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2015年 11'1、 スイス ジュネープで開催された、若手音楽家の登選1り |ジ ェネーブ国際音楽コンクールJ ttl・ ll部ド1に おいて
「1本人で初めて優勝した、当時32歳 だった数|[1翔 .ヽ 彼の作lll・ した■‐Eの歌曲の数々を広く知っていただこうという企画です.

く第二部>～ 〈椿姫)ハイライト～
オペラブームと言われる昨今ですが、年々高騰する人場オ1金の為、庶民の手のl11かないものになりつつあります.

そんなII'、 魅力的なオペラの醍 Fll味 をリーズナブルに楽しんでいただきたいという辰巳琢郎′)思い、
そして、株式会社アルビオン様、西酒造株式会率L様、rrFLの御理解と御支援により今レ1の企画が実現しました。
作占ず:は ヴェルディの傑作 喘 姫|. 弦 杯の歌ョをはじめ、名アリアの多い人気のオペラです。
ヴィオレッタ役には、数度のイタリア留学を経て大きく成長したソブラノ辰じ真llll恵

‖1手役アルフレー ドには、進境著しい長身イケメンテノール 高柳上を抜擢
`

さらに、アルフレートの父 ジェルモン役には、大人気のコーラスグループ「rORLtt■ 二のメンバーとしても活lllし 、
今乗りに乗っている日本オベラ界加lliのパリトン 今「卜俊1薔 を迎えました,

llll成・台本は、テレビ事ji lの 「題名のない音楽会:を長く手掛けてきた、このジャンルの第一人者新丼晴子が1「 1'`,

オペラに字ネはつきもの.し かしながら言葉を通うことで続客は集:11カ か途切れがちです。
この問題の解決に乗りiliす のが、多方面:で 活躍するアートディレクターの円村吾郎t

アー トワークに深澤lil角:を 迎え、プロジェクションマッビンクを駆費して、芸術性:1たれる颯 1■界を構築します.

すべてをまとめるのは、語り手t兼任する反L41“ .オベラも演劇であるとの考えのもと、わかりやすく美しい舞台を演lllし ます
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