
チケット購入のご案内 良いお席はお早めに！
3. 窓口販売（A、B、C、D、E：地図参照）
■A川崎市アートセンター（9：00～19：30　毎月第２月曜除く）
■B新百合21ホール（9：00～17：00　毎月最終月曜除く）
■C（株）プレルーディオ［昭和音楽大学北校舎内］
　（10：00～17：00　土・日・祝日除く）
■Dマイタウンチケットセンター［新百合ヶ丘マプレ「写真工房彩」内］
　（9：00～21：00　不定休）
■E昭和音楽大学チケットセンター［昭和音楽大学南校舎内］
　（10：00～18：00　土・日・祝 及び 平日12：00～13：00を除く）
※お近くのセブンイレブンでもお買い求めいただけます。

１．インターネット（ホームページから24時間対応）

2．電話予約
川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2015チケットセンター

電話 044-955-3100（9：30～17：00）

http://www.artericca-shinyuri.com/(パソコン）
http://www.artericca-shinyuri.com/m/(携 帯）
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アルテリッカ

■主催／川崎・しんゆり芸術祭2015実行委員会　■お問合せは実行委員会事務局へ／TEL044-952-5024 FAX044-955-3212
■共催／川崎市　川崎市教育委員会

川崎市アートセンター

麻生小学校
麻生区役所
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川崎・しんゆり芸術祭2015

アルテリッカ（ARTE RICCA）とはイタリア語で
「豊かな芸術」という意味の造語です。

アルテリッカ（ARTE RICCA）とはイタリア語で
「豊かな芸術」という意味の造語です「豊かな芸術」という意味の造語です

アルテリッカ（ARTE RICCA）とはイタリア語で
「豊かな芸術」という意味の造語です「豊かな芸術」という意味の造語です

アルテリッカ（ARTE RICCA）とはイタリア語でアルテリッカ（ARTE RICCA）とはイタリア語で
「豊かな芸術」という意味の造語です「豊かな芸術」という意味の造語です「豊かな芸術」という意味の造語です「豊かな芸術」という意味の造語です。

アルテリッカ 検索

アルテリッカ公演のチケット半券で、市内五つの文化施設の入館料等割引サービス実施！
対象施設⇒岡本太郎美術館、日本民家園、宙と緑の科学館、市民ミュージアム、アートセンター アルテリオ映像館

篠崎史紀友枝昭世 山本東次郎

樫山文枝

アルテリッカ2015を飾る豪華出演者

土居裕子柳家小三治

本田雅人 トリオ・リベルタ

三遊亭圓楽 桂　　歌丸

良いお席はお早めに！ アルテリオ小劇場アルテリオ小劇場
アルテリオ映像館アルテリオ映像館

アルテリッカ公演のチケット半券で、市内五つの文化施設の入館料等割引サービス実施！
対象施設⇒岡本太郎美術館、日本民家園、宙と緑の科学館、市民ミュージアム、アートセンター アルテリオ映像館

人間国宝

4月29日水㈷14：00開演

会　　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定／ＳＳ席13,800円　Ｓ席9,800円　Ａ席6,800円　Ｂ席3,800円
指　　　揮／田中　祐子　　　　演　　　出／岩田　達宗
出演（25日）／ヴィオレッタ：佐藤亜希子　アルフレード：西村　　悟　ジェルモン：牧野　正人　フローラ：鳥木　弥生 ほか
　　（26日）／ヴィオレッタ：光岡　暁恵　アルフレード：小山陽二郎　ジェルモン：森口　賢二　フローラ：丹呉由利子 ほか
合　　　唱／藤原歌劇団合唱部
管  弦  楽／テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
バ　レ　エ／スターダンサーズ・バレエ団
　

会　　　場会　　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指全席指 定／ＳＳ席13,800円　Ｓ席9,800円　Ａ席6,800円　Ｂ席3,800円

4月25日土&4月26日日14:00開演
ラ・トラヴィアータ ～椿姫～
藤原歌劇団が最も得意とするイタリアオペラの人気作品

ピーター・ライト版ジゼル
優れた演出と美しい舞台美術により創り上げられる
ロマンティック・バレエの神髄

出　　演／林ゆりえ　吉瀬智弘ほか スターダンサーズ・バレエ団
音　　楽／アドルフ・アダン　演　　出／ピーター・ライト
舞台美術・衣裳／ピーター・ファーマー
指　　揮／田中良和　管 弦 楽／テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定／Ｓ席9,000円　Ａ席6,000円　Ｂ席4,000円　ほかこども料金あり

出　　演／林ゆりえ　吉瀬智弘ほか スターダンサーズ・バレエ団
音　　楽／アドルフ・アダン　演　　出／ピーター・ライト

4月29日水㈷14：00開演

人間国宝人間国宝人間国宝

柳家小三治 独演会

出　　演／柳家 小三治
会　　場／川崎市宮前市民館ホール
全席指定／3,800円

全3幕
〈字幕付き原語上演〉

※13：15より作品解説あり

ジャンルを超えたアートの祭典
アルテリッカしんゆり2015

オペラから落語まで 4/25土

5/6水（振休）
25土

6水（振休）
▼

スターダンサーズ･バレエ団

平成26年度人間国宝に認定された柳家小三治
師匠。落語通の方も、そうでない方も当代随一
の至芸をお見逃しなく、お聴き逃しなく！

フィナーレ公演東京交響楽団コンサート

14：00開演

柳家小三治 独演会柳家小三治 独演会
平成26年度人間国宝に認定された柳家小三治平成26年度人間国宝に認定された柳家小三治
師匠。落語通の方も、そうでない方も当代随一師匠。落語通の方も、そうでない方も当代随一師匠。落語通の方も、そうでない方も当代随一師匠。落語通の方も、そうでない方も当代随一

指　　揮／垣内悠希　ピ ア ノ／須藤梨菜　管 弦 楽／東京交響楽団
会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定／Ｓ席5,000円　Ａ席4,000円　Ｂ席3,000円
プログラム／ラフマニノフ　ピアノ協奏曲第2番
 ラフマニノフ　交響曲第2番

指　　揮／垣内悠希　ピ ア ノ／須藤梨菜　管 弦 楽／東京交響楽団
会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定／Ｓ席5,000円　Ａ席4,000円　Ｂ席3,000円
プログラム／ラフマニノフ　ピアノ協奏曲第2番
 ラフマニノフ　交響曲第2番

ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝した川崎市出身の指揮者・垣内悠希と川崎
市フランチャイズ・オーケストラ東響の共演によるラフマニノフ・プログラム

全2幕

友枝昭世と山本東次郎の至芸
二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」

人間国宝の競演

友枝昭世と山本東次郎友枝昭世と山本東次郎友枝昭世と山本東次郎友枝昭世と山本東次郎
二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」

人間国宝の競演人間国宝の競演人間国宝の競演人間国宝の競演人間国宝の競演人間国宝の競演人間国宝の競演人間国宝の競演人間国宝の競演

二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」二人の人間国宝の豪華競演が3年連続で実現。演目は能「花月」と狂言「文相撲」

5月3日日㈷14：00開演
出　　演／友枝昭世（シテ方喜多流・人間国宝）　山本東次郎（狂言方大蔵流・人間国宝） ほか
解　　説／馬場あき子（歌人）　会　　場／川崎市麻生市民館ホール　全席指定／5,000円

海霧劇団民藝

5月5日火㈷
14：00開演

出　　演／樫山文枝、伊藤孝雄、桜井明美、中地美佐子
会　　場／川崎市麻生市民館ホール
全席指定／5,000円

フィナーレ公演フィナーレ公演東京交響楽団コンサート
ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝した川崎市出身の指揮者・垣内悠希と川崎ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝した川崎市出身の指揮者・垣内悠希と川崎

出　　演／樫山文枝、伊藤孝雄、桜井明美、中地美佐子出　　演／樫山文枝、伊藤孝雄、桜井明美、中地美佐子
会　　場／川崎市麻生市民館ホール
全席指定／5,000円

出　　演／樫山文枝、伊藤孝雄、桜井明美、中地美佐子
会　　場／川崎市麻生市民館ホール
全席指定／5,000円

指　　揮／垣内悠希　ピ ア ノ／須藤梨菜　管 弦 楽／東京交響楽団指　　揮／垣内悠希　ピ ア ノ／須藤梨菜　管 弦 楽／東京交響楽団指　　揮／垣内悠希　ピ ア ノ／須藤梨菜　管 弦 楽／東京交響楽団
会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定／Ｓ席5,000円　Ａ席4,000円　Ｂ席3,000円全席指定／Ｓ席5,000円　Ａ席4,000円　Ｂ席3,000円全席指定／Ｓ席5,000円　Ａ席4,000円　Ｂ席3,000円
プログラム／ラフマニノフ　ピアノ協奏曲第2番プログラム／ラフマニノフ　ピアノ協奏曲第2番プログラム／ラフマニノフ　ピアノ協奏曲第2番

5月6日水　   14：00開演
指　　揮／垣内悠希　ピ ア ノ／須藤梨菜　管 弦 楽／東京交響楽団指　　揮／垣内悠希　ピ ア ノ／須藤梨菜　管 弦 楽／東京交響楽団指　　揮／垣内悠希　ピ ア ノ／須藤梨菜　管 弦 楽／東京交響楽団
会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ

水　   14：00開演振休

壮大なスケールで展開
する人間ドラマで、樫山文枝は
紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞！

2/2（月）よ
り

チケット
発売

ラ・トラヴィアータ ～椿姫～ラ・トラヴィアータ ～椿姫～ラ・トラヴィアータ ～椿姫～
藤原歌劇団 オペラ

13：40からプレトークあり

ⓒA.I.,Co Ltd.

photo Jean philippe Raibaud⒞photo Jean philippe Raibaud⒞



チケットはインターネットでお求めになれます。　　　　　　　　　  またはチケットセンターまで TEL.044ｰ955ｰ3100
お問合せ：川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2015実行委員会事務局　TEL.044ｰ952ｰ5024　FAX.044ｰ955ｰ3212
　　　　　  川崎市麻生区万福寺1－2－2　新百合21ビルB2 ※公演内容等が変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

アルテリッカ

ピアソラ作品をはじめ映画音楽からシャンソンまで、
トリオ・リベルタが贈る極上の音楽の数々…
●出　　 演／トリオ・リベルタ
　　　　　　 石田泰尚（Vn）、中岡太志（Pf、Vo）、松原孝政（Sax）
●プログラム／「さらばパリ」「アディオス・ノニーノ」「リベルタンゴ」「ロクサーヌのタンゴ」
　　　　　　 「愛の賛歌」「哀しみの終わりに」「おもいでの夏」「シェルブールの雨傘」 ほか

●出　　 演／ジェラール・プーレ（ヴァイオリン）
　　　　　　 菅野博文・山岸彩子（チェロ）　　 川島余里（チェンバロ・通訳）
　　　　　　 花岡萌実（ヴァイオリン・ヴィオラ）　松浦瑠奈（ヴィオラ） ほか
●プログラム／A.ヴィヴァルディ：四季より　J.S.バッハ：シャコンヌ

●出演／藤原歌劇団ヴォーカルアンサンブル
　　　　　笹岡慎一郎（テノール）　大西貴浩（テノール）
　　　　　大塚雄太（バリトン）　和下田大典（バリトン）
　　　　辻喜久栄（ピアノ）　麻生童謡をうたう会（合唱）

●出演／Maro（篠崎史紀）（Vn） 
　　　　尾崎有飛（Pf） ほか

●出　　 演／小松真知子（Pf）
　　　　　　 北村　聡（Bandneon）
　　　　　　 齋藤寛子（Vn）
  　　　 　　 宮越建政（Vn）
　　　　　　 小松　勝（Gt／Arr.）
　　　　　　 東谷健司（Cb）
●プログラム／碧空
　　　　　　 ドイツタンゴメドレー
　　　　　　 ジェラシー
　　　　　　 出船～波浮の港
　　　　　　 ラ・プニャラーダ
　　　　　　 リベルタンゴ　ほか

●出演／本田雅人（As）
　　　　則竹裕之（Ds） 
　　　　櫻井哲夫（B）
　　　　梶原　順（Gt）

●出　演／テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ管楽アンサンブル
　　　　　廣田美穂(ソプラノ)　松岡なぎさ（ピアノ）
　　　　　宮崎中学校、南野川小学校（ブラスバンド）
　　　　　宮前平中学校、平小学校（合唱）

●出演／調整中

●プログラム／ヨハン・シュトラウスⅡ世：常動曲
　　　　　ルロイ・アンダーソン：トランペット吹きの休日 ほか

●出　　 演／梵天（和太鼓）、仲林利恵（篠笛）、ジャッキー池田（シンセサイザー）、
　　　　　　 昭和音楽大学ジャズコースホーンセクション、小山　豊（津軽三味線）

第1部は和太鼓とジャズ打楽器＋管楽器が醸し出す
極上のハーモニーを、
第2部は和太鼓＋篠笛＋津軽三味線で梵天の代表曲を披露

和太鼓 梵天コンサート2015
～ジャズと邦楽～トリオ・リベルタコンサート

4/29水㈷ 14：00開演 会　　場／川崎市麻生市民館ホール
全席指定／3,000円

ジェラール・プーレ ヴィヴァルディ「春」
～未来の名演奏家たちと共に～

4/25土 11：00開演 会　　場／昭和音楽大学ユリホール　
全席指定／一般2,800円　学生1,000円

本田雅人
フュージョン・ナイト

4/26日
18：00開演
会　　場／新百合２１ホール
全席指定／3,500円
　　　　　（テーブル席・階段席）

日本の歌 ～童謡・唱歌・叙情歌の世界～

4/29水㈷ 11：00開演
会　　場／昭和音楽大学ユリホール
全席指定／2,800円

中西圭三＆
宮本貴奈「Birds & Sky」
with 狩野泰一「WA-OTO」

4/29水㈷ 18：00開演
会　　場／新百合21ホール
全席指定／3,500円（テーブル席・階段席）

篠崎史紀  後藤正孝 デュオコンサート

5/1金 18：30開演
会　　場／昭和音楽大学ユリホール
全席指定／3,500円

小松真知子＆
　　タンゴクリスタル
　　　　　コンサート

5/2土 11：00開演
会　　場／昭和音楽大学ユリホール
全席指定／2,800円

こども寄席

5/2土 14：00開演
会　　場／新百合２１ホール
全席指定／大人2,000円　子ども1,000円（4歳～中学生）

ブラスと
合唱の祭典

5/2土 14：00開演
会　　場／川崎市宮前市民館ホール
全席指定／大人1,500円　子ども500円（4歳～中学生）

近未来
名人寄席

音楽劇「母さん」
～サトウハチローの詩と母のものがたり～

4/25土～5/2土 ※25・26・1日は18：30開演
　26・28・29・30・2日は14：00開演

会　　場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
全席指定／一般3,800円　学生2,000円（小学生～大学生）

●出演／初音家左橋
　　　　鏡味正二郎（太神楽）
　　　　三遊亭圓楽
　　　　桂米多朗
　　　　春風亭柳好 ほか

●出演／細川千尋（Pf） ほか

●出演／桂米多朗
　　　　やなぎ南玉（曲独楽）
　　　　桂歌丸
　　　　三遊亭圓丸
　　　　春風亭柳太郎 ほか

●出演／桂米多朗（落語）
　　　　マグナム小林（バイオリン漫談）
　　　　しろたにまもる（腹話術）
　　　　　小泉ポロン（マジック） ほか

5/4月㈷
13：00開演
会　　場／新百合２１ホール
全席指定／3,500円（前売り3,000円）

5/4月㈷ 14：00開演
会　　場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
全席指定／一般3,200円　学生2,000円

０歳からのコンサート〝森のくまさん音楽会″

5/5火㈷&6水（振休） 11：00開演
会　　場／新百合２１ホール
全席自由／大人2,000円 　小･中学生1,000円 　※未就学児童無料

人形劇団ひとみ座
「美女と野獣」

5/6水（振休）
①11：00開演 ②14：00開演 会　　場／川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

全席指定／大人2,000円　こども1,000円（4歳～中学生）

川崎郷土・市民劇
「華やかな散歩」

会　場／川崎市多摩市民館ホール
自由席／前売り2,500円（当日3,000円）
　　　　障害者と小学生～大学生1,000円（当日1,500円）
指定席／3,500円

5/3日㈷ 14：00開演
会　　場／昭和音楽大学ユリホール
全席指定／4,500円

こどものためのコンサート

5/4月㈷ 11：00開演
会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定／大人3,000円　子ども1,000円

5/2土 15：00開演
会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定／Ｓ5,000円　Ａ4,000円　Ｂ3,000円

ヴィヴァルディの「四季」を中心に、フランスの至宝
ジェラール・プーレの世界をお楽しみください

神奈川県にゆかりのある作詞家・作曲家が手がけた童謡、唱歌、叙情歌
にスポットを当てたコンサート
神奈川県にゆかりのある作詞家・作曲家が手がけた童謡、唱歌、叙情歌
にスポットを当てたコンサート

巨匠アストル・ピアソラが絶賛した小松真知子と
5人のアーティストたちがタンゴ愛好の歴史の話を
交えながら名曲の数々をお届けします

ＮＨＫ交響楽団第一コンサートマスターと、
リスト国際ピアノコンクール優勝者の
アンサンブルを楽しむ至福の夜

ブラスバンド＋合唱＋
管楽アンサンブルとのコラボレーション。
ブラスと合唱の好きな人、全員集合！

サトウハチローの生い立ちと母への想いを、豪華出演者の歌と生演奏でお届けします

第1部  歌の魅力  （マイクを使わず客席の隅 ま々で響く声をお楽しみください）
第2部  楽器の魅力  （楽器どうしの溶け合う音、そして大迫力の音響をお楽しみください）

０歳児から入れて、お母さん、お父さんのひざ上で聞いて、見て、楽しく過ごせるコンサート

フランスの作家ボーモンが子どもの
ために書いた「美女と野獣」を人形劇に。
本当の優しさと勇気を伝えるお話です。

小学校低学年でも楽しめる
落語、漫談、腹話術、マジック！

川崎が生んだ詩人──佐藤惣之助の愛と葛藤のドラマ

仲入り前ゲストに、
テレビ「笑点」でお馴染みの
三遊亭圓楽師匠が
満を持して登場！

昭和音楽大学
アートマネジメントコース
企画公演

5/4月㈷ 開演時間未定
会　　場／昭和音楽大学ユリホール
全席自由／料金未定（3月発売予定）

「詳細は近日発表」「詳細は近日発表」

日本が誇るサックスプレイヤー
本田雅人のジャズ・フュージョン
の世界をお楽しみください

日本が誇るサックスプレイヤー
本田雅人のジャズ・フュージョン
の世界をお楽しみください

●出演／佐山雅弘（Pf）
　　　　寺井尚子（Vn）
　　　　真部　裕（Vn）
　　　　伊藤ハルトシ（Vc）
　　　　井上陽介（B）

佐山雅弘
Swing Strings

5/5火㈷
18：00開演

5/8金19：00開演
5/9土14：00開演
5/10日14：00開演

会　　場／新百合２１ホール
全席指定／3,500円
　　　　　（テーブル席・階段席）

今年の佐山企画は
ウィズ・ストリングス。
ジャズの名曲から
オリジナルまで
ジャジーに、クラシカルに。
限りなく繊細でいて、
力強い寺井尚子の
ヴァイオリンも
聞き逃せません

今年の佐山企画は
ウィズ・ストリングス。
ジャズの名曲から
オリジナルまで
ジャジーに、クラシカルに。
限りなく繊細でいて、
力強い寺井尚子の
ヴァイオリンも
聞き逃せません

●出 演／中西圭三（Vo）、宮本貴奈（Pf）
●ゲスト／狩野泰一（篠笛）「WA-OTO」、小山太郎（Ds）

ジャズピアニスト、アレンジャー、プロデューサーの
宮本貴奈と、1990年代のポップダンスシーンを
牽引した中西圭三の夢のユニット登場！

●出演／土居裕子　　阿部　裕　　柳瀬大輔　　福沢良一　　今村洋一
　　　　中村つむぎ　鈴木英恵　　湊　陽奈
●作／堀江安夫　　●演出／横山由和　　●音楽／新垣雄　　

京楽座
「山椒大夫考」
『しのだづま考』で文化庁芸術祭賞をはじめ
国内外で数々の演劇賞に輝いた
ふじたあさや・中西和久によるひとり芝居、
説経節シリーズ第2弾！ 

『しのだづま考』で文化庁芸術祭賞をはじめ
国内外で数々の演劇賞に輝いた
ふじたあさや・中西和久によるひとり芝居、
説経節シリーズ第2弾！ 

近未来
名人寄席
仲入り前ゲストに、
テレビ「笑点」でお馴染み、
落語芸術協会会長・
桂歌丸師匠が登場！
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●作　／小川信夫
●演出／鈴木龍男（前進座）

ゴールデンウィークはアルテリッカ演芸座で笑って過ごそう！　座長・桂米多朗

ジャズバー ジャズバー ジャズバー

Maroと
その仲間たち
本格的な室内楽を堪能しつつ、
軽妙なトークも楽しめるコンサート

アルテリッカ
新ゆり美術展2015

プレ・
イベント

プレ・
イベント
入場無料

3/9月～3/15日
10：00～18：00（最終日は16時まで）
3/9月～3/15日
10：00～18：00（最終日は16時まで）

5/3日㈷
13：00開演
会　　場／新百合２１ホール
全席指定／3,500円（前売り3,000円）

会場／新百合２１ホール

しんゆりフレッシュジャズ企画
細川千尋コンサート

プレ・
イベント

4/18土 14：00開演4/18土 14：00開演

アルテリオ・シネマ特別上映 4/25土～5/6水（振休）（予定）4/25土～5/6水（振休）（予定）

会　　場／昭和音楽大学ユリホール
全席指定／2,500円

今春卒業する声楽・器楽の若き名手たちによる
クラシックコンサート

昭和音楽大学同伶会
新人演奏会

プレ・
イベント

4/19日 14：00開演4/19日 14：00開演
会　　場／昭和音楽大学ユリホール
全席自由／一般1,500円　学生1,000円

フラ交響詩・エピソードⅡ
～ハワイアン・ミュージックのレジェンドたち～

4/18土 17：00開演4/18土 17：00開演
会　　場／昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定／7,000円

会場／川崎市アートセンター アルテリオ映像館上映作品は近日発表

しんゆりシアター　ミュージカルカンパニー公演

●出　　  演／堀　俊輔（指揮）
　　　　　　　テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ（管弦楽）
　　　　　　  中桐かなえ（ソプラノ）　井手　司（テノール）
　　　　　　 大石洋史（バリトン）
●プログラム／モーツァルト「魔笛」、プッチーニ「私のお父さん」、
　　　　　　  イタリア民謡「オーソレミオ」＆「フニクリ・フニクラ」、
　　　　　　  ドボルザーク交響曲第９番「新世界より」

●出演／内田智子（うたのおねえさん）
　　　   森のくまさん音楽隊（金管五重奏+木管五重奏+パーカッション）

Photo by Keita Haginiwa


