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子どもの頃、父に連れられて
草が生い茂った新横浜の城跡を跳び
歩きました。
小学生の時に油石（あぶらいし）の敷
き詰められた洞穴を見つけました。
背をかがめて前に進むと、不意に広
い場所にたどり着きました。そこに
は、戦国時代の甲冑（かっちゅう）と
ボロボロの刀と骨がありました。懐
中電灯に照らされた油石の黒さと、
手に触れたときの冷たさを今でも鮮
明に覚えています。5年前、この城跡
が切り崩されることを知り、消えゆ
く城跡を私たちの心に残したいと思
いました。そして、芸術祭実行委員会
が動き出しました。
今ここに、時の扉が開かれ、戦国の世
に篠原を生きた人々の魂と叫び「ま
ぼろしの篠原城」がよみがえります。
ぜひあなたの心に。

戦国時代、民を思う一人の男の決断が、450年の時を越えて、現代に生きる
人々の心に強烈なメッセージとなって突き刺さります。この決断に出会わずして現
代を語ることはできません。来たれ、10月28日、29日。港北公会堂へ。

畑 圭之助（作・演出）
はた     けいのすけ

堀 了介（チェロ）
ほり  りょうすけ

五大 路子（語り）
ごだい　みちこ みつはし   きふう

三橋 貴風（尺八）

港北芸術祭 25周年記念
語りの楽劇語りの楽劇

金子出雲と長女の於与の2人の回想
による物語　　 ※物語はフィクションです

かねこ   いずも　　　　　　       およう

1500年代
小田原を本拠地にした後北条氏の
時代に小机城の支城である
篠原城があった

戦乱の訪れを
予告するように
現れる虚無僧

城代の金子出雲と2人の娘は
時代の流れに
巻き込まれていく

豊臣方の小田原城攻めが
始まろうとする中
村人を守るため出雲が
選んだ道は…

こむそう
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笹繁る丘に花ひらく戦国ロマン

メッセージ

メッセージ

めったに組むことのない3人
がコラボレーションします。物語に
合わせたメロディーを探し出して演
奏したり、情景描写の効果音を工夫
したりと、私自身もとても楽しみに
している公演です。

メッセージ

25周年25

桐朋学園演劇科に学び、早稲田小劇場を経
て新国劇へ。1977年、NHK朝の連続テレビ
小説「いちばん星」で主役デビュー。1999
年、劇団「横浜夢座（ゆめざ）」を旗揚げ。
2012年横浜文化賞、2015年神奈川文化賞ほ
か、数多くの賞を受賞。2015年、演劇「横浜
ローザ」のニューヨーク（米国）公演を行う。

2009年文化庁芸術祭大賞受賞。2010年、文
化庁芸術選奨文部科学大臣賞と横浜文化賞
を受賞。2011年紫綬褒章(しじゅほうしょ
う)ほか、数多くの賞を受賞。ニューヨーク
のカーネギーホールも含め、海外の交響楽
団からソリストとしての招聘(しょうへい)
も多い。国内外でのリサイタルは150回を
超える。大阪音楽大学客員教授。

元NHK交響楽団首席チェロ奏者。桐朋学
園にて齋藤秀雄（さいとうひでお）氏に
師事。1967年、日本音楽コンクールチェ
ロ部門にて第1位。現在、日本音楽コン
クールほか、数多くの審査員を務める。
水戸室内管弦楽団メンバー。東京音楽大
学客員教授。日本チェロ協会副会長。
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入場料

日　時

会　場

10月28日(土)18時30分 開演  ／ 10月29日(日)14時 開演 ※各回30分前に開場

電子チケットぴあ
【Pコード：458-481セブンイレブン、サークルKサンクスで購入可】
ローソンチケット【Lコード：33372】
東急トラベルサロン日吉駅、天一書房大倉山店・綱島店、港北区役所３階売店

前売り券販売中2,500円（当日3,500円）
中学生以下1,000円（当日1,500円）
※全席自由　※未就学児不可
※前売り券が完売した場合、当日券なし
※当日券は港北公会堂で販売

25 年間の軌跡

現在の新横浜駅付近にあった篠原城を題材とした物語を、世界で活
躍する区内在住の 3人の芸術家がお届けします。

港北公会堂（東急東横線大倉山駅から徒歩7分）

しげ

五大路子さんが提案した地元
ゆかりのテーマを、芸術祭実行委員を
中心に、港北区以外では生まれ得ない
内容の自主企画となるよう構成しまし
た。ある意味、言葉では説明すること
のできない特別なパフォーマンスとい
えるでしょう。ぜひご期待ください。

メッセージ



港北童謡の会「ニューイヤーコンサート」
1月23日（火）14時～16時　港北公会堂　2,000円
チケット発売10月ごろ　●港北童謡の会　　531-6390
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「区民の皆さんに身近な場所で、気軽に芸術・文化に親しんでもらいたい」という思いで始まっ
た港北芸術祭も、今年で25周年を迎えます。区内在住のアーティストや芸術・文化の専門家な
どである実行委員の皆さんが、区内の芸術・文化を盛り上げるために無償で集い、良質な芸術に
低料金で触れられるように、25年間、毎年事業を企画してきました。
音楽・美術・ダンスなどさまざまなイベントが開催されます。これまでに参加したことのない人
も、ぜひご来場ください。

唯一無二のオリジナリティーで、常に世界の第
一線で活躍する“ヒノテル”ことトランペッター
の日野皓正によるジャズコンサートです。
9月10日（日）17時～19時30分
港北公会堂　チケット完売、当日券なし
●港北芸術祭実行委員会　　540-2239

港北区民ミュージカルVol.15「イノベーション」
10月6日（金）～ 8日（日） 
　　 6日18時30分～
　　 7日13時30分～ 、18時30分～
　　 8日11時～ 、15時30分～
　　　　　　　　　　　（各回150分）
港北公会堂　チケット販売中
●港北区民ミュージカル実行委員会　　433-2517

中学校生徒音楽会
10月15日（日）12時～15時　港北公会堂
●港北芸術祭実行委員会　　540-2239

第33回　大倉山秋の芸術祭
11月1日（水）～ 5日（日）9時～21時　大倉山記念館
※詳細は区役所などで配布のチラシ参照
●大倉山秋の芸術祭実行委員会
　  090-6524-7060　　akigei2017@gmail.com

港北芸能大会
11月3日（金・祝）10時～17時　港北公会堂
●港北芸術祭実行委員会　　540-2239

港北区合唱の集い
11月5日（日）12時～17時　港北公会堂　●港北区合唱の会
　 473-2966　　kouhokugassyoukai@yahoo.co.jp

小学校児童音楽会
11月8日（水）～10日（金）14時～15時30分　港北公会堂
※事前申込が必要です。申込は各小学校へ

港北三曲会演奏会
11月11日（土）12時～ 17時　港北公会堂
●港北芸術祭実行委員会　　540-2239

ウインターコンサート
12月10日（日）
港北公会堂　●横浜港北区民吹奏楽団
　  contact@ykwo.net

港北シンフォニーコンサート
2月12日（月・祝）14時～ 16時　神奈川県立音楽堂（西区）
●港北区民交響楽団　　090-1252-1607

港北美術展
2月28日（水）～ 3月4日（日）　10時～17時　大倉山記念館
●港北芸術祭実行委員会　　540-2239
※出展作品の募集は本紙12月号に掲載予定

オーケストラ体験教室
3月10日（土）13時～ 17時　港北公会堂
●港北芸術祭実行委員会　　540-2239
※参加者の募集は本紙11月号に掲載予定

こうほく第九演奏会
12月17日（日）13時30分～15時30分
港北公会堂　999円　チケット発売10月中旬ごろ
●港北第九合唱実行委員会（綱島地区センター）    545-4578

港北ダンスフェスティバル
12月3日（日）13時～ 17時　港北公会堂
●港北ダンス芸術振興協会
　 takeda-e@mbf.nifty.com

港北芸術祭イベント一覧

有料

有料

有料

一部有料

整理券

申込制

申込制

ひの   てるまさ

ボリューム

●問合せ　区役所生涯学習支援係　　540-2239　　540-2245

入場料

日　時

会　場

歌劇のソロナンバー、いわゆる「オペラアリア」
は、キャラクターが独りきりで紡ぎ出す魔法の絨毯（じゅ
うたん）のようなものです。一言一言が音と光の糸とな
り、丁寧にオーケストラと共に編み込まれ、お客さまを
まだ見ぬ夢の世界へといざないます。耳を傾け、心を傾
け、その一糸乱れぬ華麗な妙技をご堪能ください。

このところ、若い歌い手
で魅力的な声の人が多くなりまし
た。すばらしい内容の楽しい歌を
そろえました。マイクの声が全盛
の時代に、マイクを使わない生の
歌声の魅力をお聴きください。

東京芸術大学声楽科卒業。新国立劇場オペラ研修所第10期修了。
2010年度文化庁新進芸術家海外研修制度にてイタリアへ留学。帰
国後はオペラの舞台やコンサートで活躍する傍ら、テレビ番組「題
名のない音楽会」などに出演し、日本の「次世代を担うテノール」
として注目を集めている。2012年、イタリア声楽コンコルソにてシ
エナ大賞受賞。2015年、日本音楽コンクール声楽部門にて第１位、
並びに岩谷賞(聴衆賞)受賞。2016年度岐阜県芸術文化奨励賞受賞。

東京芸術大学声楽科卒業。「かながわ
ゴールデンコンサート」主宰。区内在住。

メッセージ

メッセージ

一流の声楽家によるコンサートです。圧倒的な声量と、心を震わせる歌声を楽しんでください。

港北芸術祭 25周年記念

港北ゴールデンコンサート
ふけゆく秋の日の歌ふけゆく秋の日の歌

港北芸術祭25周年特別企画

～港北芸術祭25周年記念スペシャルジャズコンサート～港北芸術祭25周年記念スペシャルジャズコンサート
日野皓正クインテット

999円999円
有料

前売り券　8月20日（日）販売開始

三縄 みどり（ソプラノ）

11月25日(土)  14時  開演
電子チケットぴあ
【Pコード：329-681 セブンイレブン、
サークルKサンクスで購入可】
天一書房大倉山店
港北区役所3階売店

3,000円
※全席指定 ※未就学児不可 ※前売
り券が完売した場合、当日券なし
※当日券は港北公会堂で販売

悦田 比呂子
（ソプラノ）

えつだ　   ひろこ

悦田 比呂子
えつだ　   ひろこ

桑田 葉子
（ソプラノ）

くわた　ようこ

桑田 葉子
くわた　ようこ

小林 厚子
（ソプラノ）

こばやし あつこ

小林 厚子
こばやし あつこ

佐々木 典子
（ソプラノ）

ささき　   のりこ

佐々木 典子
ささき　   のりこ みなわ

三縄 みどり
（ソプラノ）

みなわ

三縄 みどり

弓田 真理子
（ソプラノ）

ゆみた　   まりこ

弓田 真理子
ゆみた　   まりこ

小栗 純一
（バリトン）

おぐり じゅんいち

小栗 純一
おぐり じゅんいち

竹村 淳
（バリトン）

たけむら あつし

竹村 淳
たけむら あつし

鳥井 俊之
（ピアノ）

とりい としゆき

鳥井 俊之
とりい としゆき

深井 利枝
（ピアノ）

ふかい　としえ

深井 利枝
ふかい　としえ

更田 充恵
（ピアノ）

ふけた　みちえ

更田 充恵
ふけた　みちえ

13時30分～15時30分13時30分～15時30分

港北公会堂

芳賀 美穂
（ソプラノ）

はが　   みほ

芳賀 美穂
はが　   みほ

（テノール／企画・構成）

城 宏憲（テノール）
じょう ひろのり

完売御礼

港北  吹奏 検索

港北  交響 検索中村 博之
なかむら ひろゆき

中村 博之
なかむら ひろゆき

　　　と記載されているものは、事前にチケット購入が必要です。それ意外は無料、
原則、当日直接会場へ。時間などが変更になる場合があります。
有料

まんじゅ

ちょうちょう

しゃげ はとぶえ

ぼだいじゅうた そしゅうやきょく

「蝶々夫人」よりある晴れた日に／「カル
メン」より闘牛士の歌／曼珠沙華／鳩笛
の唄／蘇州夜曲／菩提樹／献呈／恋の
アランフェス／荒城の月／山の小駅／
歌をください　ほか

曲目

※出演者と曲目は変更になる場合があります
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