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劇団四季ソング&ダンス６０  感謝の花束  構成・振付・演出／加藤敬二
劇団四季60周年記念11 火
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60年分のありがとうを届ける全国ツアー
「劇団四季ソング＆ダンス60感謝の花束」
　俳優、スタッフ、ステージ数とすべてにおいて群を抜く日本最大規模の
「劇団四季」。「劇団四季ソング＆ダンス60感謝の花束」を引っさげ、創
立60周年のありがとうを込めた舞台を展開。全国ツアー和歌山公演は
11月5日（火）に開催されます。

石川県出身。マジシャ
ン一家に育ち、ダンス
は16歳から、21歳で
渡 米 。1 9 8 4 年 に劇
団四季「キャッツ」の
オ ー ディションに 合
格しデビュー 。抜 群
のダンス力を武 器 に
トップ ダンサ ー の 地
位を確立。演技者としても脚光を浴びる。89年
からはクリエイティブ系でも活躍。「夢から醒め
た夢」、「キャッツ」ほか、98年には長野オリン
ピック開会式で子どもたちの振り付けを担当。
2001年、振付家としても評価され、松尾芸能
賞優秀賞を受賞。

劇団創立60周年を記念した「劇団
四季ソング＆ダンス60感謝の花束」
はどんな舞台ですか？

これまで「劇団四季」を支えてくだ
さった全国の皆様に、感謝の気持
ちをたくさん込めてお届けする「ソ
ング＆ダンス」シリーズの最新作で
す。 数ある四季のレパートリーの中
でもとりわけ人気の高いショー形式
のステージ。 ミュージカルの名曲
や名場面を独自のアレンジで再構築
し、ミュージカルでもない、ドラマで
もない、まったく新しいエンターテイ
ンメントを、日本の演劇界に確立し
ています。

最新作の見どころを教えてください。

まずは皆様のリクエストを聞き、それ
らを厳選してレパートリーを選んで
います。 今回私がこだわったのは、
今まで地方公演では上演できなかっ
た名曲の数々。 四季の60周年は、
言い換えれば全国の皆様があってこ
その60年。ありがとうの思いを届け
るのは、やっぱり皆様が楽しみにして
いるナンバーだと思うから、地方公
演ではありえないといわれるほどの

内容量を詰め込んで、全国ツアーに
臨んでいます。

 
具体的にはどんなナンバーやアイデア
が盛り込まれているのですか？ 

四季といえば、まずは「キャッツ」。
私もキャッツに憧れ、オーディション
を受けたのが舞台人としての始まり
ですから、特別な思い入れがありま
す。 こちらはメドレーでお届け。 さ
らに「コーラスライン」や「オペラ座
の怪人」、「アイーダ」、「ライオン
キング」にディズニーの最新作「リト
ルマーメーイド」まで、数々の名曲で
つづる豪華なステージ。また今回は
観客の皆様方と、これ
まで以上に“交流”を深
めていきたいと考えて
います。 なるべく舞台
との距離感を近くする
ため、演出はもちろん、
セットにも工夫を凝ら
しています。 サプライ
ズ演出をちょっとだけ
お知らせするなら、観
客参加型のステージ
…とだけお話ししてお
きましょうか（笑）。あ

とは劇場でのお楽しみです！

ファンの皆様方にひと言、お願いし
ます。

四季の60年は、全国のお客様お一
人お一人に支えられてきた時間で
す。 今回登場する一曲一曲には、皆
様への感謝の気持ちがあふれていま
す。 構成・演出・振付を担当する
にあたり、60年の重みを感じること
もあります。しかしそのプレッシャー
を励みに、自分らしいアレンジを加え
て、“生の舞台”が持つ感動と圧倒的
な迫力を皆様の目の前で繰り広げた
いと思います。

■開演／午後6時30分（開場午後6時）
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／S席8,000円、A席6,000円、B席3,000円（全席指定）
■チケット販売について
　けんぶん友の会優先電話予約／9月10日（火）午前10時から
　一般プレイガイド発売／9月16日（月・祝）から
■お問い合わせ／和歌山県民文化会館　TEL.073-436-1331

　劇団四季が贈る、華麗なるミュージカルの祭典。
60年の感謝を花束に託してシリーズ最新作をお届け
します！
　『キャッツ』『オペラ座の怪人』『ライオンキング』
『美女と野獣』『リトルマーメイド』『サウンド  オブ  
ミュージック』『夢から醒めた夢』など

■撮影／荒井 健
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構成・振付・演出
加藤敬二さん
かとう　けいじ
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中瀬 喜陽（なかせ ひさはる）さん

郷土史研究家・南方熊楠研究者

昭和8年、上富田町出身。町立岩田中学校と県立南紀高等学校教諭、大阪
青山短期大学非常勤講師を経て、平成18年から6年間、南方熊楠顕彰館の
館長を務める。教職中から地方文化の研究に携わり調査や保存、古文書の
解読、顕彰活動を展開。一方、郷土に関わる詩歌の研究にも力を注ぎ、自ら
俳人、俳句の指導者としても活躍し、広く文化活動に貢献。

和歌山県文化表彰とは、和歌山県の文化向上・発展に顕著な功績のある人たちに贈られる賞です。

人気のある『貸会議室』 ３時間1,500円〜  当日予約もOK！

　「まだまだ隠された熊野の魅力は
いっぱい。 そんな中でも詩歌の面か
ら、 熊野古道の楽しみ方を提案して
いきたいですね」と話す中瀬喜陽さ
ん。 昭和8年生まれの現在80歳。 現
在も地方文化の研究を進めています。
　もともとは地元の中学校と高校で
教鞭を執っていた先生。 教職中、地
元に伝わる説話や文学を研究する機
会があり、生涯のライフワークとして
長く携わることになりました。中でも、
南方熊楠研究について、その膨大か

つ難解な書簡や日記を読み解き、資
料や熊楠邸の保存に大きな役割を果
たしています。「南方熊楠顕彰館」
の初代館長を務め、就任前後の長年
にわたり、熊楠の業績保存や顕彰に
力を注ぎ、関連著書も多数。「覚書
南方熊楠」や「南方熊楠独白」、 共
編「南方熊楠アルバム」などがありま
す。「和歌山の片田舎で研究を続け
た熊楠の手紙の中には、 数えきれな
いほどたくさんの情報が詰まっていま
す。 当時、中央とのやり取りは手紙

でしたから、 貴
重な内容もいっぱ
い。 その一つ一
つは後世に受け継
がれるべき人類の
財産。 私が立ち
上げた“日記を読
む会”では毎回発
見がありましたよ」
と、中瀬さんは言
います。
　また古くから自
然信仰の聖地とし
て崇められた熊野

にも精通。 弁慶や安珍・清姫などの
伝承が生まれた背景を、平家物語や
御伽草子などの説話文学を通して探
り、 弁慶の基盤が熊野信仰にあるこ
とを多くの資料から浮かび上がらせま
した。 さらに熊野古道と詩歌の関わ
りにも着目し、 研究と調査を進める
一方で、俳句の実作者・指導者とし
ても活躍。 最大時、 会員数が300
人にも達した俳誌「貝寄風（かいよ
せ）」の主宰者としても、その手腕を
発揮しました。
　「日本を代表する歌人・斎藤茂吉
や高浜虚子も素晴らしいと称えるほ
ど、熊野古道には景色の美しさ、信
仰の奥深さが秘められています。 研
究を進めながら私自身も実感。 時代
を越え、 詩に詠まれた同じ風景を眺
めることができるのです。 おすすめ
は、 中辺路周辺の熊野古道。 初心
者でも歩きやすく、古道らしい風景も
しっかりと残っています」と中瀬さん。
来年、 世界遺産登録10周年の節目
を迎える熊野古道。 詩歌から入る古
道巡りも楽しそうです。

平成24年度 和歌山県文化功労賞

■お問い合わせ／和歌山県民文化会館　TEL.073-436-1331　
　　　　　　　  476台収容の県文有料駐車場あり（40分100円／24時間800円）

今年４月にリニューアルオープンした県民文化会館には、年間２０万人以上の方に利用される人気
の貸会議室があります。人気の秘密は、集客のしやすさ＆リーズナブルなお値段。 更に、無料で使
えるインターネット環境を全室に整備。大・小 ２３室ある会議室は、18名〜120名の利用が可能
で、研修や説明会、面接・試験会場として大活躍しています。是非、一度ご来館ください！県文ホー
ムページから空室状況確認＆インターネット予約OK！

昭和55年の和歌山県教育研究奨励賞をはじめ、平成4年には和歌山県文化
奨励賞、同11年には地域文化功労者文部大臣表彰など輝かしい経歴を持つ
中瀬さん。現在は紀南文化財研究会の顧問と、紀南・地名と風土研究会の代
表も務めています。

6F特別会議室A
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和歌山県  新人演奏会第41回9 日

15

■開　演／午後１時
■場　所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／一般1,000円（全席自由）

　和歌山にゆかりのある、音楽を学んでいる優秀
な若人を広く県民に紹介するとともに、本県の音
楽文化の振興を図るための演奏会です。昭和48年
（1973年）以来、毎年実施し、本年で41回目を
数え、これまでに746人の方が出演しています。
　今回は、6月30日（日）に実施したオーディショ
ンに合格した15人が出演します。フレッシュな音
楽家たちの演奏を是非、お楽しみください。

■第一部

宮
みやもと

本結
ゆ か

加
【ピアノ】（和歌山市出身）

皆様の心に響くような演奏
ができるよう、心を込めて演
奏したい思います。

演奏曲目★メンデルスゾーン/幻
想曲  嬰へ短調（スコットランド風
ソナタ）  作品２８　第2楽章　第
3楽章

赤
あ か せ

瀬夏
な つ き

紀
【フルート】（和歌山市出身）

聞いて下さる皆様が晴れや
かな気持ちになるようなフ
ルートの音色をお届けした
いと思います。

演奏曲目★P.ゴーベール/マドリガ
ル P.タファネル/「フランチェスカ・
ダ・リミニ」による幻想曲

■第二部

北
きたおか

岡真
ま み

実
【ピアノ】（和歌山市出身）

新人演奏会に出演させて頂
き大変嬉しいです。今日まで
支えて下さった皆様に感謝
し、心を込めて演奏します。

演奏曲目★ラヴェル/「クープラ
ンの墓」より Ⅰ.プレリュード  Ⅳ.リ
ゴードン  Ⅵ.トッカータ

顧
ぐ

　夢
めんふぃ

菲
【ピアノ】（和歌山市在住）
ラヴェル独特の色彩感と「ス
カルボ」の持つ悪魔的な煌
きと鋭さを表現できるよう
に、心から演奏します。

演奏曲目★ラヴェル/「夜のガス
パール」より　Ⅲ.スカルボ 

松
まつもと

本亜
あ さ み
沙美

【ピアノ】（海南市出身）
じっくり暖めてきたこの曲を
披露でき光栄です。ご支援
頂いている皆様に感謝の気
持ちを込めて演奏します。

演奏曲目★ラヴェル/「鏡」より
Ⅱ.悲しい鳥たち Ⅳ.道化師の朝の歌  

下
しもじょう

条侑
ゆ う こ

子
【声楽】（岩出市出身）

感謝の気持ちを大好きな歌
に込めて、客席の皆様に沢
山の笑顔と幸せを届けられ
る様、精一杯がんばります。

演奏曲目★山田耕筰/電話　ベルゴ
レージ/「奥様女中」より″私の怒りん
坊さん" 　L.アルディーティ/くちづけ

藤
ふ じ い

井瑞
み ず み

未
【ピアノ】（有田市出身）

新人演奏会に出演させて頂
き、大変嬉しく思います。支
えて下さっている皆様に感
謝し、演奏させて頂きます。

演奏曲目★F.シューベルト/ピアノ・
ソナタ第13番  イ長調D.664  第１
楽章  第３楽章

山
やまさき

崎浩
こ う じ

司
【トランペット】（橋本市出身）

両親、恩師をはじめ、日頃
から支えて下さっている
方々、今回演奏を聴いて下
さる方々に感謝し演奏した
いです。

演奏曲目★A.ゲディケ/トランペッ
ト協奏曲  Op.４１

坂
さかにし

西　涼
りょう

【ピアノ】（橋本市出身）
お越し下さった皆様に少しで
もこの曲の魅力をお伝えする
ことができれば幸いです。ど
うぞお楽しみください。

演奏曲目★スクリャービン/ピアノ・
ソナタ第4番　嬰へ長調Op.３０

小
こ ま つ

松亜
あ み

未
【箏】（和歌山市出身）

支えてくれた方々への感謝、
憧れの舞台で演奏できる喜
び、沢山の想いを箏の音に
託したいです。

演奏曲目★吉岡孝悦/箏のための
アラベスク  

林
はやし

  真
ま ゆ

由
【ピアノ】（御坊市出身）

私の演奏を聴いて下さる皆
様に、感謝の気持ちを込め
て精一杯演奏したいと思い
ます。

演奏曲目★アルベルト・ヒナステ
ラ/アルゼンチン舞曲集

藤
ふじわら

原美
み き

紀
【ピアノ】（海南市出身）

両親、恩師をはじめ支えて
くださった沢山の皆様に感
謝し、心をこめて演奏しま
す。

演奏曲目★ドビュッシー/「映像第
一集」より　Ⅰ.水の反映 Ⅲ.運動 

崎
さきもと

本実
み き

希
【マリンバ】（和歌山市出身）

今まで支えてくれた家族、
先生、仲間、大切な人達に
感謝を込めて、私の気持ち
が音色で届きますように。

演奏曲目★リンチン・チェン/
Wind 松村崇継/Land

楠
くすはら

原結
ゆ み

実
【ピアノ】（串本町出身）
いつも支えて下さる皆さまへ
の感謝の思いを胸に、心を
込めて楽しい一時を持てる
よう精一杯演奏いたします。

演奏曲目★プーランク/「１５の即興
曲」より15番“エディット・ピアフを讃
えて”リスト/ハンガリー狂詩曲  第6番

寒
そうがわ

川さ
さ が み
がみ

【声楽】（日高川町出身）
和歌山県新人演奏会への
出演を一つの区切りとし、
新たな目標に向けて精進し
ます。
演奏曲目★モーリス・ラヴェル作曲/
シドニー=ガブリエル・コレット作詞
/オペラ「子供と魔法」より  お姫様
のアリア“そう、私がお姫様より”ほか
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わかふるコンサート ※わかふる「和歌山」の“わか”と「たくさん」の“full”を併せた造語です。
　秋のひととき県内各地でコンサートを開催しますのでお楽しみください。

スタインウェイピアノを弾いて見よう! 

NEW YEAR 2014  
ウィンナー・ワルツ・オーケストラ

平成25年度 文化庁 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
新国立劇場バレエ団 クラシック・バレエ ハイライト2014

新装成った“けんぶん”
バックステージツアー ワンコインコンサート

動物愛護センター
コンサート

世界遺産
熊野本宮館コンサート

9

9

10 1110

月・祝

土

日 日日

16

14

6 1013

1

1

火

火

14

28

■開催場所／和歌山県民文化会館大ホール
　　　　　　（舞台・音響室・照明室など）
■募集人員／各20人
■募集期間／9月30日（月）まで受け付けします。　
　　　　　   ※応募多数の場合は抽選となります。
■参加料／無料　■見学時間／約1時間30分
■申し込み方法／詳細は、下記まで
　　　　　　　　お問い合わせください。

■場所／和歌山県民文化会館小ホール
■入場料／500円（全席自由）
　　　　　詳細は、下記お問い合わせ先まで

■開演／午後2時
■場所／熊野本宮館  多目的ホール 
　　　　（田辺市本宮町本宮100-1）
■入場料／無料
■出演／みかんサブレ： 魚谷尚代（声楽）、
　　　　 　　　　　    松下香菜（ピアノ）
　　　　熊谷綾子（声楽）、吉峯友紀（ピアノ）

■開演／午後1時30分
■場所／和歌山県動物愛護センター
　　　　オリエンテーションホール 
　　　　（紀美野町国木原372）
■入場料／無料　
■出演／尾上利香（声楽）、
　　　　フリューゲライン（トーンチャイム）  

■時間／午前11時〜午後8時　■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■参加料／1時間  2,000円 　■定員／9組
■募集期間／先着順  ※定員になり次第締め切ります。詳細は、下記お問い合わせ先まで

■開演／午後6時30分　
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場料／S席5,000円、A席4,000円  
　　　　全席指定
　　　　※各席とも学生は1,000円割引
■けんぶん友の会優先電話予約／9月11日（水）午前10時から
■一般プレイガイド発売／9月18日（水）から。

■開演／ 午後7時　
■場所／和歌山県民文化会館大ホール
■入場／3,000円（全席指定）
■けんぶん友の会優先電話予約／9月20日（金）
                                             午前10時から
■一般（プレイガイド）販売／9月27日（金）から
■プログラム／★ドン・キホーテ（第３幕よりグラン・パ・ド・ドゥ）
　　　　　　  ★白鳥の湖（第２幕）
　　　　　　　  他

■開演／午後７時　■場所／片男波公園〈万葉館〉　■入場料／無料
■出演／箏楽（そら） ： 中西裕子、植野由美子、小松亜未（箏）
 　　　  ブレンディ ： 中西恵子（歌）、坪井静香（キーボード）、木村和琴華・木村直貴（大正琴）
　　　　スノードロップ ： 大野憲子（声楽）、畑中真実（ヴァイオリン）、前山奈美（ピアノ）

風土記の丘  
古民家コンサート

■開演／午後２時
■場所／紀伊風土記の丘  旧柳川家住宅
■入場料／無料
■出演／邦楽ユニットゆるりら ： 川端萌宇山（尺八）、
　　　　　　　　　　　　　　久保利文音（箏）
　　　　夢日和 ： 谷口由里子（歌）、
　　　　    　　  高田知佳（ピアノ）、三阪篤子（二胡）
　　　　粉川百合子（声楽）、土橋喜子（ピアノ）

　世界的なピアニスト  スタニスラフ・ブーニン氏が選定した
ピアノで演奏してみませんか。

　ポルカにワルツにオペレッタ。胸躍るシュトラウスの音
楽に、華麗なるダンス、気品高き歌声。多様な演出が観
客を魅了します。宮廷ロマンティシズムに酔いしれる、ス
ペシャルコンサートです。

　四半世紀以上に及ぶ準備期間を経て、新国立劇場は
日本の新しい舞台芸術の拠点として、1997年に開場し
ました。バレエ団は新国立劇場の開場とともに活動を開
始し、古典から現代振付家の作品まで幅広い作品を上演
して大きな成功を収めています。今回、バレエの見所だ
けを集めたハイライト公演。ご家族で、また、初めての方
にもお楽しみいただけます。
制作/新国立劇場

　普段入ることが出来
ない舞台の裏側をのぞ
いてみませんか。

　ワンコインでも気軽に楽しめるコンサートを開催します。

■お月見コンサート 

10月27日（日）
午後1時〜
午後3時〜

■主催／和歌山県　
■主催・お問い合わせ／（財）和歌山県文化振興財団（和歌山県民文化会館）
　　　　　　　　　　 〒640-8269  和歌山市小松原通１−１  TEL.073-436-1331  FAX.073-436-1335

12月6日（金）
1月17日（金）
※詳細は次号で

万葉観月の会（要予約・茶菓子付き） 十 お月見コンサート

■開演／午後6時　■場所／片男波公園〈万葉館〉
■参加費／500円（抹茶・菓子付き）
　　　　　要予約先着30名（定員になり次第締め切り）
■お問い合わせ／和歌公園管理事務所　TEL.073-446-5553

■万葉観月の会
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