
ブルーアイランド音楽事典
『大作曲家による究極のオペラ縦断シリーズ』㉒
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[ 主催 ]　　　　　　　　　　　http://www.nikikai.net/

賛助出演賛助出演

二期会オペラ講座

2018.7.31 ［火］
19:00 開演（18:30 開場）
2018.7.31 ［火］
19:00 開演（18:30 開場）

日暮里サニーホール

[ 料金 ]
全席自由　一  般  ¥3,000.- 
　　　　学  生  ¥1,000.- 
二期会オペラ愛好会 会員割引がございます。
詳細は二期会チケットセンターへお問合せください。

[ お申込・お問合せ ]
二期会チケットセンター
TEL 03-3796-1831 ／ FAX 03-3796-4710
＜平日 10:00～18:00  土 10:00～15:00  日祝休＞

E メール：ticket@nikikai.net
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後宮からの逃走
　 ～オペラの東洋
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日暮里サニーホール

二期会オペラ講座

【演奏予定曲】 
W.A.モーツァルト作曲
オペラ『後宮からの逃走』より
　“優しい言葉にお世辞をまぜて”
　“何という喜びと楽しみが”　（以上、冨平）
　“コンスタンツェ、君に再び会えるのか”
　“おお愛よ、私はひたすらに”　（以上、山本）
　　　　　　　　　　　　　　　 …ほか
　　　　　（正式な曲目は当日発表となります）

【演奏予定曲】 
W.A.モーツァルト作曲
オペラ『後宮からの逃走』より
　“優しい言葉にお世辞をまぜて”
　“何という喜びと楽しみが”　（以上、冨平）
　“コンスタンツェ、君に再び会えるのか”
　“おお愛よ、私はひたすらに”　（以上、山本）
　　　　　　　　　　　　　　　 …ほか
　　　　　（正式な曲目は当日発表となります）

オペラになじみのない方から、
オペラが大好きなあなたまで
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大・満・足 の 二期会オペラ講座

オペラに興味はあるけれど、最初の一歩が踏み出せない…。
そんなあなたに二期会のオペラ講座。
今回は“後宮からの逃走～オペラの東洋趣味”と題し、モー
ツァルトの中期の傑作オペラを中心に取り上げてお送りいた
します。西洋と東洋の文化が混じり合う中で、異国への憧れ
を作曲家はどのように表現していったのか。マルチな活躍を
続ける青島広志が皆様に分かりやすくお届けしますと共に、
二期会の誇る若きソリストの冨平安希子と山本耕平による
『後宮からの逃走』のアリアや“東洋趣味”の歌曲等、たくさ
んの歌唱もお聴き頂けます。
知的好奇心を満足させるオペラ講座。オペラをまだ見たこと
がないあなたも、オペラが大好きなあなたもきっとご満足頂
けます。どうぞお誘いあわせの上ご来場下さい！
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2018年7月31日 ㊋
19:00開演（18:30開場）

[ 主催 ]

[ チケットお申込・お問合せ ]

二期会チケットセンター
TEL 03-3796-1831 ／ FAX 03-3796-4710
＜平日 10:00～18:00　土 10:00～15:00　日祝休＞
クレジットカード取扱：JCB / VISA / MASTER /AMEX / DINERS

E メール：ticket@nikikai.net

http://www.nikikai.net/

《チケット絶賛発売中 !!》

やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

二期会オペラ講座

お話とピアノ

青島広志
あお しま ひろ  し

東京二期会オペラ劇場 これからの公演ラインアップ

2018年9月
 ≪東京二期会オペラ劇場公演≫

デンマーク王立歌劇場とアン・デア・ウィーン劇場との提携公演

ジャコモ・プッチーニ

〈三部作〉
オペラ『外套』『修道女アンジェリカ』
『ジャンニ・スキッキ』 各1幕
指揮：ベルトラン・ド・ビリー
演出：ダミアーノ・ミキエレット

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

2018年9月
6日(木) 18:30開演
7日(金) 14:00開演
8日(土) 14:00開演
9日(日) 14:00開演
新国立劇場 オペラパレス

2019年2月
≪東京二期会オペラ劇場公演≫
フランス国立ラン歌劇場との共同制作

黛 敏郎

『金閣寺』
オペラ全3幕

指揮：マキシム・パスカル
演出：宮本亜門

管弦楽：東京交響楽団

2019年2月
22日(金)
23日(土)
24日(日)
　

東京文化会館 大ホール

チケットお申込・お問合せは 《二期会チケットセンター》 03-3796-1831 へ
◆Webサイト上でいつでもチケットをお申込いただけます◆  http://www.nikikai.net/　　　　　　　　　　　　

《出演者プロフィール》

東京二期会
on twitter

@nikikai_opera

二期会メールマガジン
【オペラの道草】
http://www.nikikai.net/
mail_mb.html

日暮里サニーホール

東京芸術大学大学院(修士課程)作曲科を首席で卒業し、卒業作品のオペラ『黄金の国』は
芸大図書館に購入される。作曲を故池内友次郎・宍戸睦郎に、ピアノを石澤秀子に師事。
東京のほとんどすべてのオペラ団体と関係を持ち、練習指導者として50作以上の上演に
かかわる。また、東京芸術大学には1981年よりソルフェージュ科に勤務し、若手歌手の基

礎を固める等、後進の指導にも携わっている。
特に高い評価を受ける自作品には『黄金の国(原作：遠藤周作)』、『火の鳥(原作：手塚治虫)』、『黒蜥蜴(原
作：三島由紀夫)』などがあり、オリジナル楽譜出版は100点を、ＣＤは20点を超える。
また、作曲のみならず、ピアニスト・指揮者としての活動も40年を超え、近年はコンサートやイベントのプ
ロデュースも数多くこなしている。その他、テレビ朝日『題名のない音楽会』では出演のみならず、アドバイ
ザーとしても携わるなど、音楽の深い知識に裏打ちされたタレント性に益々磨きがかかり、マルチな活躍
は留まるところを知らない。
二期会オペラ講座ではこれまで都合40回講師を務め、常に参加者からの絶賛を得ている。

神奈川県出身。東京藝術大学卒業、同大学院修了、シュトゥットガルト音楽大学オペ
ラ科を最優秀の成績で修了。その後バイエルン州立歌劇場オペラ研修所に入所し同
劇場『ばらの騎士』『ヘンゼルとグレーテル』『魔笛』等に出演。またドイツ各地の劇場
で『フィガロの結婚』スザンナ、『メリー・ウィドウ』ヴァランシェンヌ等で好評を博す。

国内ではミュージカル『サンデーインザパークウィズジョージ』(宮本亜門演出)等に出演の他、東京二期会
では同じく宮本演出による『魔笛』パパゲーナ、カロリーネ・グルーバー演出『ナクソス島のアリアドネ』ナ
ヤーデ等表情豊かな声質と華やかな舞台姿で活躍の場を広げる。今後は、2018年7月東京二期会『魔弾
の射手』エンヒェン、11月同『後宮からの逃走』ブロンデで出演予定。二期会会員

鳥取県出身。東京学芸大学教育学部音楽科クラリネット専修を経て東京芸術大学音楽学
部声楽科バス専攻入学。テノールに転向後、同大学を首席卒業。同大学大学院音楽研究
科修士課程オペラ専攻首席修了。ミラノ・ヴェルディ音楽院修了。第39回イタリア声楽コ
ンコルソ・ミラノ大賞、第45回日伊声楽コンコルソ第1位他受賞多数。第25回五島記念文

化賞・オペラ新人賞を受賞しイタリア・マントヴァにて研鑽を積む。2014年2月東京二期会『ドン・カルロ』
タイトルロール、15年『リゴレット』マントヴァ侯爵の大役を務める等、今後ますますの活躍が期待され
る。キングレコードより「Mi manchi」、『Non t'amo più (君なんか もう）』をリリース。2018年11月二期会『後
宮からの逃走』ベルモンテに出演予定。二期会会員

【演奏予定曲】
W.A.モーツァルト作曲 
　オペラ『後宮からの逃走』より
 　“優しい言葉にお世辞をまぜて”
 　“何という喜びと楽しみが” （以上、冨平）
 　“コンスタンツェ、君に再び会えるのか”
 　“おお愛よ、私はひたすらに” （以上、山本）
　　　　　　　　　　　　　　  …ほか
　　　　　（正式な曲目は当日発表となります）
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ソプラノ

冨平安希子
と み ひ ら　 あ  　き　  こ

 や ま も と こ う へ い 
テノール

山本耕平

全席自由　一  般  ¥3,000 
　　　　　  学  生  ¥1,000 

二期会オペラ愛好会 会員割引がございます。
詳細は二期会チケットセンターへお問合せください。

2018年7月
 ≪東京二期会オペラ劇場公演≫
ハンブルク州立歌劇場との共同制作

カール・マリア・フォン・ウェーバー

『魔弾の射手』
オペラ全3幕

指揮：アレホ・ペレス
演出：ペーター・コンヴィチュニー
管弦楽：読売日本交響楽団

2018年7月
18日(水) 18:30開演
19日(木) 14:00開演
21日(土) 14:00開演
22日(日) 14:00開演
東京文化会館 大ホール

2018年11月
 ≪東京二期会オペラ劇場公演≫

NISSAY OPERA 2018 提携

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

『後宮からの逃走』
オペラ全3幕
指揮：下野竜也

演出：ギー・ヨーステン
管弦楽：東京交響楽団

2018年11月
22日(木) 18:30開演
23日(金・祝) 14:00開演
24日(土) 14:00開演
25日(日) 14:00開演

日生劇場

二期会オペラ講座 後宮からの逃走
　 ～オペラの東洋

趣味後宮からの逃走
　 ～オペラの東洋

趣味


