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コロネット・オペラ『愛の妙薬』出演の増原英也さんへインタビュー

2014年 11月16日（日） 15：00開演
全席指定 一般 ￥5,0０0
 学生（25歳以下）￥3,000 ※好評発売中

コロネット・オペラ
サントリーホールオペラ・アカデミー公演
ドニゼッティ：オペラ『愛の妙薬』

（全2幕／原語上演／日本語ナビゲート付）

愛知県出身で11月16日開催のコロネット・オペラに出演する増原英也さんにお話を伺いました。

幼少期はお父様が手がける「人業（ひとわざ）劇団ひらき座」でご活躍されましたが、劇団での経
験が今も活かされていますか？
―いまはオペラの現場で外国人を演じることが多いのですが、やはり役に入っていく瞬間、自分以
外の人生を感じることのできる快感は幼少期の頃のひらき座の経験が生きているんだと思います。

琉球大学を卒業されていますが、“沖縄”で学ぼうと思ったきっかけは何ですか？
―愛知と全く違う場所でその文化に触れてみたいと沖縄を知りたいといったところが直接の動機
になりました。沖縄に魅せられて行ったといった感じでしょうか。

今回、『愛の妙薬』ではドゥルカマーラ役を演じられます。ここをぜひ観てもらいたいという部分
はありますか？
―僕がこの役を演じるには、まだ若い気もするのですが、もうひとつの低声の役、ベルコーレを演
じる加耒さんは、さらに若いので、その対比でコミカルな部分を表現できたらと思います。イタリ
ア語を早口でまくし立てる箇所が非常に多いので、そこを見事に歌えるかどうかが聴かせどころの
ひとつであると思います。ドゥルカマーラは村から村へ、街から街へと移動しながら、偽の薬を
売って生計を立てているとんでもないやつですが、それでもどこか憎めない愛らしさのある男です。
僕の中では完全に「男はつらいよ」の寅さんです。

『愛の妙薬』の聴きどころはどこでしょうか？
─この作品の人気があるところはハッピーエンドで終わるというのもその要因であると思います
が、喜劇的な内容に、非常にロマンティックで叙情的なメロディーが豊かに散りばめられていると
ころだと思います。この楽しさとベル・カントの極みともいえる美しさのブレンドをご来場いただ
いたお客様にお楽しみいただければと存じます。

読者の皆さんへメッセージをお願いいたします。
愛知県出身の僕が沖縄でクラシック音楽と出会い、イタリアに渡り、いまオペラ歌手として故郷
に帰って来られる事は感慨深くも喜ばしいことです。また生まれ育った地域の文化振興やクラ
シック音楽、オペラの普及に貢献し、これまで学んできた事を還元できることは、自らの歌手人生
において重要なライフワークとして、今後
も音楽活動を続けていきたいと考えてい
ます。いつでも上質な音楽が気軽に聴け
るような、日常にクラシック音楽があふれ
る愛知県になっていくよう願いつつ、ご来
場いただくお客さまひとりひとりに幸せを
もたらす「幸せの妙薬」になりますよう、
心をこめて歌い演じたいと思っております。

ホームページリニューアルに伴い、メールアドレス（civic@m2.catvmics.ne.jp）の
ご利用ができなくなります。今後のお問合せ方法につきましては、中面をご覧下さい。

コロネット・オペラ
ドニゼッティ
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岡崎市シビックセンター避難訓練コンサート
参加者を募集します。

9月19日開催 9月12日開催

コロネット音楽大学シリーズ2014
名古屋音楽大学 ミュージカル「STEP!!」

セプテンバージャズナイト

　学生が中心に制作し、シビックセン
タースタッフのサポートのもと、アートマ
ネージメントの実体験の場とする本企
画。前日からの舞台準備のマイクや照
明調整、オール学生中心の、リハー
サルも念入りにして本番を迎えました。
　出演者は息のあったダンスや歌を披
露し、照明はその場を盛り上げます。
学生達は、緊張しつつも全力で公演
成功へ向け気持ちをひとつにして臨ん
でいました。最後の場面では、お客様
もウェーブで参加して会場全体でミュー
ジカルを楽しんだ一夜でした。

　９月12日（金）18：15、シビックセン
ター交流広場では大勢の観客が照明で
照らされたステージを見つめていました。
「セプテンバージャズナイト」は今年初め
ての企画。お客さんが集まってくれるだろ
うかとスタッフ一同不安もあったのですが、
開演前には広場がみるみる満員になり、足らないイスをあちこちからかき集め
る始末。まさにうれしい悲鳴でした。そして、菅沼直＆今岡友美ライブはスター
トから観客を魅了し素敵なジャズのナンバーであっという間の1時間半でした。

友美さんの美声も広場で気持ちよく踊
るように響きわたりました。
　広場に集まり、9月の気持ちよい風に
吹かれ、ともに上質の音楽を楽しむ。
「まさに交流広場だね」と声をかけてくだ
さる方もいました。ほんとうに素敵な一夜
でした。ありがとうございました。

9月7日開催

ガーデニングが楽しい季節です♪
　９月７日(日）、シビックセンターでは秋の花植えを開催しました。暑い夏を乗り越えた、
マリーゴールドやサルビアに代わり、ペンタス、ベゴニアなどの花を植えました。特にペン
タスは星のような可憐な花がみんなに大人気。うちでも植えたい！という声がありました。
今回もたくさんの子どもたちも参加してくれました。そして花植えの後のお楽しみは「ピザ
パーティー」みんなで食べればおいしいね♪

　コンサートの開催中、突然地震が起こったら、どうすればよいのでしょう
か？そんなときに、どのような行動を取ればよいのかを体験いただくコン
サートを開催します。演奏中の地震を想定し、訓練をスタートさせます。お客
様も演奏者もシビックセンタースタッフの誘導で避難を開始します。訓練終
了後は、愛知県警察音楽隊の演奏をごゆっくりお楽しみいただけます。
■2014年11月28日（金）開場１３:３０　開演14:00
■場所：コンサートホール コロネット　■入場料：無料（要申し込み）
■曲目：ラプソディ・イン・ブルー、フレッシュ・アイリス・ワールド他
<応募方法>
往復はがきの往信用部分に　①氏名（ふりがな）、②郵便番号/住所、
③電話番号、④参加希望人数（2名様迄）を明記し、返信用部分に応募され
る方の宛先を記入の上、下記までご郵送ください。なお避難の際、スタッフの
お手伝いが必要な方は具体的にご記入ください。
<応募先>
〒444-0813　岡崎市羽根町字貴登野15番地　
岡崎市シビックセンター「避難訓練コンサート」B係
<申込締切>
2014年11月4日（火）消印有効
※申込多数の場合は抽選。参加の可否に関しては、返信用はがきにてお知
らせします。

愛知県警察音楽隊
愛知県警察音楽隊は昭和24年1月「県民と警察を結ぶ音のかけ橋」として
発足し、各警察署の開催する交通安全、地域安全などの行事や市町村にお
ける公共的な行事で演奏・演技を行い交通安全・地域安全などについて県
民のみなさまに呼びかけています。また、県下の各級学校を巡回して演奏会
を行い、次世代を担う青少年の健全育成と、交通事故防止・犯罪被害防止
を目指す活動にも力を入れています。現在は、米田隊長以下40名の編成で、
演奏回数は年間およそ200回です。
フレッシュ・アイリス
昭和49年1月に8名の女性警察官が「女性ストレート・トランペット隊」とし
て配置されました。平成4年10月「フレッシュ・アイリス」と命名されストレー
ト・トランペットをはじめ、フラッグやポンポンなどを使いさまざまな演技を
行っています。

次回の花植えは11月24日（月・祝）9:30からです。みなさまの参加をお待ちしています。

震災対策活動用車（ウニモグ）の展示や試乗、広域緊急
援助隊の活動服の試着（子ども用）などができます。

ふれあい警察コーナー開設
12時～15時　交流広場にて



12015 15：00開演24［土］

22015

14：00開演27［金］

親子で楽しむコンサートシリーズ

「音楽の絵本」ロマネスク
※好評につき完売いたしました。

　10月下旬より、シビックセンターの新しいホームページがオープン予定です！
美しさ、わかりやすさ、使いやすさにこだわって作られたページです。この新し
いホームページで、今後もより多くの方にシビックの最新情報をお届けしてまい
ります！

　新しいホームページでは、シビックセンター
へのお問合せフォームが開設されます。今後は
ホームページからお気軽にお問合せいただけ
ます。
　なお、お問合せフォームの開設に伴い、シビックセンターのこれまでのメール
アドレス（civic@m2.catvmics.ne.jp）は、10月31日をもって利用できなくなり
ますので、ご注意ください。

　あなたは、おばけのお城を見たことがありますか？今年のハロウィンディ
スプレイは、きっとおばけはこんなお城に住んでいるのではないかな～と想
像して作成した「ハロウィン城」です。お城では、フランケンや、ドラキュラや
ガイコツが仲良く楽しく暮らしています。どくろや、クモの巣やおそろしい絵
画はきっとおばけ達にとっては「おしゃれなインテリア」。
　今回も仮装コーナーがあり、かわいい魔女やおばけに変装した子どもたち
が「ハロウィン城」をバックにいろんなポーズで記念写真を撮ってくれました。
『想像力豊かな子どもに成長してね！』と窓の中のドラキュラは子どもたち
を見守っていました。

※1/24の公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください。

シビックセンター
ホームページ
リニューアルのお知らせ

お問い合わせ方法が便利に！

たは おばけのお城を見たことがありますか？今年のハロウ ン

ようこそ！ハロウィン城へ！ようこそ！ハロウィン城へ！

（　　　　  ）

一般／ , 円
学生（25歳以下）／ , 円

発売中

　ドニゼッティの代表作で、”愛の妙薬”
が巻き起こす恋愛コメディー、オペラ『愛
の妙薬』。時に愉快に、時にほほえましく、
時にホロリとする人間ドラマが軽妙なメ
ロディーにのって繰り広げられます。サン
トリーホールオペラ･アカデミーならでは
の充実したアンサンブルをどうぞお楽し
みください。

イタリアを代表し、またオペラ界をも
代表する作曲家、プッチーニの名
作『ラ・ボエーム』と、岡崎高等学
校コーラス部による合唱コンサート
を岡崎市民芸術文化祭で上演い
たします。

11 15：00開演16［日］

全席自由 一般／ , 円
学生（25歳以下）／ , 円

発売中12 15：00開演14［日］

コロネット・オペラ
ドニゼッティ：オペラ『愛の妙薬』

第36回 岡崎市民芸術文化祭 クリスマスコンサート2014

歌劇『ラ・ボエーム』と
合唱の魅力

家族愛をテーマとする『こどもと魔法』、男
女愛をテーマとする『カルメン』の２つのフラ
ンスオペラのハイライトを、解説を交えなが
ら上演いたします。オペラを初めて観る方に
も、詳しい方にも楽しんでいただけます。

全席自由／ , 円 10/25発売

コロネット音楽大学シリーズ2014
愛知県立芸術大学 ボンジュール！オペラ
～こどもと魔法･カルメン～（ハイライト上演）

32015

15：00開演27［金］

クラシックの第一線で活躍する奏者や、
新進気鋭のジャズミュージシャンなど個
性的なメンバーが演奏する楽曲は、鬼頭
哲作曲によるオリジナル。「吹奏楽」とも
「ジャズ」とも違う、唯一無二のブラス
ポップミュージックをコロネットでお楽しみ
ください。

全席指定／ , 円 10/25発売

ぶらりコロネットシリーズ

KITO, Akira Brass Band！コンサート

32015

15：00開演7［土］

日本を代表するソプラノ歌手として国内外で
活躍する森麻季。この公演では、数々の懐か
しい曲や心温まる曲など、日本の歌を中心に
オペラのアリアも含めて森麻季の魅力をたっ
ぷりお届けします。

全席指定／ , 円 10/25発売

プレミアムコンサートシリーズ

森麻季　日本の歌

全２幕 原語上演
日本語ナビゲート付

狡Kei Uesugi

田久保裕一
（指揮）
田久保裕一
（指揮）

藤井信行
（アルチンドロ）
藤井信行

（アルチンドロ）

天野久美
（ミミ）
天野久美
（ミミ）

平田了祐
（ショナール/コッリーネ）
平田了祐

（ショナール/コッリーネ）

平尾憲嗣
（ロドルフォ）
平尾憲嗣
（ロドルフォ）

宇多村仁美
（ムゼッタ）
宇多村仁美
（ムゼッタ）

塚本伸彦
（マルチェッロ）
塚本伸彦

（マルチェッロ）

交 流 広 場 か ら の お 知 ら せ
★クリスマス・イルミネーション
11月14日（金）～12月25日（木）
17:00～22:00点灯
幻想的な光が
シビックセンターを
包み込みます。

★イルミネーション・コンサート
12月6日（土）　夕方から
きらめくイルミネーションの中、
ステージでのパフォーマンスを
お楽しみいただけます。
先着200名様（中学生以下）に、
サンタさんからクリスマスプレゼント
があります。

よよよ

狡Yuji Hori

Ⓒ久保 尚子



シビックセンター館内のご案内

☆開室時間：9時～21時（日曜、祝日は１７時迄）
☆11月の休室日：3、4、10、17、24、25日
☆お話と紙芝居の会
　毎週火曜日16時～・毎週日曜日15時～
　第2・第4土曜日14時30分～

　　　　　　　　　　　　☎0564-72-5118

■図書室〈1F〉
★図書室スタッフおすすめの１冊！

　旅人が馬にのってデン
マークを巡ります。60以上
のアンデルセン童話があち
こちに隠れています。字の
ない絵本ですが巻末の解
説を参考にして探してみて
ください。

『旅の絵本Ⅵ』
安野光雅／絵

コンサートホールコロネット　１１月のスケジュール ※10月10日現在の情報です。

■餡茶古珈舗 TIP TOP〈1F〉

1［土］ 13：30開演
ピアノ・マリンバ発表会
○無料　○伊藤 0564-53-0539

スタッフのあしあと
　秋といえば・・・読書？食欲？スポーツ？皆様はどんな秋をお過ごしでしょうか。私からは、芸
術の秋。１１月１６日コロネット・オペラ『愛の妙薬』をご紹介します。心躍るメロディー、美し
い歌声、そして滑稽かつロマンティックなラブストーリー。日本語のナビゲートも合わせイタ
リア語でお楽しみ頂けます。初めてオペラを観る方も、のめり込めるオペラ『愛の妙薬』。
ぜひご来場ください。私ものめり込みました♪ （ I ）

2［日］ 13：00開演
磯貝･山本音楽教室発表会
○無料　○磯貝 0566-46-0131

3［月・祝］開演時間未定 ピティナ・ピアノステップ岡崎秋季
○無料　○ピティナおかざき☆きらりステーション（髙井）0564-51-0194

5［水］ 19：00開演

マレカ＆ジュンジwithイデル･フォックス
～アイルランド大使館 伝承音楽ワークショッププロジェクト2014～
○一般￥3,000（当日￥3,500）・高校生以下￥1,000
○シンフォニア（深谷）050-1356-9398

17［月］ 10：00開始
13：30開始 ○無料　○岡崎税務署 0564-58-6511

年末調整等説明会

18［火］ 10：00開始
青色申告決算説明会
○無料　○岡崎税務署 0564-58-6511

8［土］ 14：00開演
Emu～エミュ～　1stリサイタル
○￥2,000　○鈴研音楽会 080-3628-1701

18［火］ 18：30開演
マンドリンアンサンブルの夕べ
○要整理券　○岡崎マンドリンアンサンブル（吉原）090-8967-3253

22［土］ 12：00開演
Autumn　Concert
○無料　○Liricoの会（浅井）0564-24-9801

24［月・祝］14：00開演 シーズンコンサートVol.6　深まる秋のコンサート
○要整理券　○岡崎音楽家協会（板垣）0564-24-1332

26［水］ 10：10開演
第18回お母さんコーラス交歓会
○無料　○桜コーラス（右高）0564-28-1332

28［金］ 14：00開演
避難訓練コンサート
○要事前申込　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

30［日］ 14：00開演

第10回はじめのいっぽ
～2014ピティナ・ピアノコンペティション 入賞者コンサート
○￥800　○PTNA岡崎支部 0566-74-0566

19［水］ 14：00開始

平成26年度愛知県公立高等学校PTA指導者地区研修会
「西三河地区PTA研究集会」
○関係者　○愛知県公立高等学校PTA連合会（県立岩津高校）0564-45-2005

16［日］ 15：00開演
コロネット・オペラ ドニゼッティ：オペラ『愛の妙薬』
○全席指定　一般￥5,000円　学生(25歳以下)￥3,000
○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

　　　　　　　　　　　　☎0564-72-5888

ジャズがBGMで流れ、優雅なひとときが
過ごせるシビックセンター1階のカフェ。

☆休業日：不定期

各種お問い合せ

アクセス

チケットの主な取扱先

その他

岡崎市シビックセンター

〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15

総合案内（チケット販売・施設貸出業務）
　　　　 ９：００－２０：００

岡崎市シビックセンター
K 0564-72-5111㈹

チケットぴあ
K 0570-02-9999
ローソンチケット
K 0570-084-004
ツルタ楽器岡崎店（岡崎市羽根町字若宮24-3）
K 0564-53-8950
富士プレイガイド（岡崎市吹矢町67）
K 0564-23-3838
芸文プレイガイド（愛知芸術文化センターB2F）
K 052-972-0430

K 0564-72-5111㈹
N 0564-72-5110　

http://www.civic.okazaki.aichi.jp/
指定管理者　SPS・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体
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公共交通機関
　•JR岡崎駅東口から北へ徒歩7分
　•名鉄東岡崎駅から名鉄バス3番のりば「岡崎駅前」
　　方面などに乗車「北羽根」バス停下車徒歩1分
自動車　•東名高速岡崎ICから20分
駐車場　•立体駐車場223台　•北駐車場181台

※記載されている公演のチケット販売時期・入場料金など
の詳細については、各主催者へお問い合せください。
※公演内容・曲目について一部変更される場合がござい
ますので、ご了承ください。詳細は主催者にお問い合せ
ください。

ホームページCHECK

※電話予約受付は発売日の翌日から


