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小林 明美 《子供と魔法》フクロウ 小学6年生から高校2年生まで声楽を習い、山梨に来てから合唱を始め女声ア

ンサンブルjuriに所属。現在は、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。来年は、大曲のマタイ受難

曲に合唱で参加予定。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。オペラの舞台は、第1期公演のこうもりに合

唱団員として初参加。今年は、第2期団員としてキャスト&合唱団員として参加する。2011年より川口聖加氏に師事。

三宅 初音 《子供と魔法》安楽椅子・火・リス 山梨大学教育人間科学部、山梨大学教育学研究科芸術文化コー

スを卒業。現在は社会人として働きながら演奏会等で研鑽を積んでいる。声楽を片野耕喜氏に師事。また、マリーンファン

ニューケルケン、テア・ファン・デア・プテン、小山由美、エリーアーメリンク、新垣有希子各氏の公開レッスンやマスタークラスを

受講。これまでにJ.シュトラウス《こうもり》アデーレ(tuttiY第一期公演)、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。

橋本 大輔 《子供と魔法》白猫 ７０年代のブリティッシュロック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ＤＥＥＰ ＰＵＲＰＬＥ、ＦＲＥＥ、ＭＯＴＴ ＴＨＥ ＨＯＯＰＬＥ、ＳＴＡＴＵＳ ＱＵＯ等々。愛してやまないギタリストは

リッチー・ブラックモア。ボーカルスタイルとしてはイアン・ギラン、ポール・ロジャース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。北杜市白州町の合唱団「コーロコニファー」に在籍中。

三宅 祥子 《子供と魔法》トンボ 幼い頃から歌うことが大好きで、親戚が集まる席では前に出て、歌を披露していた

ようです。大学時代から合唱を始め、社会人になっても、出産前まで続けていました。子育てから約20年ほどのブランクを経

て.再び歌い始め、発声での悩みを解決しようと、川口先生の指導を受けるようになり、声楽にも取り組み始めました。現在は

コーロポラーノを中心に合唱もしています。普段は小学校で教鞭をとっています。初めてのキャストに身が引き締まる思いです。

精一杯頑張ります。

金杉 雅恵 《子供と魔法》コウモリ 東京薬科大学混成合唱団で歌う楽しさを知りました。ハモった時の身震いする

程の快感にはまり、子育てが一段落した時、甲府市民合唱団に加入。今は混声合唱団アルクスに参加。県民オペラに第１回

から全て参加。歌って踊って演技して、楽しかったのにオペラ上演が中断されてがっかりしてたら、tuttiYが発足。参加して楽

しんでいます。

渋谷 和広 《子供と魔法》老人・《ジャンニ・スキッキ》ベット・ディ・シーニャ 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、高校の吹奏楽部、大学の学内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、音楽活動から遠ざかるが、3年前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。これまでに「こうもり」のフランク役、山梨厚生病院スマイルコンサートに出演。

キャスト団員

菊原 千草 《子供と魔法》母親・《ジャンニ・スキッキ》ツィータ（30日） 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。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。

井出 英済 《子供と魔法》肘掛椅子・《ジャンニ・スキッキ》ピネリーノ（靴屋） 富士河口湖町出身・在住。小

学生時代にピアノ（バイエル止まり）、大学軽音楽部でJAZZクラリネット、50歳を目前にして、県民文化大ホールを何度も満

席・札止めにした伝説の山梨憲法ミュージカルと出会い舞台デビュー。甲府の混声合唱団アンサンブル・カーノを経て、現在、

笛吹音楽祭合唱団に所属。数年前、25年勤めた学習塾（英国社担当）を退職。現在河口湖畔・実家ホテル併設・富士博物

館で顧問兼接客係。今回初のキャスト出演にて、「グロテスクな肘掛椅子」「泣き虫ピネリーノ」の出来は、いかがでしょうか？

遠藤 正文 《子供と魔法》カエル 大学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民喜

作詞「原爆小景」に取り組む。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。以降、“富士

山河口湖音楽祭”佐渡裕氏による「真夏の第九」「カルミナ・ブラーナ全曲」演奏。“富士の国やまなし国文祭2013”での信

長貴富氏「祈りの果実」初演に参加など、合唱歴多数。オペラは、前回2017.12の「こうもり」でのブリント役が初舞台。今回

は、青ガエル役です。歌うことの魅力にとりつかれて、合唱団アルクスなどいくつかに在籍しています。頑張りまーす。

学正 典子 《子供と魔法》茶碗 tuttiYオペラの参加は前回に続き２回目になります。前回「こうもり」では、大阪のお

ばちゃん役でした。今回は大阪＋支那のおばちゃん役で、訳のわからない歌を大真面目に歌います。もちろん私は大阪出身。

ネイティブ大阪弁を使えます！小学生の頃からピアノを弾き始め、転勤族となってからも行く先々で音楽と放れず親しんで来ま

した。山梨に移住して楽しい仲間と出会え音楽と共に生活してきて良かったと、つくづく感じています。

染谷 剛 《子供と魔法》柱時計・木 芸人「忍者Fujiyama」です。「染谷剛」は世を忍ぶ仮の姿。「懐かしの大道芸」

「お笑い忍者ショー」をメインに〝三世代で楽しめる舞台〟を制作＆上演中！某劇団での「歌のお兄さん」の経験を生かし、ご

当地プロレスの選手入場曲や、田代美代子さんが歌うご当地ソングの作曲を担当。歌が大好きで声楽歴は25年。〝富士山

の旅芸人〟で検索！

鈴木 恵 《子供と魔法》羊飼いの少年・《ジャンニ・スキッキ》ゲラルディーノ 甲府湯田(現・甲斐清和)高校

音楽科、宇都宮短期大学音楽科で電子オルガンを専攻。音楽科創設10周年記念演奏会やThe 3rd ELEGANCE

CRAZYにて華道家とコラボレーションするなど、数多くのコンサートに出演。これまでにエレクトーンを石川照子、田中まゆ美、

原口尚子、大高節子、山田厚子、ピアノを故・梅谷明、臼杵博之の各氏に師事。現在、福間彩先生のチェンバロレッスンを受

講中。演奏会出演や挙式演奏者として活躍する傍ら、ピアノ、ドラム、ソルフェージュの講師として後進の指導にあたっている。

上田 明穂 《子供と魔法》羊飼いの少女 都留文科大学、山梨大学教育学研究科芸術文化コースを卒業。現在

は社会人として働きながら研鑽を積んでいる。声楽を清水雅彦、片野耕喜氏に師事。また、新垣有希子氏の公開レッスンを

受講。朗読劇おとぎ日和音響担当、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。本番までの練習は私

にとって新鮮なものばかりでした。オペラの出演は初めてですが、精一杯頑張りたいと思います！

佐々木 望微 《子供と魔法》お姫様 岩手県立不来方高等学校芸術学系音楽コース、山形大学教育学部総合教

育課程音楽文化コース卒業。岩手県立高等学校、横浜市立中学校で音楽科教諭を務めた後、山梨へ。ステージを求めて

コンクール等に挑戦し、第15回やまなし県民文化祭音楽祭準やまなし県民文化祭賞、第7回東京国際声楽コンクール一般

部門第5位などに入賞。2016年河口湖オルゴールの森美術館「自動演奏楽器とオペラ歌手の共演」に出演。現在は特別

支援学校に勤務。県内外で演奏活動を行なっている。

岩波 昌子 《子供と魔法》黒猫 小学校2年生から中学校1年生まで甲府赤とんぼ少年少女合唱団に所属。中学1

年生の時に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した。退団後、中学

校では合唱部に所属。山梨県立巨摩高等学校音楽部では学生指揮者を務めた。その後しばらくは音楽から遠ざかっていた

が、２００８年より川口聖加氏に師事し、現在に至る。tuttiY第一期公演「こうもり」ではオルロフスキー役で出演した。

川口 聖加 《子供と魔法》子供 新潟大学教育学部、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

科卒業。 フランス・ドイツ歌曲を中心に、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。オランダBARR Theater Groepのラニエルト・リッケルマン氏のもとで芝居の基礎を学ぶ。オペラでは、これま

でに＜ドン・ジョヴァンニ＞のドンナ・アンナ、＜魔笛＞のパミーナ、＜ディドとエネアス＞のディド、＜ヘンゼルとグレーテル＞のグ

レーテルなどを演じている。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代表。

日本ドイツリート協会、ドイツリート研究会「ノイエ・クレンゲ」会員。

青柳 秀和 《子供と魔法》ティーポット・《ジャンニ・スキッキ》マルコ 好きなのはJohn Lennon、RCサクセショ

ン、T. Monk、ウェス・モンゴメリー、セカオワ、Pink Floyd、J.S. Bach、Beethoven、ジュリア・ロバーツ（おいおい！）、な、な

んと脈絡のない。で、今回はラヴェルとプッチーニ。前回のオペレッタ『こうもり』後、川口聖加先生の声楽レッスン生として学

びつつ、演技の楽しさにも目覚めてしまい、初のキャスト参戦。かつて僕を救い世界を開いてくれた様々な音楽に感謝。人生

転がり続けても、音楽があれば希望が持てる。Like A Rolling Stone。甲府メサイヤ合唱団、混声合唱団アルクス団員。58

歳。会社員。
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柴田 祥 Sho Shibata 指揮

静岡県浜松市出身。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、笠原町「誰でもできるオペラ」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。

水野 明人 Mizuno Akihito 演出

東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。大学在学中より、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》、オペラ《愛の妙薬》等の演目で演出を務める。また、《ドン・ジョヴァン

ニ》、《トスカ》、《カヴァレリア・ルスティカーナ》、《ラ・ボエーム》、《蝶々夫人》、《椿姫》、《愛の妙薬》、《劇場支

配人》、《バスティアンとバスティエンヌ》、《道化師》、《リタ》、《ランメルモールのルチア》の演目のオペラ字幕や、

バッハ・コレギウム・ジャパン主催「調布国際音楽祭」、東京藝術大学 演奏芸術センター主催「芸大プロジェク

ト」等の演奏会向け字幕を執筆するなど、活動の分野を拡大している。

水本 紗恵子 Mizumoto Saeko 映像

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、同大学院修了。舞台演出や映像制作を

学んだのち、同大学演奏藝術センター教育研究助手を務めた。現在はフリーランスとしてグラフィックデザイン、

イラストレーション、舞台演出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CDデザイン（2015-

19）、芸大とあそぼうin北とぴあ（2014-18）美術・映像制作ほか。

小松 明美 《子供と魔法》うぐいす 南アルプス市に親子で歌う合唱団があります。15年前に娘と入団し、歌う楽し

さを知ってから毎年合唱の舞台に立ってきました。tuttiY第1期のこうもりにも合唱団員で出演させて頂きました。今回は一

瞬ですがソロで歌う場面がありドキドキです。普段は会社勤めをしていて人前に立つ様なことはありませんが、仕事の図面

をtuttiYの楽譜に持ち替えて楽しんでいます。うぐいすの超高音の叫びをお聞き逃しなく！！

石丸 茂 《ジャンニ・スキッキ》ジャンニ・スキッキ

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、現在も仕事の傍ら活動を継

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（東京／音楽監督：栗山文昭）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・ごろつきとして出演。2017年tuttiY第1期公演『こうもり』ではアイゼンシュタイン役を務める。声楽を藤井宏

樹に師事。

高橋 侑希 《ジャンニ・スキッキ》ラウレッタ（29日） 山梨県中央市出身。甲府南高等学校、山梨大学教育学部

を経て山梨大学大学院教育学研究科修了。ドイツに留学しハンブルク音楽院を最優秀の成績で修了。餌取智子、片野耕

喜、イルゼ・クリスティーネ・オットー、タニア・アスペルマイヤーらに師事。ストラヴィンスキー「プルチネッラ」、ブクステフーデ

「われらがイエスの御体」、バッハ「ロ短調ミサ曲」等でソリストを務める。東京国際声楽コンクール歌曲部門第2位、大阪国

際音楽コンクールエスポワール賞受賞。日本ドイツ歌曲コンクール入選。

鈴木 真麻 《ジャンニ・スキッキ》ラウレッタ（30日） 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。川口聖加先生との出会いからレッスンを受けるようになり、声楽の勉強を始め

る。tuttiY第1期公演『 こうもり 』ではアデーレ役(土曜日組）を務めた。

志村 かおり 《ジャンニ・スキッキ》ツィータ（29日） 武蔵野音楽大学卒業、同大学院修了。シュトゥットガルト、

ベルリン、ミラノにて短期研修。オペラでは「カルメン」「リゴレット」「魔笛」「コシファントゥッテ」「ヘンデルとグレーテル」等

数々のオペラに出演。又「ミサ」「メサイア」「レクイエム」ウィーン楽友協会黄金ホール「第九」等のアルトソリストとして各団

体と共演。合唱団かおりの会、六郷コーラス櫻樹、市川アルカディア、シニアクラブ、清珠荘音楽クラブ等指導。市川三郷町

たのしい教室講師。山梨県いきいき推進学習講師。

島崎 涼 《ジャンニ・スキッキ》リヌッチオ フランスボルドー生まれ。甲州市塩山出身。東京藝術大学音楽学部声

楽科を卒業。二期会オペラ研修所本科修了。サントリーホールオペラアカデミー公演「愛の妙薬」に声楽アンサンブルとして

参加。古楽演奏を主なレパートリーとする「アンサンブルアクチュアリテ」メンバー。BS-TBS「日本名曲アルバム」にて演奏

をしている「杜の音シンガーズ」に所属。これまでに声楽を、大槻義昭、佐々木典子、櫻田亮の各氏に師事。現在、都内で演

奏活動をしながら都留興譲館高校にて非常勤講師を務める。

山崎 太郎 《ジャンニ・スキッキ》ゲラルド 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』。本業のほ

か、近年は山梨県北杜市のアマチュア歌劇団オペラ・ルスティカーナを中心に、さまざまなオペラ公演に参加、tuttiY第1期

公演《こうもり》ではアイゼンシュタイン役に加えて演出を担当、昨夏はバッハ《マタイ受難曲》原語全曲公演（きいてけし合

奏団・山梨県立図書館多目的ホール）で福音史家をつとめた。

幡野 恵子 《ジャンニ・スキッキ》ネッラ 都留文科大学合唱団OB。Soli Deo Grolia団員を経て、お茶の水聖書

学院にて教会音楽を専攻。同時期チェンバリストの森 洋子氏よりレッスンを受け、バッハを学ぶ契機を得る。フェリス女学院

大学オープンカレッジではフィールシュパースを受講。昨年はオペラ歌手、新垣有希子氏の公開レッスンを受講、ドイツ、サ

ヴァリッシュヴィラにて歌曲講習会を聴講。ピアノを佐々木加代子、中島純子、椙森光恵各氏に師事。今年からチェンバロ

レッスンを再開し、声楽を川口聖加氏に師事。美術館勤務。

今村 均 《ジャンニ・スキッキ》シモーネ 市川三郷町出身、地元で地場産業である紙加工会社を経営。NPO法人

是空代表理事。是空は、文化と芸術で元気ある町へをコンセプトに、絵画、書道、篆刻、彫刻などの美術展や、ジャンルを問

わないコンサート等を毎年開催している。二十代から四十代を甲府市民合唱団、YBS放送劇団員として活動する。現在は

南米民族音楽、フォルクローレのグルーポ・モンターニャスのメンバーとして県内外での演奏活動を続けている。

舞台監督 家入 賢仁

映像 水本 紗恵子

舞台スタッフ 井澤 友香理、萩原 志穂里

市川 茂

照明 鬼形 信也、丸山 絢花

音響 内海 豊司、東山 剛

特別アドバイザー 佐藤 美晴

練習ピアニスト 藤巻 都、須永 真美、宮川 真理菜

指導者・スタッフ ・ゲスト

矢澤 孝樹 Takaki Yazawa プレトーク

1969年山梨県甲州市生まれ。慶應義塾大学文学部仏文学部卒。水戸芸術館音楽部門にて企画・運営に従

事、主任学芸員を務める。2009年、弟の急逝を機に帰郷。2013年よりニューロン製菓（株）代表取締役社長

に就任、現在に至る。2018年11月より（株）アンデ代表取締役会長を兼任。『レコード芸術』、『CDジャーナ

ル』、朝日新聞クラシックCD評のレギュラー執筆者を務め、CD・演奏会解説等にも執筆。共著書『バッハ』（河

出書房）、『最新版 クラシック不滅の名盤1000』（音楽之友社）等。慶應義塾大学、茨城大学非常勤講師、山

梨英和大学メイプルカレッジ講師を務める。音楽之友社「レコード・アカデミー賞」選定委員。


