吉田裕貴 Br.

■浦島太郎

■亀姫

吉田早千穂 Sp.

Yoshida Hiroki

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。多
数のコンクールに上位入賞。小澤征爾音
楽塾オペラプロジェクトⅧ
楽塾オペラプロジェクトⅧ(カルメン)に
出演。その他、オペラ「ばらの騎士」オ
ックス男爵、
「椿姫」ジェルモン、
「フィガロの結婚」ア
ルマヴィーヴァ伯爵、「コジ・ファン・トゥッテ」グリ
エルモ、
「カルメン」ダンカイロ、
「安珍と清姫物語」語
り部、ミュージカル「美女と野獣」野獣役などを演じる。
またモデルとして雑誌、CM、ファッションショー出演な
、ファッションショー出演な
ど幅広く活躍している。声楽を井原義則、直野資、鈴木
寛一、水野俊彦の各氏に師事。１０月に、オペラ「ラ・
ボエーム」ショナール役、２０１１年２月にオペラ「オ
」ショナール役、２０１１年２月にオペラ「オ
リベ焼き文様」木村宗喜役で出演予定。

Yoshida Sachiho

愛知県立明和高等学校音楽科卒業。東
京藝術大学音楽学部声楽科卒業。大学卒
業時に同声会賞を受賞。イタリア文化会
館より奨学生としてイタリアに短期留
学。小澤征爾音楽塾オペラプロジェクトⅢ
学。小澤征爾音楽塾オペラプロジェクトⅢ(ドン・ジョ
バンニ)、Ⅳ(こうもり)に出演。第２６回読売新人演奏
に出演。第２６回読売新人演奏
会、明和高等学校設立５０周年記念演奏会、東京藝術
大学付属高等学校定期演奏会モーツァルト・レクイエ
ム（ソリスト）に出演。その他、全国各地で幅広く演
奏活動をしている。声楽を鈴木寛一、渡辺多津彦、水
野俊彦の各氏に師事。現在、椙山女学園高等学校教諭。

■Piano
■太郎の母みよ

齊藤順子 Sp.
Saitou Junko

名古屋音楽大学声楽科卒業。水谷俊
二・水谷映美・権泰孝の各氏に師事。第
九（ベートーベン）
・レクイエム（モーツ
ァルト）
・メサイア（ヘンデル）その他ミ
サ曲のソリスト、ゆうびんうさぎとおおかみがぶり・カ
ヴァレリア・ルスティカーナ等各種コンサートに出演。
名古屋二期会準会員・陶都楽友協会会員・可児市音楽家
協会会員。

■Double Bass

Tsuri Yumi

名古屋芸術大学大学院音楽研究科器
楽（ピアノ）修了。パリ・エコールノル
マル音楽院ディプロマ取得。カワイ音楽
コンクール全国大会１位大賞（最年少）
。
PTNA ピアノコンペティション全国大会１位金賞、日本
テレビ賞等受賞。’07 横浜国際音楽コンクールロシア
音楽賞。’08 ベーテンピアノコンクール全国大会１位。
これまでに多くのオペラや合唱、バレエの伴奏をはじ
め、声楽や室内楽の共演ピアニストを務める。コンサ
ートグループ‘花の詩’会員。

中村直哉

■舞踊

Nakamura Naoya

1965 年、愛知県生まれ。中学の時にフ
ォークギターを手にして、高校の時にエ
ギターを手にして、高校の時にエ
レキギターを買ってバンドを組む。大学
入学とともにマンドリンを始め、4 回生の
時にコンサートマスターを務める。就職と共に数年間楽
器から遠ざかったが、学生時代の仲間からバンド結成に
誘われてコントラバスを始める。その後、ジャズ、ラテ
ン、クラシック、民族音楽などのエッセンスを吸収しな
がら独自のスタイルを確立していき現在に至る。

石川洋介
Ishikawa Yousuke

佐藤正義
Satoh Masayoshi

■竜女

竹内範善
Takeuchi Noriyoshi

■村人たち
合唱大好きな仲間です。
所属合唱団コール・グロー
コール・グロー
リアは、定期演奏会（８月
２２日）に向けて真剣に練
日）に向けて真剣に練
習に取り組んでいます。

杉村真理子 Sp.

■杉の会主宰 Sugimura Mariko
愛知教育大学ピアノ専攻卒業。声楽を
加藤恵美子・洞谷吉男・山田暢
加藤恵美子・洞谷吉男・山田暢・伊藤晶
子・井原義則各氏に師事。合唱が好きで、
井原義則各氏に師事。合唱が好きで、
そのために始めた声楽の勉強がとうとう
家族でオペラを創ってしまうところまできてしまいま
した。歌う喜びを共感してもらえる合唱団の方々に支え
られ、本日第Ⅲ回目を迎えることができました。
「浦島太郎」は平安朝の恋愛中心の物
「浦島太郎」は平安朝の恋愛中心の物語から抜け出
し、わかりやすく面白い話として伝承、写本されてきた
お伽草子によりますと、
伽草子によりますと、《のちに太郎は鶴となり、丹後
の国で亀と共に明神として現れ、あがめられた》とのこ
とです。めでたし、めでたし。

釣 由美

太田耀子
Oota Akiko

地元劇団名芸で４０年近く舞台活動
を続ける。そのかたわら日本舞踊や朗読
も学び、今回の出演となった。名古屋市
南区在住。

栗木英章

■脚本
■演出
Kuriki Hideaki
劇団名芸（1962
1962 年結成）代表として，
「マ
クベス」などシェイクスピアの名作上演，
子ども劇場，そして栗木氏自身の手による
創作劇に，脚本・演出・俳優として長年取り組んでい
る。2006 年秋には名古屋市民芸術祭主催事業「野に立
つ」に取り組み，数千人の観客を得るという快挙を成
し遂げた。1998 年「オセロー」の脚本と演技で名古屋
演劇ペンクラブ賞受賞。2003
2003 年名古屋劇団協議会合同
公演「風に紡ぐ」脚本で松原・若尾記念演劇賞受賞。

■作曲

杉村好章

■杉の会事務局
杉の会事務局
Sugimura Yoshiaki
こどもの頃からピアノに親しみ
こどもの頃からピアノに親しみ、愛知教
育大在学中に合唱指揮とともに作曲・編曲
を始める。近年作曲活動に勢いが増し
を始める。近年作曲活動に勢いが増し、さまざまな合
唱団、ソリストに合唱組曲や歌曲、器楽曲を提供。ま
た、地域の人たちと音楽劇
音楽劇（「伊勢湾台風」1999,2009
他）、杉の会としてオペラ（
（「安珍と清姫物語」
「安珍と清姫物語」2009）
など、大規模な作品にも取り組む。
大規模な作品にも取り組む。

木下弘明
栗木慶子
古川 亘
鶴岡雅子

■手品指導
■小道具協力
■舞台スタッフ
■衣装

(劇団名芸)
(劇団名芸)
(紫陽花合唱団)

(創作工房ぐれいす 小林豊子きもの学院

みやび教室 講師)

杉村好章の世界Ⅲ

プ ロ グ ラ ム

ご挨拶

曲目解説

第１部

杉の会

Ａ 合唱曲集「わらべうた」より

わらべうた 温かい眼差しでこどもの心を描くユー
合唱 出演者全員

コンサート「杉村好章の世界」は、第３回を迎えました。
何よりも、たくさんの皆様の「海より深く」「陸の大地より固
い」（「浦島伝説」脚本より）応援のたまものです。心より
感謝申し上げます。
さて、浦島太郎は、だれもが幼い時から親しんでいる
お話です。そこに栗木英章氏の脚本によって愛と時の
葛藤というテーマが加えられ、それに作曲して音楽となり、
さらに日本歌曲を追求する歌い手たちによって奥行きの
深い世界を描き出そうとしました。率直なご感想をお聞
かせいただけましたら幸いです。
また、浦島太郎は美しい海の底にある竜宮城が舞台
です。「美しい海を大切に」が、本日のもう一つのテーマ
です。温室効果ガスの人工的な増加による地球環境
の破壊を食い止めたいという思いもこめて演奏します。
それでは、最後までごゆっくりお楽しみください。

つまらない
おならうた
おひさま

モアあふれる詩集。全文ひらがなで書かれています。
「お

す。そして太郎が思わぬできごとに巻き込まれていく様
を、家族や亀姫への愛を織り込みながら描いていきます。
＜あらすじ＞

ならうた」
「おひさま」は初演。
瑠璃色の地球 初出は松田聖子のアルバム「SUPREME」
作詞 谷川俊太郎
（集英社 1981 年「わらべうた」）
作曲 杉村 好章

Ｂ 瑠璃色の地球
ソプラノ独唱 杉村真理子
作詞 松本 隆 作曲 平井夏美
Ｃ 日本の歌メドレー
ソプラノ独唱 齊藤順子

ます。歌詞と美しいメロディーが美しい地球を守りたい、

そっと海に帰してやった。

愛したいという気持ちを呼び起こします。

ある日、美しい姫（亀姫）が現れ、亀を助けてくれた

花 1900 年発表。女声 2 部＋ピアノで書かれた、お

お礼に竜宮城に招待するという。翌朝使者としてつかわ

そらく我が国初の本格的な（西洋音楽の）歌曲。滝廉太

された亀は、以前助けた亀が成長した姿で、後に姫の化

郎が日本人として初めて書いた貴重なピアノ譜の雰囲

身であったことがわかる。

気を損なわないよう気をつけながら、春の軽さやかさが
より引き立つようにしました。

太郎は竜宮城で姫と愛の日々を過ごすが、故郷にいる
父母が心配になり、一度村に戻りたいと、竜宮城の支配
者である竜女に願い出る。竜女は太郎に玉手箱を手渡し、

の 2 拍子で（♪♪♪♪のように半分の長さの音符で書か

「開ければ時の重さを知り、開けなければ愛の深さが確

れていた）メロディーだけ。また「はなのえん」の「え」

かになるだろう」という謎の言葉を告げる。

＝イ短調で表すとファファミレミのレに＃がついてい

作詞 土井晩翠 作曲 滝廉太郎

ます。現在の標準的に演奏される楽譜は山田耕筰が＃を

作詞 林 古渓

取り除き、とっても重いピアノ伴奏をつけたものです。

成田為三

獲るためにしぶしぶ漁にでる。しかし、捕まえた亀は傷
を負っていたので、小屋にかくまい傷が癒えたところで

作詞 武島羽衣 作曲 滝廉太郎
作曲

怠け者の太郎は、病弱の父親のために良薬となる亀を

(1986 年)。以来、女声合唱で好まれ、広く歌われてい

荒城の月 滝廉太郎自身は伴奏を書かず、原曲は 4 分

花
荒城の月
浜辺の歌

たまたま傷ついた亀を助けたことから話が始まりま

…（以下略）…
＜主な曲＞

こちらにはユニークな伴奏をつけました。
Ｄ エグモント序曲 作品 84

オペラ“浦島伝説”に寄せて
し

ーテの戯曲「エグモント」のために劇音楽として 10 曲

の歌のスタイルで書かれたおもな曲を上げます。

作曲 L.v.ベートーベン

を作曲しました。序曲はその第１曲ですが、現在ではほ

・村人の合唱「むかし むかし そのむかし」

※Ａ～Ｃ ピアノ伴奏 釣 由美

とんどの場合独立してコンサートで演奏されます。交響

・太郎「釣り上げた亀は」

※Ｂ～Ｄ 編曲 杉村好章

曲第 5 番（運命）なども生み出された円熟期の作品で、

・太郎と母の二重唱「亀は獲れたのか」

劇的で人気の高い曲です。好章はあらゆるジャンルの名

・母「朝ごはんも食べないでもう出かけるのかえ」

曲を自分で演奏するためにピアノに編曲することがあ

・太郎「まさかの話と思ったけれど」

り、今回、もともとオーケストラの曲を連弾に編曲して

・亀姫「いらっしゃい太郎様」

プログラムに加えました。

・ピアノとコントラバスによる舞の音楽

今井七五三子

もしやと思い、さっそく調べてみるとやはり御伽草子には、
その後の太郎が記されていて、ほっとした。が、なぜ絵
本には書かれていないのだろう。
ともあれ、今回の“オペラ浦島伝説”では、どのような
魅惑的な曲と、ラストシーンを迎えるのだろうか。いつも
完成度の高い作品を発表され、又、それを見事に演じ
られる両先生の御活躍が誇らしい此の頃です。
（杉の会後援会長）

～休憩～

第２部

オペラ

て普通の歌らしい歌が交互に進行します。そのうち普通

ピアノ連弾 釣 由美・杉村好章
め

小さい頃読んだ絵本の浦島太郎は、最後の頁をめくる
と、途方にくれた太郎が玉手箱を開け、中から出てきた
煙で“太郎は忽ちおじいさん”そこで終っていた。「その後
太郎はどうなるのだろう」という疑問がずっと心の隅に残
っていたが、先日このチラシの優雅な絵を見て、真理子
先生に尋ねると、「家のお伽草子にありました。」との事。

エグモント序曲 ベートーベンは、1810 年までにゲ

台詞、語るように歌う部分（レチタティーボ）
、そし

浦島伝説
浦島太郎

吉田 裕貴

亀姫

吉田早千穂

太郎の母みよ 齊藤 順子

・竜宮城の住人「ゆらり ゆらり 海の底」

浦島伝説
浦島太郎の話は、すでに万葉集などに見らます。現在

・竜女「村へ戻れば思い知ろう」
・亀姫「うつろいやすい人の世に」

竜女

杉村真理子

の話は室町時代の御伽草子で大体定まったと言われて

・太郎「あの竜宮城で夢のように」

村人Ａ

石川 洋介

います。大体次のような話です。

・全員「浜辺を遠く離れて」

村人Ｂ

佐藤 正義

「姫が現れ、亀を助けてくれた礼をしたいと言って大き

※

村人Ｃ

竹内 範善

な宮殿に連れて行かれる。姫は実は太郎に助けられた亀

踊り

太田 耀子

であったことを明かし、玉手箱を手渡した。太郎が住ん

ピアノ

釣

由美

でいた浜に戻ってみると、村は消えていた。近くにあっ

コントラバス 中村 直哉

た古い塚が太郎と両親の墓だと教えられ、絶望した太郎
が玉手箱を開けると煙が立ち上り、太郎は鶴になって飛

主催： 杉の会

脚本・演出

栗木 英章

「杉村好章の世界」ホームページ http://sg-y.jp

作曲・村人Ｄ 杉村 好章

び去った。
」
本日の公演では、怠け者の酒のみ太郎が登場。

全曲の楽譜（巻末に脚本付）をホワイエにて販売して

おります。

＝「杉村好章の世界」の歩み＝
第 1 回 ２００８年７月１２日 熱田文化小劇場
歌曲「海辺の恋」他（杉村真理子）
合唱曲「八月のあさがお」他（紫陽花合唱団）
歌曲集「智恵子抄」
（伊藤晶子）
第 2 回 ２００９年５月９日 熱田文化小劇場
混声合唱組曲「たくさんの心」
（合唱団コールグローリア）
「鳴海街道変奏曲」
（チェロ 吉田 顯 ピアノ 浅井峰子）
オペラ「安珍と清姫物語」
（井原義則他、石河美幸演出）

