・声なき声」公演（イタリア初演）

 ５ 「ヒロシマの響き・イタリアへ発信」
 ６ 「次世代の作曲家たち」

22  ７ 「未知の音風景」
 ８ 「音楽の深みへ」

23

OPERAⅠ「班女」
　　指　揮：川瀬賢太郎　
　　演　出：平田オリザ
　　管弦楽：広島交響楽団
 ９ 「次世代の作曲家たち２」
１０ 「悠久の時を超えて」

24

読売日本交響楽団第519回定期演奏会で「ヒロシマ・声なき声」公演

１１ 「竪琴の造形　未知の音宇宙」
１２ 「世界の現代音楽を牽引する
　　　　　アルディッティ弦楽四重奏団」
１３ 「音楽界の革命児
　　　　　～アメリカからの若き旋風」
特別公演「細川俊夫作曲『ヒロシマ・声なき声』」

25

１４ 「次世代の作曲家たちⅢ」
１５ 「世界中を魅了する卓越した
　　　　　　芸術的ソプラノの世界」
１６ 「色彩豊な音の世界へ」

26

OPERAⅡ「リアの物語」
　　指　揮：川瀬賢太郎　
　　演　出：ルーカ・ヴェッジェッティ
　　管弦楽：広島交響楽団
１７ 「大鴉 The Raven ― メゾ・ソプラノと
　　　　　１２人の奏者のためのモノドラマ」
１８ 「ミンゲット弦楽四重奏団」

2公演

2公演

2公演

3公演

2公演

2公演

1公演

9公演

6公演

10公演

7公演

14公演

10公演

15公演

13公演

管・打楽器
（市立高校２校）

安佐北中・高校
吹奏楽部

管・打楽器
（市立高校２校）

基町、舟入
吹奏楽部

管・打楽器
（市立高校２校）
美鈴が丘、沼田高校

吹奏楽部

現代音楽公演
HIROSHIMA HAPPY NEW EAR　音楽監督／細川 俊夫

クラシック音楽公演等
クラシック公演（共催） クリニック

（　　　　　　）
管楽器

一般公募の
中・高校生

（　　　　　　）
管楽器

一般公募の
中・高校生

（　　　　　　）
管楽器

一般公募の
中・高校生

（　　　　　　）
管楽器

一般公募の
中・高校生

（　　　　　　）
管楽器

一般公募の
中・高校生
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