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吉田佐代 ロザリンデ 国立音楽大学付属音楽高校・国立音楽大学声楽科卒業後、音楽教師として中学校・小学

校・支援学校などに２０年勤務。その間に生徒たちと多くの合唱を作り上げる。退職後は中学校講師やブライダルの仕事に

関わり、現在は韮崎西中学校に勤務。ソロ活動や舞台からは長年遠ざかっていたが、昨年末から再び歌のレッスンに通い始

め、あれよあれよという間に本日を迎えた。声楽を小佐野輝男、故植松東、小野邦代、川口聖加の各氏に師事、ピアノを駒

沢とみ子、近藤典子の各氏に師事。オペラの経験はなく、今回が初舞台。

12 .3 日曜日 キャス ト団員

石丸茂 アイゼンシュタイン ピアノ調律技師。県立市川高等学校卒。落合節子先生と出会い、合唱音楽の魅力に

目覚め、現在も仕事の傍、アンサンブル・カーノ（山梨／音楽監督：依田浩）と栗友会（東京／音楽監督：栗山文昭）にて活

動を継続中。今までに数々の合唱劇（演出：加藤直・蓬莱泰三・熊谷章他）を経験する。2010年SKO（指揮：小澤征爾）のNY

公演に栗友会団員として参加。2016年創作オペラ『甲州日記 娘道中』（ふじかわ文化倶楽部）に客引き・ごろつき（二役）とし

て出演。声楽を藤井宏樹氏に師事。

三宅初音 アデーレ 山梨大学教育人間科学部を卒業後、現在山梨大学教育学研究科芸術文化コースに在籍。声

楽を片野耕喜氏に師事。また、テア・ファンデアプテン、マリーン・ファンニューケルケンの公開レッスンを受ける。これまでに

D.ブクステフーデ〈われらがイエスの御体〉にソリストとして出演。

大澤類司 アルフレード 山梨県北杜市高根町清里出身、甲府市在住。私立甲府湯田高等学校（現甲斐清和高

校）音楽科卒業。現在、放送大学教養学部教養学科人間と文化コース４年次在学。２０１７年９月、放送大学千葉学習セン

ター主催の公開講演会『第九に至る声楽曲の壮大な歩み』のベートヴェン作曲交響曲第９番合唱付きのテノールソリストを

努める。これまでに声楽を竹川理恵、金森静子、川上洋司、大槻義昭、ジュゼッペ・コスタンツォ、各氏に師事。

白須雅一 ブリント NO MUSIC NO LIFE♪を信条とする建築職人。日本ではかなり珍しいヨーロッパの古楽器

リュートを水戸茂雄氏に師事。四十を過ぎてからは沖縄の伝統楽器三線に突然目覚め、２０１７年には待望のオリジナルＣＤ

ミニアルバム「光の粒」をリリース、「吉田うどんの唄」などのご当地ソングが好評につき絶賛販売中！合唱の経験などほとん

ど無い中、音楽の更なる高みを目指しオペレッタに果敢にもチャレンジ。歌うことが大好きです♪

葛窪邦彦 ファルケ 声楽を、小池寿郷、田口興輔、下野昇、吉江忠男の各氏に師事。山梨大学在学中に、歌劇

「ポッペアの戴冠」で初舞台を踏む。その後、県内中学校で音楽教師を勤める傍ら、梨大の卒業生で結成した『梨の会』に

於いて、歌劇、ミュージカル等を公演。歌劇「ダイドーとエネアス」、「メリーウイドウ」、「魔笛」、ミュージカル「ザ・ファンタ ス

ティックス」等に出演。38年間の教職を退き、現在、地域の合唱指導、声楽の個人レッスン等にあたる。

渋谷和広 フランク 山梨医科大学（現山梨大学医学部）卒業。麻酔科医。高校、大学では合唱部に所属。また、中

学、高校では吹奏楽部、大学ではオーケストラでコントラバスを担当。社会人になってからは、音楽活動からは遠ざかるが、

昨年より本格的に声楽を学びはじめる。声楽を川口聖加、栗原大輔、村上敏明の各氏に師事。今回の「こうもり」がオペラ初

舞台となる。

小松美紀 イーダ 南アルプス市出身。7歳から南アルプス桃源童謡の会に在籍。自由の森学園高等学校卒業。国

立音楽大学演奏学科声楽専修卒業。声楽コース修了。2014年ウィーン国立音楽大学サマーセミナーにおいてディプロム

取得。第31回CONCERT VIVANT新人オーディション合格。歌曲を中心にこれまで柴山晴美、秋山理恵、森明彦各氏に

師事。現在混声合唱団アンサンブル・フェリーチェ副指揮。各種演奏会にて研鑽を積んでいる。

植松昌 フロッシュ 今回、看守フロッシュと合唱（バス）で公演に参加。３７年に亘る宮仕え（主に米系外資企業勤

務）生活を終え、２００３年に北杜市に移住。そこで年金生活者中心のオペラ団体、Ｏｐｅｒａ Ｒｕｓｔｉｃａｎａに参加。以後、宇奈

月モーツァルト音楽祭での「フィガロの結婚」「魔笛」等の上演に参加、今日に至る。

12 .2 土曜日 キャス ト団員

山崎太郎 アイゼンシュタイン 東京都出身。都内の理系大学でドイツ語・ドイツ文学・オペラの授業などを担当。本

業のほか、２０１０年以来、山梨県北杜市のアマチュア歌劇団オペラ・ルスティカーナに参加、テノールとバリトンという２つの

異なる声域を横断する（自称）テノリトンとして、レハール《メリー・ウィドウ》（カミーユ）、モーツァルト《フィガロの結婚》（アルマ

ヴィーヴァ伯爵）、同《魔笛》（タミーノ）、ビゼー《カルメン》（ドン・ホセ）などに出演している。

菊原千草 ロザリンデ 洗足学園音楽大学声楽科卒業。オペラは「ヘンゼルとグレーテル」「こうもり」「愛の妙薬」「魔

笛」「フィガロの結婚」に出演する。また宗教曲のソリストを務める他、県内外にて多数のソロ・アンサンブルコンサートの舞台

に立ってきた。クラシックに限らず多彩なレパートリーをもち、アコースティックバンド「Freedom」のボーカルとしても、ライヴや

イベントで活動している。歌曲研究会「Bella voce」会員、アンサンブルグループ「p.s.duo×duo」メンバー、合唱団

「Grand joie」指導、音楽教室「chigusa.amici musicale」主宰。

鈴木真麻 アデーレ 韮崎高校で合唱部に所属し、引退後から合唱団KMCに所属。高校より合唱を足達勝子先生

に師事。全国合唱コンクールでは、団の一員として、全国大会へ3度出場。川口聖加先生との出会いからソリストの勉強も始

め、2016年の8月、岩波昌子さん（3日のオルロフスキー役）とデュオコンサートを開催。 本業は美容師。普段の生活では、子

供だけでなく動物までも手懐けてしまう『動物使い』の称号を会得⁉

橋本大輔 アルフレード ハードロックと爆音疾走系へヴィメタルが三度の飯より好きな、韮崎市在住の歌う介護福

祉士。好きなバンドはＳＡＸＯＮ、ＭＯＴＯＲＨＥＡＤ、ＤＥＥＰ ＰＵＲＰＬＥ、ＪＵＤＡＳ ＰＲＩＥＳＴ、ＴＨＥ ＷＨＯ等々。シンガー

としてはイアン・ギランから多大な影響を受けて今に至る。現在、声楽を西尾富美代氏、クラシックギターを牧田いくみ氏に師

事。北杜市内の合唱団「歌い隊ヤツラ」「コーロコニファー」に在籍中。

遠藤正文 ブリント 明大在学中に混声合唱を始める。新進作曲家だった林光氏の指導を受け「原爆小景」を演奏。

卒業後山梨県庁に入職。芸術文化振興に携わりこれを契機に合唱活動を再開。”富士山河口湖音楽祭２０１１”佐渡裕氏に

よる「カルミナ・ブラーナ全曲演奏」に参加。”富士の国やまなし国文祭２０１３”信長貴富氏「祈りの果実」の初演に参加。昨年、

合唱団KoCoAの一員として県内初”古楽器によるマタイ受難曲”全曲公演、など合唱歴多数。オペラは、今回が初舞台。現

在は甲府市民合唱団、混声合唱団アルクスに在籍。

森茂郎 ファルケ 医師。病理学専攻。森の診療所（北杜市）副院長。東京大学名誉教授。本務の傍らで30歳台から

声楽に親しみ、アマチュアの立場で30以上の素人オペラに出演。役回りはパパゲーノ（魔笛）、ファルケ博士（こうもり）、ダニ

ロ伯爵（メリーウイドウ）など。昨今は診療の傍ら、中島春乃（二期会）、円藤和之・松尾地恵子（東混）、吉田伸昭（東京室内

歌劇場）に師事、オペラルステイカーナ（北杜市）などで歌っている。

丸山衛嗣 フランク 甲府市在住。県立甲府東高等学校卒業後、国立音楽大学音楽学部声楽学科入学。卒業後、

第４３期二期会オペラスタジオ入所、修了、その後第１期日本声楽家協会研究所特別奨学金生として入所。２５歳の時に「脳

梗塞」で倒れ「左半身麻痺」となる。「片麻痺は個性であって、決して欠点ではない」を信条とする。現在山梨県職員。声楽を

久岡昇・中村義春・近藤礼子氏に師事。ピアノを近藤幹夫氏に師事。

鈴木智恵 オルロフスキー 美容室DaRi 経営、予約制レストランFantinLatourオーナーシェフ、時折ここでコンサー

トなども開催。薔薇、紅茶の専門家。語学勉強が趣味で現在はスペイン語に夢中。フラメンコも好きでソロで踊らせていただ

いたり、ミュージカル、演劇の経験もあり、様々なジャンルの歌でアマチュアとして出演。6年前から川口聖加門下生としてク

ラッシックを習う。大好きな花と動物と共に、家族と甲斐市に暮らしている。

根岸香苗 イーダ 甲府市出身。甲府湯田高等学校(現甲斐清和高校)音楽科、武蔵野音楽大学声楽学科卒業。

県民オペラ「ヘンゼルとグレーテル」に合唱で、山梨発のミュージカル「シンデレラ」にカジルナ役で出演。その他多数のコ

ンサートに出演。現在は、県内外で演奏活動をする傍ら、後進の指導にあたっている。声楽を亀井陽二、神宮寺淑子、田

川智美の諸氏に師事。歌曲研究会「Bella Voce」会員。

相澤俊秀 フロッシュ 甲州市（旧塩山市）在住。２０１３年に甲州市ふるさと劇団（よしもと新喜劇後援）のオーディ

ションに合格、演劇の道を歩み始める。ただし応募者全員合格の知らせを受け落ち込むも、現在まで４回公演に参加し内

１回は準主役を務めたが台詞の多さに四苦八苦した。今回、川口聖加先生の門下生の方よりオファーを頂き初めてのオペ

ラに参加。お笑いと、並み居る経験豊富なメンバーとのギャップを感じつつも皆さんよりあたたかい指導を頂き、持ち前の声

量で舞台を盛り上げていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。

岩波昌子 オルロフスキー 甲府赤とんぼ少年少女合唱団に所属しブルガリアのシューメン市で開催された国際少

年少女合唱祭に日本代表として招かれ参加。その後は中学、高校と合唱部に所属。高校在学時より下山田操氏に師事。結

婚後はしばらく音楽から遠ざかっていたが、２００７年富士山河口湖音楽祭における真夏の第九演奏会に参加。以後は笛吹

音楽祭、県民第九演奏会等にも参加。２００８年より川口聖加氏に師事。現在は甲府メサイア合唱団に所属している。
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青柳 秀和 合唱初体験は10年前の河口湖音楽祭佐渡裕指揮第九。以来、第九～甲府メサイア合唱団～混声合唱団アルクス～と広がり

遂にオペレッタ‼︎ かつてのロックギターマン、思えば遠くへ来たもんだ⁉ まだまだ行ける、どこまでも。現在、建設会社勤務。

雨宮 恵子 学生時代に混声合唱に出会って以来歌と関わり、おかあさんコーラス大会、県民第九、笛吹音楽祭等に参加。現在は混声合

唱団アルクスの一員。パート勤めを軸にぶどう畑の手伝い、絵本の読み聞かせ、専門学校の講師などをしている。

井出 英済 小学時代にピアノ、大学時代に軽音楽部Jazzクラリネット、50歳目前で山梨憲法ミュージカルで舞台デビュー。甲府の合唱団ア

ンサンブル・カーノに所属。今回はtuttiYの団員募集チラシを拝読し、参加した次第♪ 現在、英国社担当の学習塾講師。

上田 理 ８年前に定年退職を機に山梨にＵターンして合唱に出会う。今では、ゴルフ、家庭菜園、温泉通い等と並び、合唱は生活に潤

いを与えてくれる存在になっている。混声合唱団アルクス団員。

内田 町子 東京八王子市生まれ。銀行に勤務し、職場結婚後、夫の実家がある山梨に移り住む。合唱との出会いは「白根桃源童謡の

会」合唱団。オペレッタは今回が初舞台。これからも、沢山の刺激を受けてガンバリます。

加賀 まるみ 親子で童謡を歌う合唱団に入会し20年。年1回開かれるコンサートではミュージカルも経験。会社員、病院のクラークの仕事を

経て、現在は主婦。歌に費やす時間も増え、色々なことに挑戦しています。

風間 紀代 南アルプス市誕生記念第九参加をきっかけに声楽を習う。以後県民第九、佐渡裕氏監修富士河口湖音楽祭に毎年参加。本

年よりステラ合唱団に所属。tuttiYのご縁に感謝。ヨガインストラクター、各種ヒーリングに従事。

金杉 雅恵 大学の時、合唱の楽しさを知り、子育て後、県民オペラに参加。甲府市民合唱団、混声合唱団アルクスに所属。歌って踊る薬

剤師です。

学正 典子 子供の頃よりピアノに親しんでおり、子育て終了後ピアノを再開する。同時にアマチュアオペラ団体に入り歌を始める。〈魔笛〉、

〈メリー・ウィドー〉、〈フィガロの結婚〉等のオペラ舞台を経験し、今回tuttiY第１期公演に参加する。

岸 均 3年前までは音楽とは無縁の世界で生きて来たが、とある市民ミュージカル参加をきっかけに歌う楽しさを知り、今回の「オペ

レッタ」に参加。現役時代は県外で婦人服メーカーやメガネ屋に勤務。現在は、歌を楽しむ事を生き甲斐とし、毎日を楽しんでいる。

輿石 三香子 ５歳からピアノ、23歳から電子オルガンを始め、自宅でピアノと電子オルガンの指導をしている。学生時代に合唱にはまり、卒

業後も甲府市民合唱団などで歌う。笛吹音楽祭で川口先生と出逢い、ヴォイストレーニングを受けつつ混声合唱団アルクスに所属。

輿水 清枝 今年は何か大きな事に挑戦したいと思っているところにtuttiYの応募用紙に目が止まり、もっと自分の声を磨きたい気持ちも

重なり胸膨らめ参加。本当に歌が好きなステキな先生・仲間に出会い、最高。富士吉田市民合唱団、佐渡さんの一万人の第九、県民第九に参

加。中学校教員。

小林 明美 小学校6年生から高校2年生まで声楽を習い、山梨に来てから女声アンサンブルjuriに所属。現在は川口聖加氏に師事。現在

は声楽を川口聖加氏に師事。混声合唱団アルクスに所属のかたわら笛吹音楽祭などに参加。また、ボランティアで老人施設への慰問演奏活

動も行っている。

小松 明美 18年前、南アルプス市に珍しい合唱団がある事を知り、合唱を始める。親子で童謡や唱歌を歌う合唱団で、その当時から親

子で同じ舞台に立ってきた。今回はこの様な大舞台にまた、娘と立てることを嬉しく思います。

芝野 拓也 高校1年の時、音楽の先生に合唱部に誘われたのがきっかけで、そこから40年近く歌っている。始めはベースだったが社会人

になってからテナー不足の時にテナー移り、現在はトップテナーを磨く日々。近年は芝居も勉強中。

千野 一男 チェロ、読書、太極拳などを趣味に持ち、合唱は富士吉田市民合唱団、笛吹音楽祭合唱団などで歌う。元カフェ・ド・クリエ甲

府駅前店オーナー。オペレッタ初挑戦。熱闘中！ガンバリマス。

津田 萌花 高校時代に部活動として合唱経験を積む。現在は山梨英和大学に在学中。tuttiY第１期団員の最年少として多くのことを学

びながら活動させていただき、今日この場に立てることを嬉しく思います！

根塚 健治 平成２６年から笛吹市音楽祭合唱団に当時小学４年の娘と参加。現役時代の職業は、ビデオカメラレンズの多層反射防止膜

の研究開発等。趣味はスキー。昨年からスキースクールのインストラクターもしている。

合唱団員プロフィール

山梨県甲府市出身、在住。新潟大学卒業後、同大学院教育学研究科修了。オランダ王立音楽院のソロ声楽科

にて学び、国家演奏家資格を取得し、卒業。これまでに平井由利子、鈴木峰男、箕輪久夫、小山紀子、村上雅

英、テア・ファンデアプテン、バーバラ・ピアソン、レニー・ファンデンヘーフェル、小山由美の各氏に師事。また

エリー・アーメリング、マイケル・チャンス、アレクサンダー・オリヴァー、アニエス・メロン、エディット・マティス各氏

のレッスンを受ける。 フランス・ドイツ歌曲を中心に、オペラ、バロック声楽曲、宗教曲、現代曲まで幅広いレパー

トリーを持ち、国内外で演奏活動を行っている。ＣＤ「リラの花咲くころ」「タケミツソングス」をリリース。ナーブル音

楽企画主宰。混声合唱団アルクス指導者。ミュージックシアターグループtuttiY主宰。

柴田 祥 Sho Sh ibata 指揮

名古屋音楽大学卒。指揮法を稲垣宏樹氏に師事。これまでに、松尾葉子、古谷誠一、井村誠貴、倉知竜也、

小島岳志、竹本泰蔵、角田鋼亮、園田隆一郎、稲垣宏樹、千住明、松井和彦、飯守泰次郎の各氏の下で副指

揮をつとめる。セントラル愛知交響楽団、中部フィルハーモニー交響楽団、Osaka Shion Wind Orchestraを指揮。

名古屋二期会室内オペラ、稲葉地オペラ振興会、奈良県ふたかみ市民オペラ、地域連携パフォーミングアーツ

実行委員会、オペラルスティカーナなどでオペラを指揮する。ナゴヤディレクターズバンドトレーナー、知多市民

オーケストラ音楽監督、他にもアマチュアオーケストラや吹奏楽団でのトレーナーとしても活動。

川口聖加 Se ika Kawaguch i 芸術監督（tuttiY主宰）

山崎太郎 Taro Yamazak i 演出

1961年生まれ。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専門はドイツ文学、ドイツ・オペラ研究。主要著

書は『教養講座《ニーベルングの指環》──読む・聴く・観る！ リング・ワールドへの扉』、アルテスパブリッシン

グ）。近年はオペラのドラマトゥルグ(学術アドヴァイザー)としても活動。２０１０年から毎年夏４回にわたり、びわ湖

ホールで行われた世界的オペラ演出家ペーター・コンヴィチュニーによるワークショップに参加、２０１３年には

《魔笛》の日本語台本も担当。クラシックジャーナル０４６『オペラ演出家 ペーター・コンヴィチュニー』（アルファ

ベータ社）を責任編集・執筆した。

佐藤美晴 Miharu Sato 演出補

慶應義塾大学大学院修了。ウィーン大学劇場学科に留学。シュトゥットガルトオペラ、アン•デア•ウィーン劇場、イ

ングリッシュ•ナショナル•オペラなど、ヨーロッパの歌劇場で研鑽を積み、ハンブルク歌劇場等で演出助手をつと

める。第23回五島記念文化賞オペラ新人賞（演出）受賞。現在、東京藝術大学演奏藝術センター特任准教授、

東京大学先端科学技術センター人間支援工学客員研究員。近年の演出作品に、東京芸術劇場/石川県立音

楽堂「こうもり」、北とぴあ国際音楽祭「ドン・ジョヴァンニ」、日本フィル「ラインの黄金」、NHK交響楽団「ドン・ジョ

ヴァンニ」等。

水野明人 Mizuno Ak ih i to 演出助手

東京都出身。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。在学中より学内外の公演で演出助手として研鑽を積み、これまでにミュージカル

《HOW TO SUCCEED -努力しないで出世する方法》や、オペラ《愛の妙薬》の演出を務める。また、《ドン・ジョヴァンニ》《カヴァレリア・ルス

ティカーナ》《トスカ》《ラ・ボエーム》《蝶々夫人》《椿姫》《愛の妙薬》のオペラ字幕を手掛けるほか、演奏会用の字幕・翻訳も多く担当する。

水本紗恵子 Mizumoto Saeko 美術

美術家・デザイナー。東京藝術大学美術学部先端芸術表現学科卒業（2012）。同大学院修了（2014）。同大学演奏藝術センター教育研究

助手（2014-2017年3月）。主に音楽関係のフライヤーデザイン、舞台美術制作、映像制作などを手がけている。東京藝大ウィンドオーケスト

ラのCDデザイン（2015-17）、芸大とあそぼうin北とぴあ（2014-2017）の美術・映像制作ほか。

指導陣プロフィール


