町田シティオペラ協会が贈るオペラシリーズ第8弾
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スザンナの秘密

14:00開演【13:30開場】
和光大学ポプリホール鶴川
全席指定4,000円
賛助会員3,000円

（町田シティオペラ協会のみ取扱い）

ジル伯爵

ジョン・ハオ

スザンナ伯爵夫人

【お問合せ先】
町田シティオペラ協会

松原 有奈

サンテ

望月 光貴

ピアノ

北村 晶子

演出

古川 真紀

080-5890-3125／HP https://machida-city-opera.com/

【チケット取扱い】
・町田シティオペラ協会：080-5890-3125 ・かわせみオンラインチケット：https://www.m-shimin-hall.jp/tsurukawa/
・町田市民ホール：042-728-4300（電話・窓口）※取扱時間等詳細は右のQRコードからご確認ください。→
・和光大学ポプリホール鶴川（窓口）
※6歳以上有料（6歳未満ひざ上無料。ただし、お席が必要な場合は有料）
【お客様へのお願い】
会場内ではマスクの着用をお願い致します。また咳エチケットにもご配慮ください。
発熱や咳など、体調に不安のある方はご来場をご遠慮いただきますようお願い致します。
ご来場の際は検温、消毒のご協力をお願い致します。
「ブラヴォー」などの声掛けはお控えいただき、拍手のみでの応援をお願い致します。

主催：町田シティオペラ協会
共催：一般財団法人町田市文化・国際交流財団

オペラ・ガラコンサート & オペラ
「スザンナの秘密」

町田シィオペラ協会がお贈りするオペラシリーズ第8弾、ヴォルフ・フェラーリ作曲「スザンナの秘密」
妻の秘密とはいったい？？？ 秘密を誤解した夫ジルの怒りは大爆発、ちょっとした秘密くらい
大したことじゃないと開き直る妻スザンナ、夫婦喧嘩はさぁどうなる？
コンサートの前半は、町田シティオペラ協会ソリスト部門から3人が登場。
それぞれの魅力がたっぷりなガラ・コンサートをお楽しみください。

ジル伯爵 ジョン・ハオ
中国瀋陽出身。東京藝術大学音楽研究科声楽（オペラ）専攻
修士課程修了。藝大創立120周年記念オペラ公演『ラ・ボエー
ム』のコッリーネ役で日本におけるオペラデビューを果たし、
一躍脚光を浴びた。第38回イタリア声楽コンクール第1位シエ
ナ大賞受賞。日本ではこれまでに、
『トゥーランドット』
『トス
カ』
『椿 姫』
『魔 笛』
『マクベス』
『仮 面 舞 踏 会』
『カルメン』など
で、重要な役を演じた。また、ソリストとして《第九》
、
《レクイエ
ム》
（ヴェルディ作曲）等、数多く出演。指揮者の井上道義から
は「どこに出しても恥ずかしくない本当のバスの声」と評され
た。二期会会員。
サンテ 望月 光貴
昭和音楽大学卒業。同大学院修了。故天野秋雄、的場辰朗、
Nelson Calzi、Angelo Loforeseの各氏に師事。2010年渡伊。
オペラでは『ドン・パスクァーレ』
『夢遊病の娘』
『愛の妙薬』
『ラ
ンメル モ ール のル チア』他、多 数 出 演。12年、杭 州 劇 場 に
て《第九》テノールソリストとして浙江交響楽団と共演。第21回
飯塚新人音楽コンクール入選。第36、39回イタリア声楽コンコ
ルソ入選。藤原歌劇団、東京オペラプロデュース所属。昭和音
楽大学講師。
ピアノ 北村 晶子
桐朋女子高等学校音楽科、
同大学音楽学部ピアノ専攻卒業。
イタリアにて研鑽を積む。
リサイタルの他、
「建国記念日を祝う会」
では、
内閣総理大臣の
前にて独奏。
オーケストラとも多数共演。
新国立劇場オペラ研
修所講師を経て、
浜離宮朝日ホール主催のマイクロオペラシ
リーズや京都コンサートホールオペラ公演、
港区民オペラ
「椿姫
」
の音楽監督を務めるなど声楽家から絶大な信頼が寄せられ
ている。
NHK・FMリサイタル、
名曲コンサート、
ラジオ深夜便、
TV 東京
「たけしの誰でもピカソ」
等メディアにも多数出演。
2009年より3人テノール
（青薔薇海賊団）
のコンサートをプロ
デュースし、
サントリーホール二期会WEEK
（二年連続）
、
紀尾
井ホール、
東京文化会館、
王子ホール他全国で公演。
2017年に
は東京サロンシンフォニーオーケストラのソリストとしてラプソ
ディー・イン・ブルーを演奏し好評を博した。
日本では数少な
い本格的コレペティトゥールとして多くの声楽家を指導してい
る。
日本演奏連盟会員。

ガラ・コンサート

スザンナの秘密

公演監督／スザンナ伯爵夫人 松原 有奈
国立音楽大学声楽科卒業、
同大学院オペラコース首席修了。
イ
タリア・ミラノにて研鑚を積む。
第64回日本音楽コンクール声楽
部門第2位入賞。
二期会50周年記念公演
「フィガロの結婚」
スザ
ンナ役を射止め、
清冽な歌唱とチャーミングな舞台姿で大喝采
を浴びた。
その後、
Ｒ･シュトラウス作曲｢エジプトのヘレナ｣(日本
初演)、
モーツァルト作曲
「コジ・ファン・トッッテ」
(芸術大賞受
賞)」
に続けて出演、
また新国立劇場においても
「フィガロの結
婚」
スザンナ役に抜擢され、
安定した歌唱と的確な演技により各
誌で絶賛された。
八王子オリンパスホールこけら落とし公演
「蝶々夫人」
ではタイトルロールを歌い、
着実にレパートリーを広
げている。
NHK-FM名曲リサイタルに出演のほか、
宗教曲、
合
唱曲のソリストとしての出演も多く、
正統的でムラの無い歌唱が
常に高い評価を得ている。
CD「松 原 有 奈 モ ー ツ ァルト･オ ペラ･アリア 集with Piano
Quintet」
をリリース。
町田シティオペラ協会理事長、
国立音楽大学講師、
二期会会員

ソプラノ 梅澤 幸代
昭和音楽大学卒業。同大学音楽専攻科修了。修了時学長賞
受賞。その後、渡伊。ジェノヴァにて研鑽を積む。
これまで新潟県音楽コンクール声楽部門最優秀賞受賞、横浜
国際音楽コンクール入賞、
「春の声」声楽コンクール入賞。これ
まで文化庁新人育成オペラ、5都市共同事業オペラ、イタリア
サンタマルゲリータ・リグレサマーフェスティバル等、様々なオ
ペラ、演奏会に出演する傍ら後進の指導にもあたる。叙情的
な艶のある声と豊かな表現力が魅力である。
藤原歌劇団準団員、FELICE 声楽教室代表。

ソプラノ 並木 円
大阪音楽大学大学院 修了。第2回KOBE国際学生音楽コン
クール神戸市長賞、第13回大阪国際音楽コンクール声楽部門
Age-G第3位、第30回奏楽堂日本歌曲コンクール歌唱部門奨
励賞など受賞。ロータリー財団国際親善奨学生としてイタリア
に留学。オペラ「魔笛」パミーナ、
「フィガロの結婚」伯爵夫人、
「コジ・ファン・トゥッテ」デスピーナ、
「カルメン」フラスキータ、
「ジャンニ・スキッキ」ネッラ等で出演。コンサートやディナー
ショー、学校出張授業などでも活躍。関西歌曲研究会、伊丹
市芸術家協会各会員。
バス 田中 大揮
昭和音楽大学卒業、同大学大学院修了。第52回日伊声楽コン
コルソ入選。2012年「フィガロの結婚」のバルトロ役に抜擢さ
れて藤原歌劇団にデビュー以降、
「カルメン」
「ラ・トラヴィアー
タ」
「仮面舞踏会」
「トスカ」
「愛の妙薬」
「セヴィリャの理髪師」
などで出演。17年の「ノルマ」でバス歌手としての新境地を開
き、
「ナヴァラの娘」(日本初演)「ドン・ジョヴァンニ」他多数の
作品に出演。またコンサートの分野でも「メサイア」、
「第九」、
モーツァルト「レクイエム」などのバス・ソロとして活躍の場を
広げている。藤原歌劇団団員。昭和音楽大学非常勤講師。
ピアノ＆キーボード 稲葉 和歌子
東京音楽大学ピアノ科、同大学研究生ピアノ伴奏者コース卒
業。
日本オペラ協会、藤原歌劇団等、様々なオペラ団体に音楽ス
タッフとして参加。
また、日本ロッシーニ協会20周年記念ガラコンサート、ウィー
ンMozarthausにおける『Spring Opera Gala』、東 京室内歌
劇場メンバーズコンサート『フィガロの結婚』抜粋公演等、多彩
なコンサートでピアノ伴奏を務めている。
昭和音楽大学伴奏講師。
演出 古川 真紀
国立音楽大学卒業。日生劇場、二期会オペラ振興会、新国立
劇 場などで演出助手を務めたのち、1995年、二期会チェン
バー・オペラ「フィガロの結婚」で演出デビュー。1996年、文化
庁在外研修員としてベルリンに留学し研鑽を積む。帰国後は
オペラの演出、オペラコンサートの構成などを務める一方字幕
翻訳も手がける。2015年ひたち野外オペラ第4回公演「マクベ
ス」を演出し、好評を博す。また、後進の指導やアマチュアオペ
ラ団体の演出など、オペラの裾野を広げる活動にも積極的に
取り組 んで いる。2020年4月からのNHK連 続 テレビ小 説
「エール」ではオペラ場面の監修を務めた。国立音楽大学大学
院オペラ科授業補助。すみださくら歌劇団常任芸術監督。

賛助会員チケット購入同時入会受付中 ご連絡はこちらまで
Tel:080-5890-3125 / E-Mail:machidacityopera@gmail.com QR コード➡

