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《ジャンニ・スキッキ》

「宝くじに当たると、親戚が増える」なんていう話を聞いたことがあります。当選金の分配に少しでもあやかろう

と、一度も顔を見たことのないような、何親等も離れた遠い親戚がやってくるそうな。もちろん、お金というもの

は、無ければ生活が出来ませんし、沢山あればあるだけ、人生に選択肢が増え、生活を彩り豊かなものにしてくれ

るものですから、血眼になって親戚であると主張したくなる気持ちもわかります。仕方ありません、人間は、お金

という言葉に弱い生き物なのです。世間体や年の功など一切合切かなぐり捨て、欲望のままに鼻を利かす人間の仕

草や表情ほど、滑稽なものは無いでしょう。

さて、金への執着心というものは古今東西、万国共通なもので、今回ご紹介する遺産争奪戦の舞台はイタリア・

フィレンツェ。主人公となるドナーティ家の親族は、大富豪ブォーゾの遺した莫大な遺産の行方に興味津々。とこ

ろが遺言書には、「遺産の全額を修道院へ寄付する」と書かれているではありませんか。落胆と怒りの渦に突き

落とされた一同は、あろうことか、遺言書を書き替える作戦を企て始めます。遺産が親戚のものになれば、恋人ラ

ウレッタとの結婚が認められる青年リヌッチョ。彼はラウレッタの父ジャンニ・スキッキに知恵を借りるべく、親

戚の反対を受けながらも家へスキッキを呼び出します。しかし、ドナーティ家と不仲な彼は、案の定、「知恵な

んか貸すものか！」の一点張り。やはり遺産の書き替えなど無謀な挑戦だったかと、皆が諦めかけたその時、ラウ

レッタの〝伝家の宝刀〟が抜かれ、物語は急展開を迎えることに。誰の涙を誰が笑うか。物語の結末はぜひ皆様の

目で…。

輿水 清枝

今年の3月まで中学校で音楽教師として勤務。富士吉田市民合唱団、佐渡裕さんの一万人の第９、県民第９に参加。現在、川口

聖加氏に師事。ウエストコーラス、混声合唱団アルクス、笛吹音楽祭合唱団に所属。tuttiYは、２回目の参加。

芝野 拓也

高校１年生の時、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に移り、現在はトップテナーを磨く日々。近年は芝居も勉強中。

鈴木 詩織

ピアノ・クラシックギターをほんのり経て合唱は第九を最後に暫く音楽から縁遠くしていたところから、甲府に流れ着き、今回

滑り込み参加させていただきました。道もオペラも右も左も不慣れな新参者をあたたかく迎えてくださった皆様と一つのものを

創ることができること、大変嬉しく思います。

津田 萌花

富士吉田市出身。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３年、学内の聖歌隊に所属している。

地域における芸術文化活動に関心があり、一昨年のtuttiY第１期公演「こうもり」には合唱団員として出演。今期も

tuttiYの一員として活動できることに大きな喜びを感じています！

根塚 健治

平成２６年から笛吹音楽祭の合唱団にテノールで小学学４年の娘と参加。定年退職前の職業はビデオカメラレンズの多層反射防

止膜の研究開発等を行っていました。趣味は写真スキーでスキースクールのインストラクターもしています。

根塚 美紀

小学校２年から中学校３年の現在までピアノ教室を続けています。小学４年生から平成２６年の笛吹音楽祭合唱団にソプラノで

参加。小学生のとき山梨県芸術祭の絵画で県特選２回入選。趣味は絵画、歌、読書、ゲーム等。

二俣 深晴

山梨大学教育学部芸術身体教育コースの1年生です。歌うこととお芝居が大好きで、大学入学後はtuttiYに出演したいと思ってい

たので、こうして出演させていただくことができて本当に嬉しい限りです。今回の公演で得たものをこれからの学習に活かして

いこうと、気が引き締まる思いです。楽しみながら頑張ります！

丸山 美恵

大学卒業後仕事に追われレッスンを怠った結果、思うように声がでない自分に愕然としていた。いつかもう一度学ぶ機会を！と

求めていた所で聖加先生と出会い一念発起して師事。この素敵な出会いがtuttiYと笛吹音楽祭参加へと繋がっている。元中学

校・支援学校教員。

三澤 央子

高校生の子を持つ専業主婦。女声合唱団「Grand joie」団員、合唱歴7年。主にJ-POPを中心に歌っている。前作に続

き2度目のオペラ。歌と芝居とをみんなで作り上げていく過程の楽しさ、をまた味わいたいと参加。今作の歌は難しい、

けれどそれが楽しく面白い。

三村 修

昨年の「こうもり」の上演を見て、「これは、見ている方よりやっている方が楽しそうだな。」と思っていましたが、自分がや

る方になるとは思ってもいませんでした。動きを付けて歌うのは大変と聞いていましたが、本当に戸惑うことばかりでした。先

生方の忍耐強いご指導と、マネージメントや舞台作りをしてくださる皆様のお陰で今日を迎えることができました。感謝の気持

ちを胸に、お客様に精一杯演技と歌をお届けします。

宮永 三知子

小さい頃から、オペラの世界に憧れていました。笛吹音楽祭で川口先生との幸運な出会いから合唱を始ました。甲府コ

レギウムアウレウム所属を機に、J.S.バッハなどの古楽に溺れています。ピアノを大澤理子、横山裕子各氏。アイリッ

シュハープを三村勉氏に師事。

金枡 勇城

甲府市立国母小学校３年生の金枡勇城です。小さい時から歌をうたうのが好きで、オペラの練習も初めは緊張しました

が、違う学校の子とお友達になれて、毎回楽しく参加してきました。これからも、楽しくいろんな歌をうたっていきた

いです。

川窪 彩音

小学生の時にピアノを習いはじめました。歌うことが好きだったので合唱団に入りました。中学生では吹奏楽部でクラ

リネットを吹いていました。歌のお稽古にも通いました。はじめてのオペラ、頑張ります！

指揮 柴田 祥 演出 水野 明人

出演者・スタッフ

《子供と魔法》キャスト

子供 川口 聖加

母親 菊原 千草

肘掛椅子 井出 英済

安楽椅子・リス・火※ 三宅 初音

ティーポット 青柳 秀和

茶碗 学正 典子

柱時計・木 染谷 剛

羊飼いの少年 鈴木 恵

羊飼いの少女 上田 明穂

管弦楽 tuttiY 第2期管弦楽団

プレトーク 矢澤孝樹

お姫様 佐々木 望微

白猫 橋本 大輔

黒猫 岩波 昌子

老人 渋谷 和広

トンボ 三宅 祥子

コウモリ 金杉 雅恵

雨蛙 遠藤 正文

フクロウ 小林 明美

うぐいす 小松 明美

※チラシにありました火の吉田佐代さんは出演できなくなりました
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tuttiY 第2期 《子供と魔法》一般合唱

相澤 俊秀、青柳 秀和、井出 英済、岩波 昌子、上田 明穂、内田 町子、遠藤 正文、小倉 理絵

加賀 まるみ、学正 典子、金杉 雅恵、岸 均、輿石 三香子、輿水 清枝、小林 明美、小松 明美

佐々木 望微、芝野 拓也、渋谷 和広、鈴木 詩織、千野 一男、津田 萌花、根塚 健治、根塚 美紀

橋本 大輔、二俣 深晴、丸山 美恵、三澤 央子、三村 修、三宅 初音、三宅 祥子、宮永 三知子

《ジャンニ・スキッキ》キャスト

ジャンニ・スキッキ 石丸 茂

ラウレッタ（29日） 高橋 侑希

ラウレッタ（30日） 鈴木 真麻

ツィータ（29日） 志村 かおり

ツィータ（30日） 菊原 千草

リヌッチオ 島崎 涼

ゲラルド 山崎 太郎

ネッラ 幡野 恵子

ゲラルディーノ 鈴木 恵

tuttiY 第2期 《子供と魔法》児童合唱

金枡 勇城、川窪 彩音、齊藤 輝明、齊藤 優羽、渋谷 理紗、清水 亜耶、立川 結菜、立川 実優

土屋 奏和、根塚 美紀、本田 紗季、山田 菜津子

藤原 加寿代 《ジャンニ・スキッキ》チェスカ 大阪音楽大学音楽学部声楽学科卒業。田中由也、スーザン・ガブリ

エル、岸美香、川口聖加の各氏に師事。これまでにオペラでは、「修道場アンジェリカ」「フィガロの結婚」「子供と魔法」など

に出演。また、高槻市現代劇場にて、エウフォニカ管弦楽団と共演。大阪府出身。現在山梨県甲府市在住。小学校勤務。

山梨にきて12年目を迎えました。山梨でオペラに出演できるとは思ってもみませんでした。今日は、会場に足を運んでくだ

さった皆様に楽しんで帰っていただけるように頑張ります。

植松 昌 《ジャンニ・スキッキ》スピネロッチオ（医者） tuttiY第１期こうもりに引き続き、今回も最年長で参加さ

せて頂きます。６０歳で仕事を終え当地へ移って以来、以前の聞く、見るオペラから、歌う、演じるオペラに大変身。己が健康

と好奇心に驚くと共に、この地の持つ文化教養の高さに感謝の毎日です。以前は北杜市にある純アマチュアの団体で、こう

もり、メリーウィドー等に出演。その団体と町揚げてモーツァルトの音楽を上演する「宇奈月モーツァルト音楽祭」で、フィガロ

の結婚、魔笛に出演。

相澤 俊秀 《ジャンニ・スキッキ》アマンティオ・ディ・ニコラーオ（公証人） 前回のコウモリ公演に続き２回

目の出演となります。前回の公演では歌のところで失敗してしまったので、今回の主宰者でもあります川口先生にお願いし

て歌の練習をしてまいりました。歌うことについてはあまり経験がなく、発声の基礎から教えていただいておりますが、形が見

える楽器と違い自分のからだをコントロールすることの難しさを感じつつ、先生のポイントを得た指導を頂き奮闘している

日々であります。今回は、大事な財産を記録する公証人という役どころを頂き、決め台詞の口上などもあり、皆様が楽しんで

頂けるよう頑張りたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

千野 一男 《ジャンニ・スキッキ》グッチオ（染物屋） 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。tuttiY第１期こうもりに引き続き、第

2期も熱闘中。

岸 均 《ジャンニ・スキッキ》ブオーゾ 市民ミュージカル参加をキッカケに「歌う！楽しさを知りました。一昨年は第1

期tuttYでは合唱団の一員として参加させて頂きながらも、歌よりもアラブ人のコスチュームにはまってしまいましたが、今回

第2期 tuttYでは、キャストとしてピッタシの「ブオーゾ」の役を頂き演じさせて頂きます。少しでもお客様に喜んで頂けますよ

うがんばります。人の運命はわからないものです。私は60才代になってから人生が変わりました。皆さんも一緒に楽しみませ

んか？

ベット 渋谷 和広

シモーネ 今村 均

マルコ 青柳 秀和

チェスカ 藤原 加寿代

スピネロッチオ（医者） 植松 昌

アマンティオ（公証人） 相澤 俊秀

ピネリーノ（靴屋） 井出 英済

グッチオ（染物屋） 千野 一男

ブオーゾ 岸 均

コンサートマスター 西田 博信

第一ヴァイオリン 若松 みすゞ 板倉 良広
近藤 斉 橋本 敏彦

第二ヴァイオリン 村田 剛 池谷 詩織
工藤 美香 駒澤 玲子
田原 咲希

ヴィオラ 鈴木 健一 鬼頭 浩子
白取 寛章 白取 奏江
花井 芳人

チェロ 川村 なつみ 下夕村 祐輝

コントラバス 村田 英康 秋山 ゆか
岩田 剛

ピアノ 宇野 伊世

ハープ 藤巻 都

チェレスタ 宮川 真理菜

フルート＆ピッコロ 平林 德三 井野 敬子
五島 憲一

オーボエ＆イングリッシュホルン
伴野 達也 吉田 友昭

クラリネット 鶴野 未来 岩田 友希江
佐藤 明

ファゴット＆コントラファゴット
杉浦 正直 久保田 はづみ
松島 英雄

ホルン 藤本 眞一 小出 千鶴子
高崎 明 舘 有希

トランペット 布施 嘉春 池谷 知拓
木村 昭弘 林田 理恵

トロンボーン＆チューバ
駒澤 敏 川村 正春
本江 裕司 寺田 憲重

ティンパニ＆打楽器 内田 則彦 浅野 晃次
粟津 渉 平方 眞
藤井 風央

管弦楽 tuttiY 第2期管弦楽団

一般・児童合唱団員

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。tuttiYは第1期より参加。これからも沢山の刺激を受けてガンバります。

小倉 理絵

小学校よりピアノ、社会人になってからはハードロックバンドのキーボードを担当。菊原千草氏に出会い、ア・カペラ合唱団にも

所属。子育てでしばらくブランクがあり、昨年よりママさんコーラス、ル クール サン ファン、宗教音楽研究会/コアジユに参加。

現在は菊原千草氏に師事。病院クラーク。 オペラは初出演。

加賀 まるみ

親子で歌う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。

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に出逢い、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。


