
今年のアニーも元気いっぱい！
約９０００人のなかから選ばれたアニー役
を始めとする子どもたち！懐かしさの中に
も新しさを求めて進んでいく「アニー」は
今年も期待度満点！

ミッキー＆ミニーと人気のプリンセス
たちがあなたの街にやって来ま
す。ディズニーの名曲や優雅なダ
ンスに夢中になったり、ミッキーた
ちと一緒になって歌ったり手をた
たいたり…。永遠に語り継ぎたい
名作を、上質なミュージカルで
お楽しみください。

©Disney

一冊の本から始まる、
夢の世界へようこそ！

今年のディズニー・オン・アイスは、家族み
んなが大好きなディズニーの名作がいっ
ぱい詰まった魔法の宝箱。また、こども料
金や平日料金が新設され、小学生以下
のお子さまは、なんと1,900円からお楽し
み頂けるようになりました。

総勢60以上の
キャラクターが大共演！

はじめて見るなら、今年です。

S席￥8,000 A席￥6,500

ミュージカル「アニー」が
28年目の今年も
愛と感動をお届けします！

8/23  ～25金 日

日土

※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮願っております。※チケットはお1人様1枚必要です。

出 

演

◎アニー（ダブルキャスト）／　岡花絵、石川鈴菜
◎ウォーバックス／目黒祐樹
◎ハニガン／佐藤仁美
◎ルースター／川久保拓司
◎グレース／彩輝なお 他多数出演

全6公演
愛知県芸術劇場大ホール

豊田市民文化会館大ホール
〈午前公演〉AM11：00
〈午後公演〉PM  3：30

8/24　・25
S席￥5,000  グループチケット（S席4枚セット券）￥18,000
A席￥3,800  グループチケット（A席4枚セット券）￥13,200
※2歳以下のお子様は、保護者1名につき1名まで膝上無料。ただしお席が必要な方は有料。

Annie ⓒNTV

チケット
発売中 チケット発売中

9月発売予定

チケット発売中

月～8/57/27　土

※詳しい料金・公演スケジュールは
　ホームページをご覧ください。

日本ガイシホール

©Disney,ⒸDisney/Pixar

ディズニー・オン・アイス 検 索

それいけ！アンパンマン ミュージカル
「おかしの国のおかしなパーティ」 米村でんじろう サイエンスショー

ミュージカル「アニー」ディズニー・ライブ！「ミッキーのひらけ！魔法の本」

テレビでもおなじみ、米村でん
じろう先生による、あっ！と驚く
実験の数々。科学の不思議と
楽しさを再発見！“科学って面
白い！” 親子で楽しむ体験型科
学実験をお楽しみください！

あっと驚く実験の数 ！々
科学って面白い！

ファミリー イベントインフォメーション
Family Event InformationFamily Event Information

※3歳以上有料。2歳以下でお席が必要な場合は有料。
※公演の詳細が決定次第、弊社ホームページ（cte.jp）にてご案内します。

①PM1：30
②PM4：00日12/22

価格未定

〒460-8613 名古屋市中区錦三丁目15番15号 CTV錦ビル6階
［AM10：00～PM5：00（土・日・祝日/休業）］

※未就学児入場不可。（公演によって異なりますので、ご確認下さい。）※都合により出演者・演目等変更になる可能性があります。あらかじめご了承下さい。※価格は全て税込です。※学生券は中京テレビ事業までお問合せ下さい。

☎052-957-3333
中京テレビ事業 検 索

公演に
関する

お問合せ
チケットの
お申込み

 ht t p://cte. jp
毎週木曜日11時13分～
中京テレビにて
放 送 中 ！！

※放送日時が変更になる可能性があります

インターネットは24時間受付

☎052-320-9933
［AM10：00～PM6：00（土・日・祝日/休業）］

チケットセンター

チケット発売中

アンパンマンが名古屋と
多治見にやってくる！
アンパンマンと仲間たち
が歌って踊る、楽しい
ミュージカル！ドリーミング
のコンサートもあるよ！

前売￥2,500
当日￥2,700

11/10 日

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（旧名古屋市民会館 大ホール）

多治見市文化会館 大ホール

〈１回目〉AM12：00 〈2回目〉PM3：30

11/23 土・祝〈１回目〉AM12：00 〈2回目〉PM3：30

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※３歳以上有料。２歳以下は
保護者１名につき１名膝上鑑
賞可。但し、お席が必要なお子
様は有料。

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

（旧名古屋市民会館 大ホール）

ディズニー・オン・アイス 「トレジャー・トローブ」
Concert
 &Event Guide

中京テレビ コンサート&イベントガイド
2013 Summer vol.18

This is Pianist
◆スペシャルインタビュー

山中千尋／清塚信也
◎今、見逃せないのは、伝統芸能の男たち。 「市川海老蔵」スペシャルインタビュー 

This is Piano
◆ピアノの歴史 ◆ピアノの基礎知識
◆名門ブランドのピアノを比較！！

̶  ̶8月にリリースされる「モルト・カンタービレ」は、
クラシックの名曲をジャズアレンジで聴けるアルバムです。
こうした作品を作ろうと思ったのは？
クラシックは自身のルーツなので、私っぽいアプローチで
ジャズにしてみたいなと思って。昨年、アメリカ西海岸と
ヨーロッパのツアーでいろいろ試したんです。「このアレ
ンジが面白いんじゃないかなとか、「え？これクラシックな
の？」とか…。あとはやっぱり、お客様が凄く喜んでくだ
さったので。でも、そのまま曲をなぞるというのではなくて、
もっと華やかで情熱的な感じに仕立てたいなと。

̶  ̶聴かせていただいて、オリジナルの楽曲の良さを
再認識できるように感じました。
例えばモーツァルトでは「トルコ行進曲」を取り上げていま
すが、非常にキャッチーだと思われたんじゃないでしょう
か。愛される曲…人の心をつかむということは、時間が
経っても何も変わらない。そんな曲をジャズでやることで、
さらに楽しく面白くなるんです。クラシックピアノを弾いてい
た子どもの頃、「こうだったらいいな」と自分で想像してい
ろいろな曲をアレンジしていたんですよ。もっと遠くに行き
たいというか、自分の進みたい方向に曲を持って行きたい
んです。今回のアルバムも、ちょっとそんな感じですね。

̶  ̶どんなところに気をつけてアレンジなさいましたか？
コントラストとか意外性、そして楽しさですね。リストの「愛
の夢 第3番」なども、ロマンティックなんだけれどアフリカ
ンのシックスエイトでやったり、少し意外性を出してみた
部分はあります。またこれをライヴでやると全然違うの
で、それは聴いていただきたいですね。今回はホールツ
アーですから、クラシック音楽にふさわしい厳かな雰囲気
の空間の中で、ライヴハウスのような距離の近さを出し
ていけたらいいと思っています。私自身、ジャズをしなかっ
たらクラシックの良さがわからなかったと思うんです。両
方知っている、と言うと凄くおこがましいですけど、クラ
シックもジャズも両方見られる場所にいられることが凄く
楽しい。これからそういう若い方たちがたくさん出てくると
思うので、もっともっと面白いものを作ってもらいたいと
思っています。

山中千尋 SPECIAL INTERVIEW 
Chihiro Yamanaka

̶  ̶さまざまなスタイルのコンサートを行っていますけれど、
『K’z PIANO SHOW2013』はトークが
大きなポイントになるようですね。
クラシックのピアニストとして活動をしてきた中で、お客様
がどういった音楽を聴きたいのかということを常に考えてき
ました。特にショパンやベートーヴェンなど、クラシックの名
曲は喜んでいただけるのですけれど、曲にまつわるエピ
ソードや作曲家の人物像などをお話しすると、聴き慣れて
いた名曲の印象が大きく変わってしまうのです。たとえば
ショパンの前奏曲「雨だれ」はどうして中ほどになると暗い
音楽になるのか、とおたずねいただいたことがあるのです
けれど、作曲時のちょっと悲惨な生活ぶりがわかれば納得
できますし、音楽の聞こえ方が違ってきますよね。クラシッ
クは長い時間を経てきた中で美化されている部分もあり、
「実はね…」という話をすると「ええっ！」と驚いていただける
ことが多いのです。『K’z PIANO SHOW2013』では演
奏とトークの割合を同じくらいにして、新しい名曲の魅力に
出会っていただけるコンサートにしたいと思います。
̶  ̶映画『さよならドビュッシー』に出演されるなど、
多彩な活動をされていますが、
そうした経験も演奏に生かされますか？
クラシックのコンサートも演劇や映画でも、表現という名
のステージ上では同じですし、むしろそうした場にこそ新しい
ヒントがありますね。コンサートでも演奏だけではなく、トーク

や照明の演出などによって新鮮な印象を与えられますし、い
ろいろなアイデアが生まれるようになります。トークのスキル
を磨くこともできますから、今回のコンサートもより楽しんでい
ただけると確信しています。もちろん、あくまでも名曲を楽しむ
ためのトークですので、演奏はしっかりと聴かせますよ。
̶  ̶清塚さんが感じるピアノという楽器の魅力とは、
どういったものでしょうか。
「ピアノという楽器がそこにないこと」だと思います。ベー
トーヴェンがオーケストラを想定してピアノ曲を書いたり、ド
ビュッシーが絵画を思い浮かべながらピアノ曲を書いたり
したように、いろいろな音色や世界を作り出せるのがピア
ノの魅力なのです。理想の音色を求めるためにはホール
の音響（残響）も味方に付けないといけませんが、愛知県
芸術劇場は申し分のないホールですから、きっと御満足
いただけると思います。知っている名曲だからこそ意外で
面白い話をお聞かせできると思いますので、ぜひたくさん
の方に楽しんでいただきたいですね。

清塚信也 SPECIAL INTERVIEW 
Shinya Kiyozuka

This is
この秋冬は魅力的なピアニストの公演が目白押し！
今回は、クラシックで培った才能をジャズピアノで昇
華する山中千尋、独自の視点でクラシックを紐解く
清塚信也のお二人にお話を伺いました。

“ピアノ”を
堪能できる
おススメ公演！！

「山中千尋 ニューヨーク・トリオ」
◎プログラム／最新アルバム「モルト・カンタービレ」より ほか
■会場／三井住友海上しらかわホール
■料金／S￥6,000  A￥4,000　

9/16 月・祝 PM4：00

「清塚信也
　K'z PIANO SHOW 2013」

11/13 水 PM6：45

■会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
■料金／全席指定￥4,800
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今話題の驚異の13歳の天使が
本格的リサイタルでいよいよ登場！！

ⒸAriga Terasawa 衣装提供：株式会社オンワード樫山

Jazz
Piano

Classic
Piano

Pianist！This is
そもそもピアノとは、どんな楽器なのでしょう？ 
身近なようで意外と知らないピアノそのもの
の基礎知識。ちょっと知っておくと、コンサー
ト前にさらりとうんちくを披露できるかも?! 

ピアノの歴史 History 
of Piano ピアノの基礎知識 Basic

knowledge

ベートーヴェンはイギリス・ブロードウッド製、ヨハン・シュトラウスはウィーンの名門ベーゼ

ンドルファーなど、名門と呼ばれるメーカーのピアノにはどんな特長があるのでしょうか？
名門ブランドのピアノを比較！！

◆スタインウェイ＆サンズ
　　Steinway & Sons

◎愛用者／V.アシュケナージ、S.ブーニン

　　　　　 牛田智大、山中千尋

世界で最も有名なピアノメーカーで、高級

ピアノの市場では圧倒的なシェアを誇り、

有名な音楽ホールには、必ずと言っていい

ほどスタインウェイがあります。特長は音の

ダイナミックさと打楽器的な音の強さです。

18世紀前半までは、ピアノの前身楽器「クラヴィコード」と「ハープシ
コード」が鍵盤楽器の主流でした。13世紀頃から出現したといわれる
クラヴィコードは、音量が極めて小さく、楽器のそばにいる人にしか聴こ
えなかったほどだと言われます。しかし、その繊細な音色が多くの作曲
家や愛好家を魅了しました。14世紀頃にはハープシコード（チェンバロ
とも呼ばれる）が出現。音は鋭く華麗で音量も豊かになりましたが、音
の強弱の変化には乏しかったと言われています。

♪ピアノの前身 楽器のそばにいる人にしか
音が聴こえなかった？

そんなピアノの前身楽器の構造をガラリと変え、現在のピアノの原型
を作ったのがイタリアの楽器製作家バルトロメオ・クリストフォリです。そ
れまで鍵盤楽器の主流だったチェンバロが爪で弦をはじいて音を鳴ら
すものだったのに対し、1709年にハンマー仕掛けで弦を打つ構造を
発明。 “クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ”（弱音も強音も出
せるチェンバロ）と名付けたのが、今日のピアノに相当する最初の楽
器だと言われています。

♪最初のピアノ爪弾くスタイルから
ハンマー仕掛けへ、画期的な発明。

クリストフォリの仕事はドイツのオルガン製作家ジルバーマンに受け継
がれました。彼が改良を重ねて作った新しいピアノは時のフリードリッヒ
大王に献呈され、1747年にJ.S.バッハが御前で演奏したと言われて
います。そのピアノにさらに新たな改良を加えたのが、ヨハン・アンドレ
ス・シュタイン。彼のピアノは軽快なタッチと音が特長で、その明るい音
色を愛したモーツァルトは多くのピアノ曲を書きました。またイギリスでも
ヨハネ・ツンペがクラヴィコードにハンマーアクションを装置したピアノを
製作。さらに、ジョン・ブロードウッドが改良を加えてより力強い音を生み
出すことに成功しました。晩年のベートーヴェンは、ブロードウッド製の
ピアノで数々の傑作を書いたと言われています。

♪ピアノの進化 モーツァルトやベートーヴェン
お気に入りのピアノは？

ピアノ奏法の発達、また多彩な奏法が作曲に取り入れられるようにな
り、ピアノにもより繊細なタッチや豊かな音色が求められるようになって
いきます。19世紀前半になると各国でピアノの製造方法に改良や発
明が行われ、ショパン、リストの時代には、現代の標準的なピアノに限
りなく近い82鍵にまで音域が増えたと言われています。19世紀半ば
には、ピアノのメカニズムと工法は完成の域に達します。その後、質の
向上に向けて各メーカーが試行錯誤を重ね、張りのある豊かな音色の
ある現在のピアノの形が出来上がりました。そんな中、日本では1900
年（明治33年）に国産第1号のピアノが誕生しています。

♪現在のピアノへ 明治時代には
国産第1号のピアノが誕生。

専門の調律師によるピアノ全体のコンディションづくり。チューニングハンマーを使って弦の張力を
加減し音程を正しく合わせる「調律」、心地よいタッチのためにアクション（指の動きをハンマーの運
動に変える部分）の状態や鍵盤、ペダルの動きを調整する「整調」、音色・音量をバランス良く整え
る「整音」の3つの行程がある。

アップライトピアノは200kg～300kg、グランドピアノは300kg以上、コンサート・グランドピアノ
では500kgを超えることも珍しくない。

標準的なモダンピアノには、黒鍵36、白鍵52、合わせて88鍵が装備されている。また弦の総数は
200本を超える。

本来のピアノの形がグランドピアノ。地面と水平にフレームと弦を配し、弦は奏者の正面方向に張
られているため大型になる。限られた設置面積で演奏ができるよう、弦を地面と垂直に張ってコン
パクトにしたのがアップライトピアノ。

鍵盤、アクションと呼ばれるハンマーとダンパー、弦、響板、ブリッジ、フレーム、ケース、蓋、ペダルな
どからなる。鍵盤を押すと、その奥にあるハンマーが下から弦を打つ。弦の振動が駒を介して響板に
伝わり、響板が空気を振動させることで大きな音が鳴る。

ピアノの重さ

鍵盤の数

ピアノの構造

グランドピアノとアップライトピアノ

調 律◎クラヴィコード
ⒸGérard Janot

◎ハープシコード

巨匠アシュケナージ再び！ 最高峰のピアニストが響かせる極上の音色！名ピアニスト、マリア・ジョアン・ピリスのコンチェルトが聴ける！

ⒸSusanne Holm

◎愛用者／清塚信也

◆ベーゼンドルファー Bösendorfer

◎愛用者／山中千尋

オーストリアの名門ピアノメーカー。その柔

らかな音は「ウィーンの宝」とも言われま

す。創業から180年で生産台数が5万台

程度と少なく、幻の名器とも言われました。

しっとりとした音色を持ったピアノで、弱打

の際の繊細な表現も得意としています。

◆ヤマハ YAMAHA

日本を代表するピアノメーカーで国内でも

圧倒的なシェアを誇ります。ピアノの量産

とピアノの値段を大幅に下げることにも成

功しました。音色のまろやかさと明るい音

の響きが特長です。

◆カワイ KAWAI 

カワイピアノの音色はソフトでまろや

か。また、低音部の太いズシンとした響

きが特徴。外装部が透明アクリル樹

脂製のクリスタル・ピアノはYOSHIKI

が愛用している。

◆べヒシュタイン Bechstein

ドイツのピアノメーカーです。「ピアノの

ストラディバリウス」とも呼ばれ、リストや

トビュッシーが絶賛したピアノとしても有

名です。究極の音の透明感と立ち上が

りのシャープさを持っています。

◆ファツィオリ FAZIOLI

1978年にイタリアで創設。手作業にこだ

わった逸品を生産。胴部が他のメーカーに

比べて長いため、ダイナミックできらびやか

な音を奏でます。前回の名古屋公演で

ブーニンは、ファツィオリを持ち込みました。

スタニスラフ･ブーニン ピアノ･リサイタル
伝説は続く ― 躍進を続ける21世紀の巨星
S￥12,000  A￥9,000  B￥7,000  C￥ 5,000  学生￥1,500

◎ブーニン公開レッスン開催！ PM4:00～PM5:00
ブーニンのレッスンを間近でみることができるチャンスです！！
※チケットをお持ちの方は、どなたでもご聴講いただけます。

11/27 水 PM6：45

牛田智大
ピアノ･リサイタル

9/14 土 PM5：00

全席指定￥3,500 学生￥1,500
愛知県芸術劇場コンサートホール

愛知県芸術劇場コンサートホール

ウラディーミル＆ヴォフカ
アシュケナージ
ピアノ･デュオリサイタル

’14 3/9 日 PM2：00

S￥12,000  A￥10,000  B￥8,000  C￥6,000　D￥5,000  学生￥2,500

ロビン･ティチアーティ指揮

スコティッシュ･チェンバー・オーケストラ
ピアノ：マリア･ジョアン･ピリス

’14 2/15 土 PM2：00

S￥15,000  A￥12,000  B￥9,000  C￥7,000  D￥5,000  学生￥3,000

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場コンサートホール

Piano！



̶  ̶8月にリリースされる「モルト・カンタービレ」は、
クラシックの名曲をジャズアレンジで聴けるアルバムです。
こうした作品を作ろうと思ったのは？
クラシックは自身のルーツなので、私っぽいアプローチで
ジャズにしてみたいなと思って。昨年、アメリカ西海岸と
ヨーロッパのツアーでいろいろ試したんです。「このアレ
ンジが面白いんじゃないかなとか、「え？これクラシックな
の？」とか…。あとはやっぱり、お客様が凄く喜んでくだ
さったので。でも、そのまま曲をなぞるというのではなくて、
もっと華やかで情熱的な感じに仕立てたいなと。

̶  ̶聴かせていただいて、オリジナルの楽曲の良さを
再認識できるように感じました。
例えばモーツァルトでは「トルコ行進曲」を取り上げていま
すが、非常にキャッチーだと思われたんじゃないでしょう
か。愛される曲…人の心をつかむということは、時間が
経っても何も変わらない。そんな曲をジャズでやることで、
さらに楽しく面白くなるんです。クラシックピアノを弾いてい
た子どもの頃、「こうだったらいいな」と自分で想像してい
ろいろな曲をアレンジしていたんですよ。もっと遠くに行き
たいというか、自分の進みたい方向に曲を持って行きたい
んです。今回のアルバムも、ちょっとそんな感じですね。

̶  ̶どんなところに気をつけてアレンジなさいましたか？
コントラストとか意外性、そして楽しさですね。リストの「愛
の夢 第3番」なども、ロマンティックなんだけれどアフリカ
ンのシックスエイトでやったり、少し意外性を出してみた
部分はあります。またこれをライヴでやると全然違うの
で、それは聴いていただきたいですね。今回はホールツ
アーですから、クラシック音楽にふさわしい厳かな雰囲気
の空間の中で、ライヴハウスのような距離の近さを出し
ていけたらいいと思っています。私自身、ジャズをしなかっ
たらクラシックの良さがわからなかったと思うんです。両
方知っている、と言うと凄くおこがましいですけど、クラ
シックもジャズも両方見られる場所にいられることが凄く
楽しい。これからそういう若い方たちがたくさん出てくると
思うので、もっともっと面白いものを作ってもらいたいと
思っています。

山中千尋 SPECIAL INTERVIEW 
Chihiro Yamanaka

̶  ̶さまざまなスタイルのコンサートを行っていますけれど、
『K’z PIANO SHOW2013』はトークが
大きなポイントになるようですね。
クラシックのピアニストとして活動をしてきた中で、お客様
がどういった音楽を聴きたいのかということを常に考えてき
ました。特にショパンやベートーヴェンなど、クラシックの名
曲は喜んでいただけるのですけれど、曲にまつわるエピ
ソードや作曲家の人物像などをお話しすると、聴き慣れて
いた名曲の印象が大きく変わってしまうのです。たとえば
ショパンの前奏曲「雨だれ」はどうして中ほどになると暗い
音楽になるのか、とおたずねいただいたことがあるのです
けれど、作曲時のちょっと悲惨な生活ぶりがわかれば納得
できますし、音楽の聞こえ方が違ってきますよね。クラシッ
クは長い時間を経てきた中で美化されている部分もあり、
「実はね…」という話をすると「ええっ！」と驚いていただける
ことが多いのです。『K’z PIANO SHOW2013』では演
奏とトークの割合を同じくらいにして、新しい名曲の魅力に
出会っていただけるコンサートにしたいと思います。
̶  ̶映画『さよならドビュッシー』に出演されるなど、
多彩な活動をされていますが、
そうした経験も演奏に生かされますか？
クラシックのコンサートも演劇や映画でも、表現という名
のステージ上では同じですし、むしろそうした場にこそ新しい
ヒントがありますね。コンサートでも演奏だけではなく、トーク

や照明の演出などによって新鮮な印象を与えられますし、い
ろいろなアイデアが生まれるようになります。トークのスキル
を磨くこともできますから、今回のコンサートもより楽しんでい
ただけると確信しています。もちろん、あくまでも名曲を楽しむ
ためのトークですので、演奏はしっかりと聴かせますよ。
̶  ̶清塚さんが感じるピアノという楽器の魅力とは、
どういったものでしょうか。
「ピアノという楽器がそこにないこと」だと思います。ベー
トーヴェンがオーケストラを想定してピアノ曲を書いたり、ド
ビュッシーが絵画を思い浮かべながらピアノ曲を書いたり
したように、いろいろな音色や世界を作り出せるのがピア
ノの魅力なのです。理想の音色を求めるためにはホール
の音響（残響）も味方に付けないといけませんが、愛知県
芸術劇場は申し分のないホールですから、きっと御満足
いただけると思います。知っている名曲だからこそ意外で
面白い話をお聞かせできると思いますので、ぜひたくさん
の方に楽しんでいただきたいですね。

清塚信也 SPECIAL INTERVIEW 
Shinya Kiyozuka

This is
この秋冬は魅力的なピアニストの公演が目白押し！
今回は、クラシックで培った才能をジャズピアノで昇
華する山中千尋、独自の視点でクラシックを紐解く
清塚信也のお二人にお話を伺いました。

“ピアノ”を
堪能できる
おススメ公演！！

「山中千尋 ニューヨーク・トリオ」
◎プログラム／最新アルバム「モルト・カンタービレ」より ほか
■会場／三井住友海上しらかわホール
■料金／S￥6,000  A￥4,000　

9/16 月・祝 PM4：00

「清塚信也
　K'z PIANO SHOW 2013」

11/13 水 PM6：45

■会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
■料金／全席指定￥4,800
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今話題の驚異の13歳の天使が
本格的リサイタルでいよいよ登場！！

ⒸAriga Terasawa 衣装提供：株式会社オンワード樫山

Jazz
Piano

Classic
Piano

Pianist！This is
そもそもピアノとは、どんな楽器なのでしょう？ 
身近なようで意外と知らないピアノそのもの
の基礎知識。ちょっと知っておくと、コンサー
ト前にさらりとうんちくを披露できるかも?! 

ピアノの歴史 History 
of Piano ピアノの基礎知識 Basic

knowledge

ベートーヴェンはイギリス・ブロードウッド製、ヨハン・シュトラウスはウィーンの名門ベーゼ

ンドルファーなど、名門と呼ばれるメーカーのピアノにはどんな特長があるのでしょうか？
名門ブランドのピアノを比較！！

◆スタインウェイ＆サンズ
　　Steinway & Sons

◎愛用者／V.アシュケナージ、S.ブーニン

　　　　　 牛田智大、山中千尋

世界で最も有名なピアノメーカーで、高級

ピアノの市場では圧倒的なシェアを誇り、

有名な音楽ホールには、必ずと言っていい

ほどスタインウェイがあります。特長は音の

ダイナミックさと打楽器的な音の強さです。

18世紀前半までは、ピアノの前身楽器「クラヴィコード」と「ハープシ
コード」が鍵盤楽器の主流でした。13世紀頃から出現したといわれる
クラヴィコードは、音量が極めて小さく、楽器のそばにいる人にしか聴こ
えなかったほどだと言われます。しかし、その繊細な音色が多くの作曲
家や愛好家を魅了しました。14世紀頃にはハープシコード（チェンバロ
とも呼ばれる）が出現。音は鋭く華麗で音量も豊かになりましたが、音
の強弱の変化には乏しかったと言われています。

♪ピアノの前身 楽器のそばにいる人にしか
音が聴こえなかった？

そんなピアノの前身楽器の構造をガラリと変え、現在のピアノの原型
を作ったのがイタリアの楽器製作家バルトロメオ・クリストフォリです。そ
れまで鍵盤楽器の主流だったチェンバロが爪で弦をはじいて音を鳴ら
すものだったのに対し、1709年にハンマー仕掛けで弦を打つ構造を
発明。 “クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ”（弱音も強音も出
せるチェンバロ）と名付けたのが、今日のピアノに相当する最初の楽
器だと言われています。

♪最初のピアノ爪弾くスタイルから
ハンマー仕掛けへ、画期的な発明。

クリストフォリの仕事はドイツのオルガン製作家ジルバーマンに受け継
がれました。彼が改良を重ねて作った新しいピアノは時のフリードリッヒ
大王に献呈され、1747年にJ.S.バッハが御前で演奏したと言われて
います。そのピアノにさらに新たな改良を加えたのが、ヨハン・アンドレ
ス・シュタイン。彼のピアノは軽快なタッチと音が特長で、その明るい音
色を愛したモーツァルトは多くのピアノ曲を書きました。またイギリスでも
ヨハネ・ツンペがクラヴィコードにハンマーアクションを装置したピアノを
製作。さらに、ジョン・ブロードウッドが改良を加えてより力強い音を生み
出すことに成功しました。晩年のベートーヴェンは、ブロードウッド製の
ピアノで数々の傑作を書いたと言われています。

♪ピアノの進化 モーツァルトやベートーヴェン
お気に入りのピアノは？

ピアノ奏法の発達、また多彩な奏法が作曲に取り入れられるようにな
り、ピアノにもより繊細なタッチや豊かな音色が求められるようになって
いきます。19世紀前半になると各国でピアノの製造方法に改良や発
明が行われ、ショパン、リストの時代には、現代の標準的なピアノに限
りなく近い82鍵にまで音域が増えたと言われています。19世紀半ば
には、ピアノのメカニズムと工法は完成の域に達します。その後、質の
向上に向けて各メーカーが試行錯誤を重ね、張りのある豊かな音色の
ある現在のピアノの形が出来上がりました。そんな中、日本では1900
年（明治33年）に国産第1号のピアノが誕生しています。

♪現在のピアノへ 明治時代には
国産第1号のピアノが誕生。

専門の調律師によるピアノ全体のコンディションづくり。チューニングハンマーを使って弦の張力を
加減し音程を正しく合わせる「調律」、心地よいタッチのためにアクション（指の動きをハンマーの運
動に変える部分）の状態や鍵盤、ペダルの動きを調整する「整調」、音色・音量をバランス良く整え
る「整音」の3つの行程がある。

アップライトピアノは200kg～300kg、グランドピアノは300kg以上、コンサート・グランドピアノ
では500kgを超えることも珍しくない。

標準的なモダンピアノには、黒鍵36、白鍵52、合わせて88鍵が装備されている。また弦の総数は
200本を超える。

本来のピアノの形がグランドピアノ。地面と水平にフレームと弦を配し、弦は奏者の正面方向に張
られているため大型になる。限られた設置面積で演奏ができるよう、弦を地面と垂直に張ってコン
パクトにしたのがアップライトピアノ。

鍵盤、アクションと呼ばれるハンマーとダンパー、弦、響板、ブリッジ、フレーム、ケース、蓋、ペダルな
どからなる。鍵盤を押すと、その奥にあるハンマーが下から弦を打つ。弦の振動が駒を介して響板に
伝わり、響板が空気を振動させることで大きな音が鳴る。

ピアノの重さ

鍵盤の数

ピアノの構造

グランドピアノとアップライトピアノ

調 律◎クラヴィコード
ⒸGérard Janot

◎ハープシコード

巨匠アシュケナージ再び！ 最高峰のピアニストが響かせる極上の音色！名ピアニスト、マリア・ジョアン・ピリスのコンチェルトが聴ける！

ⒸSusanne Holm

◎愛用者／清塚信也

◆ベーゼンドルファー Bösendorfer

◎愛用者／山中千尋

オーストリアの名門ピアノメーカー。その柔

らかな音は「ウィーンの宝」とも言われま

す。創業から180年で生産台数が5万台

程度と少なく、幻の名器とも言われました。

しっとりとした音色を持ったピアノで、弱打

の際の繊細な表現も得意としています。

◆ヤマハ YAMAHA

日本を代表するピアノメーカーで国内でも

圧倒的なシェアを誇ります。ピアノの量産

とピアノの値段を大幅に下げることにも成

功しました。音色のまろやかさと明るい音

の響きが特長です。

◆カワイ KAWAI 

カワイピアノの音色はソフトでまろや

か。また、低音部の太いズシンとした響

きが特徴。外装部が透明アクリル樹

脂製のクリスタル・ピアノはYOSHIKI

が愛用している。

◆べヒシュタイン Bechstein

ドイツのピアノメーカーです。「ピアノの

ストラディバリウス」とも呼ばれ、リストや

トビュッシーが絶賛したピアノとしても有

名です。究極の音の透明感と立ち上が

りのシャープさを持っています。

◆ファツィオリ FAZIOLI

1978年にイタリアで創設。手作業にこだ

わった逸品を生産。胴部が他のメーカーに

比べて長いため、ダイナミックできらびやか

な音を奏でます。前回の名古屋公演で

ブーニンは、ファツィオリを持ち込みました。

スタニスラフ･ブーニン ピアノ･リサイタル
伝説は続く ― 躍進を続ける21世紀の巨星
S￥12,000  A￥9,000  B￥7,000  C￥ 5,000  学生￥1,500

◎ブーニン公開レッスン開催！ PM4:00～PM5:00
ブーニンのレッスンを間近でみることができるチャンスです！！
※チケットをお持ちの方は、どなたでもご聴講いただけます。

11/27 水 PM6：45

牛田智大
ピアノ･リサイタル

9/14 土 PM5：00

全席指定￥3,500 学生￥1,500
愛知県芸術劇場コンサートホール

愛知県芸術劇場コンサートホール

ウラディーミル＆ヴォフカ
アシュケナージ
ピアノ･デュオリサイタル

’14 3/9 日 PM2：00

S￥12,000  A￥10,000  B￥8,000  C￥6,000　D￥5,000  学生￥2,500

ロビン･ティチアーティ指揮

スコティッシュ･チェンバー・オーケストラ
ピアノ：マリア･ジョアン･ピリス

’14 2/15 土 PM2：00

S￥15,000  A￥12,000  B￥9,000  C￥7,000  D￥5,000  学生￥3,000

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場コンサートホール

Piano！
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「市川海老蔵 古典への誘い ～江戸の華～」
◎演目／【一】口上 市川海老蔵、【二】清元素演奏「玉屋」 清元菊輔社中
　　　　【三】清元｢保名｣、【四】清元「お祭り」
■料金／Ｓ￥9,000 Ａ￥7,000　◆企画：市川海老蔵  ◆協力：松竹株式会社

10/12 土

話題の中村勘九郎・中村七之助が贈る、歌舞伎舞踊・津軽三味
線・和太鼓！究極の『和』のステージをお届けいたします！
【一】太鼓-TAO
【二】津軽三味線－高橋竹童
【三】歌舞伎舞踊『団子売』中村勘九郎中村七之助※昼夜配役入替あり
【四】コラボレーション『芯』2013年版（新作）

◎ＭＹ ＳＥＡＴ〈マイシート〉全8公演通し券

ミラノ･スカラ座 特別公演
指揮：グスターボ･ドゥダメル

9/20 金 PM6：30

プラハ国立歌劇場「魔笛」
10/19 土 PM3：00

イルジー･ビエロフラーヴェク指揮
チェコ･フィルハーモニー管弦楽団

富士通コンサートシリーズ

スペシャル

11/4 月･休 PM2：00

シルヴィ･ギエムの「カルメン」
　　　　　　　　　　　　（マッツ･エック振付） 

土･祝11/23 PM2：00

ミッシャ･マイスキー
チェロ･リサイタル ピアノ：リリー・マイスキー

12/8 日 PM2：00

アラン･ギルバート指揮
ニューヨーク･フィルハーモニック

’14 2/9 日 PM2：00

ロビン･ティチアーティ指揮
スコティッシュ･チェンバー･オーケストラ
ピアノ：マリア･ジョアン･ピリス

’14 2/15 土 PM2：00

ウラディーミル＆ヴォフカ･アシュケナージ
ピアノ･デュオリサイタル

’14 3/9 日 PM2：00

ミラノ・スカラ座特別公演は、イタリアオペラの総本山ミラノ・スカラ座のオーケストラ・合唱団が、オペラの名曲を総勢250人というスケー
ルで本場そのままにお届けします。しかも指揮は世界中の注目を集める若手、今最も来日公演を熱望されているグスターボ・ドゥダメル。この
形式の公演は名古屋だけでしか行われないという、フェスティバル開幕にふさわしい豪華で貴重な公演です。奇跡の名演、間違いなし！
オーケストラではほかに名門チェコ・フィルや、名ピアニストマリア・ジョアン・ピリスのコンチェルトが聴けるスコティッシュ・チェン
バー・オーケストラに加えて、アメリカ最高峰のオーケストラ、ニューヨーク・フィルが登場。09年就任以来初めての名古屋公演と
なる音楽監督アラン・ギルバートの手腕に期待が高まります。
大ホールの舞台では、プラハ国立歌劇場がモーツァルトの「魔笛」を上演。壮大なスケールのファンタジー・オペラを、定評ある名門が
その魅力を余すところなくお届けします。バレエでは、100年にひとりのプリマといわれるシルヴィ・ギエムが久々にフェスティバル登場
です。リサイタルでは、こちらも久し振りとなるミッシャ・マイスキー。バッハの無伴奏、シューベルト、シューマン、ブリテンといった、これ
が聴きたい！というチェロの名曲が揃っています。
そして“ピアノの巨匠ウラディーミル・アシュケナージが帰ってくる!!”。リサイタルとしてはなんと19年ぶり！ピアニスト・アシュケナージの
魅力を存分にご堪能ください。息子ヴォフカとともにデュオ・リサイタル形式で、2台ピアノの妙味という新たな発見があるかもしれません。
さあ、あなたはどの公演に心魅かれましたか？ただいま絶賛発売中、良い席はお早めに！

■主催／中京テレビ放送 ■企画運営／中京テレビ事業
※都合により、公演内容、出演者等変更になる可能性があります。

S￥28,000  A￥24,000  B￥19,000  C￥13,000
D￥  9,000  学生￥3,000
バーンスタイン：シンフォニック・ダンス「ウェストサイド物語」より
チャイコフスキー：交響曲 第5番 ホ短調 op.64

S￥9,000  A￥8,000  B￥7,000  C￥6,000
D￥5,000  学生￥2,000
バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 
シューベルト：アルペジョーネ･ソナタ 他

S￥16,000  A￥14,000  B￥11,000  C￥9,000
D￥  7,000  E￥  5,000  学生￥3,000
出演：マッシモ･ムッル、東京バレエ団

S￥29,000  A￥24,000  B￥19,000  C￥15,000
D￥12,000  E￥  9,000  学生￥3,000
ヴェルディ：「アイーダ」より 第2幕グランドフィナーレ～凱旋の場
　　　　 「ナブッコ」より “行け、わが思いよ、金色の翼に乗って” 他

S￥20,000  A￥17,000
B￥14,000  C￥12,000
D￥  9,000  E￥  7,000  学生￥3,000
全2幕（原語上演･日本語字幕付）

S￥19,000  A￥16,000  B￥12,000  C￥9,000
D￥  6,000  学生￥3,000
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリン：ヨゼフ・シュパチェック
チャイコフスキー：交響曲 第6番「悲愴」 他

S￥15,000  A￥12,000  B￥9,000  C￥7,000
D￥  5,000  学生￥3,000
シューマン：ピアノ協奏曲（ピアノ：マリア･ジョアン･ピリス）
ベートーヴェン：交響曲 第5番 「運命」 他

S￥12,000  A￥10,000  B￥8,000  C￥6,000
D￥  5,000  学生￥2,500
ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲
ストラヴィンスキー：春の祭典 他

S￥123,000（定価￥148,000）
A￥104,000（定価￥125,000）

 ̶今年で二回目となる海老蔵さんプロデュースの「古典への誘い」。
今年のテーマは「清元」だということですが。
「清元」は江戸時代に出来た浄瑠璃で、当時は流行りものだった
そうですが、今となっては伝統文化のひとつになっています。ほか
にも歌舞伎の音楽には、長唄、義太夫とさまざまありますが、それ
ぞれの違いについて一般の方にはあまり馴染みがないと思いま
す。今回は、僕が踊りを中心にさせていただいて、興味を持ってい
ただくきっかけにできたらと思っています。

 ̶海老蔵さんは「保名」と「お祭り」を踊られます。
「保名」は清元の中でも非常に素晴らしい演目です。実は、ひとり
で踊る中ではなかなか大曲なんですね。そういうものは古典として
きちんと務めていきたい。祖父も父も踊っているということもありま
して「続けていきたいな」と思っています。「お祭り」は以前、巡業
中に父が倒れたときに私が代役で踊らせていただいたんです。そ
のときは2ヵ月間に渡り、１００回以上踊らせていただきました。自
分のいたらなさや未熟さを感じたこともあったので、少しでも改めて
もう少し「お祭り」らしく晴れやかなものをご覧いただけるようにして
いければなと思っています。「古典への誘い」なので、古典に対し
てのポイントはけっこう多く含んで選んでいますね。

 ̶歌舞伎座が新しくなって歌舞伎そのものの注目度が
高くなっている今、今回のように全国を回る公演の
意義について、どうお考えですか？
昨年の「古典への誘い」で全国を回ってみて、時間をかけてわざわ
ざ主要都市の劇場まで出かけることが難しい方が非常に多いんだ
なということを実感しました。歌舞伎を初めて観るという方が非常に
多くて、凄く新鮮な反応をしてくださったんですね。それが僕は凄く
嬉しくて。歌舞伎の未来のことも考えると、ひとりでも多くの方に観
ていただく機会を作るということはとても大事なんだなと、昨年実感
した訳です。ですから、継続していかないといけないと思っています。

市川海老蔵スペシャル
インタビュー

I c h i k a w a  E b i z ō  S P E C I A L I N T E RV I E W  

名古屋から名鉄犬山線
特急で約17分
江南駅より徒歩10分

名古屋からJR東海道本線 快速で約19分もしくは、
名鉄線 知立駅で三河線に乗換え約35分
刈谷駅南口よりウィングデッキ直結徒歩3分

昨年、好評だった海老蔵自らの企画公演。
第二弾は「清元」にスポットを当て、
音楽と歌舞伎舞踊の魅力がたっぷり！

愛知県刈谷市若松町２丁目１０４　［駐車場］610台

今、見逃せないのは、伝統芸能の男たち。

愛知県江南市
北野町川石２５-１　
■駐車場／200台

江南市民文化会館
大ホール

■開演／［昼公演］PM1：00 ［夜公演］PM4：30
■料金／S￥7,000  A￥5,500
◆製作：松竹株式会社

中村勘九郎 中村七之助 高橋竹童

岸野央明 高山正徳山本啓介 生越寛泰中田勝平

［昼の部］PM1：00  ［夜の部］PM4：30

刈谷市総合文化センター 
アイリス 大ホール

会
場

会
場

落語界の重鎮。埋もれた噺の発掘に執念を燃やす平
成の名人、桂歌丸。八面六臂の活躍で、お茶の間の人
気を支える落語界のプリンス、三遊亭円楽。軽妙洒脱
な話術で人 を々魅了するヨネスケが加わった豪華メン
バーによる名人芸対決！

■開演／PM2：00　■料金／Ｓ￥6,500  Ａ￥5,000  Ｂ￥3,000

※5月29日 ヒルトン東京 製作発表会見にて

※他施設と併用のため、なるべく
公共交通機関でお越し下さい。

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
（旧名古屋市民会館大ホール）

錦秋特別公演 芯201310/10 日 落語名人寄席
歌丸・円楽・米助 三人会

10/14
月・祝

いざな
はな

※音楽は録音音源を使用します。

第31回を迎え、ますますパワーアップ！ 見逃せない公演が目白押しです。



保険センター

つどいの
広場 中央公園

江南高校

休日急病診療所江
南
駅

名
鉄
犬
山
線

宮後砂場西江南市民
文化会館

51

48

アピタ

GS

刈谷
市役所

刈谷駅
南口東バロー

セ
ン
タ
ー

駐
車
場マンション

みなくる刈谷
駐車場

刈谷駅南口

市民会館前

刈谷駅

JR東海道本線

刈谷市総合
文化センター
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ダイアナ･ロス、アレサ･フランクリンらが
大絶賛の「グローリー･ゴスペル･シン
ガーズ」が今年も名古屋にやってくる！
心に沁みわたる本格的な賛美歌や誰
もが楽しめるクリスマス･ソングを、温か
くてパワフルな歌とダンスで貴方にお届
けします！全米トップゴスペルグループ
とエキサイティングなクリスマスを！
［プログラム］アメイジング・グレイス、
ホワイト・クリスマス、きよしこの夜、
アイ・ウィル・フォロー・ヒム、
オー・ハッピー・デイ、シャウト他

Ｓ￥7,500  Ａ￥5,500

中京テレビが主催する様々なイベントをご紹介。お誘い合わせのうえ、ぜひこの機会にお楽しみください！！EVENT INFORMATION

PM00：00

8/17（土）発売 演 劇

TAKUMA FESTIVAL JAPAN
「晩餐」

愛知県芸術劇場コンサートホール名鉄ホール

下記参照

昨年解散した劇団「東京セレソンデラックス」
主宰者であり、また俳優・脚本家・演出家でもあ
る宅間孝行が、新たに立ち上げた舞台企画
「TAKUMA FESTIVAL JAPAN」。
豪華キャストを迎え、宅間孝行が舞台公演用に
3年ぶりに書き下ろす最新作をお見逃しなく！
［出演］宅間孝行、中村梅雀、柴田理恵、田畑智子
　　　市川由衣、我善導、一條俊、稲葉友、宮本剛徳

全席指定 ￥7,500

今年は、Happiness with You～“笑顔”ととも
にをテーマに、「パイレーツ・オブ・カリビアン」「ピ
ノキオ」「リトル・マーメイド」など、ディズニーの輝
く名曲の数 を々オーケストラの演奏とNYブロー
ドウェイで活躍するヴォーカリストの歌声でお贈
りする「輝きのコンサート」です。
10/25(金)公演限定！［ハロウィーン・スペシャル公演］
プログラムの一部を“ハロウィーン・バージョン”でお
贈りする、スペシャルなコンサートです。
10/25（金）PM7：00
10/26（土）、27（日）PM2：00

S￥8,400  A￥6,500  B￥5,000

伝説の歌姫エディット・ピアフが蘇る！フランス
はもちろん、アメリカなどでも大絶賛された、全編
ピアフの曲で構成されたコンサートステージが
ついに日本上陸。マリオン・コティヤールがオス
カーを受賞した映画「エディット・ピアフ～愛の
讃歌～」でピアフの歌声を担当し大絶賛され
た、ジル・エグロによる、ピアフに捧ぐコンサート。
生前のピアフの未公開映像も必見！
［曲目］愛の讃歌、バラ色の人生、私の回転木馬、私
にはどうでもいい、パダン･パダン、ミロール他

全席指定 ￥7,800

7/6（土）発売 ミュージカル

ミュージカル
スペシャルガラコンサート

愛知県芸術劇場コンサートホール名鉄ホール

11/27 水

PM3：00

東宝・劇団四季・宝塚の元メンバーによる珠玉
のガラコンサート！
［出演］宝田明（元東宝）
沢木 順（元劇団四季）、但馬久美（元宝塚歌劇団 星組）
伊東えり（元劇団四季）、鐘丘りお（元劇団四季）
千珠 晄（元宝塚歌劇団 星組）、真織由季（元宝塚歌
劇団星組）、祐澄しゅん（元宝塚歌劇団 花組）
［曲目］｢南太平洋｣～"魅惑の宵"、「マイ・フェア・レ
ディ」～"踊り明かそう"、「サウンド・オブ・ミュージッ
ク」～"エーデルワイス"、｢ラ・マンチャの男｣～"見果
てぬ夢"、「ウェストサイド物語」～"トゥナイト"、「ベル
サイユのばら」～"愛あればこそ"他

全席指定 ￥8,500

発売中 コンサート

EDITH
～エディット・ピアフに捧ぐ～

愛知県芸術劇場コンサートホール名鉄ホール

11/25 月

PM7：00

バッキンガム宮殿を守る誇り高き衛兵、
英国近衛軍楽隊がやってくる！！まるで
私たちをバッキンガム宮殿にいるような
錯覚へと誘い込むほどのきらめくファン
ファーレ、そして続く勇壮なマーチ・・・。
熊皮の帽子と真紅の礼装をまとった近
衛の演奏を是非、お楽しみください。
［出演］コールドストリーム・ガーズ・バンド
［音楽監督・指揮］
ダーレン・ウルフェンデール少佐
［曲目］レ・ミゼラブル、威風堂々、
アメイジング・グレイス、ビートルズナンバー、
ロイド・ウェッバーナンバー 他予定

S￥8,000  A￥6,500  B￥5,000
学生券￥3,000

発売中 コンサート

ディズニー・オン・クラシック
～まほうの夜の音楽会 2013～

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場大ホール

下記参照

夢のディズニーワールドから日本のクリ
スマスの名曲まで！
誰もが耳馴染みのある名曲をオーケス
トラ・サウンドにのせて、心ゆくまでたっ
ぷりと楽しんでいただくクリスマス・ポッ
プスコンサートです。
［出演］指揮・編曲：ボブ佐久間
　　　名古屋フィルハーモニー交響楽団
［プログラム］
◎第1部 ～クリスマスソングから
　　　　　ディズニー・ワールドへ～
◎第2部 ～日本の名曲deクリスマス～

S￥7,000  A￥5,000

PM00：00

7/6（土）発売 コンサート

アヴェ･マリア
クリスマス･オルガンコンサート

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場コンサートホール

12/19 木

PM6：45

7/6（土）発売 ゴスペル

クリスマス･ゴスペルナイト2013
グローリー･ゴスペル･シンガーズ

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場大ホール

12/11 水

PM7：00

7/6（土）発売 オーケストラ

ファンタスティック・クリスマスをあなたに…
with 名古屋フィルハーモニー交響楽団  指揮・編曲：ボブ佐久間

Special Presents

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場コンサートホール

12/17 火

PM6：45

アヴェ･マリア～聖なる母を讃えて～　
敬虔な祈りは音楽となって羽ばたく。
絹のように美しい歌声と、英国王室行
事でも演奏するオルガンのヴィルトゥ
オーゾで、欧米のクリスマスミサのような
敬虔な雰囲気も、楽しいクリスマスの
気分も、どちらも味わえるきらきらとした
魅力のコンサート！
［出演］ソプラノ：イローナ･ドムニク
　　　オルガン：クリストファー･ヘリック
［プログラム］アヴェ･マリア、トッカータと
フーガ ニ短調、きらきら星変奏曲、交響詩
「フィンランディア」、クリスマス･メドレー 他 全席指定￥3,500  学生￥2,000

7/6（土）発売 アイリッシュダンス

ザ・アイリッシュダンス
RAGUS Show ラグース ショー

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場大ホール

12/12 木

PM7：00

第62回神宮式年遷宮奉祝曲「交響
詩〈淨闇の祈り〉」の演奏を通して、式
年遷宮を奉祝するとともに、その意義を
広く啓発します。
［指揮］円光寺雅彦
［ヴァイオリン］川井郁子
［管弦楽］読売日本交響楽団
［演目］藤井フミヤ（作曲）：鎮守の里（第62回
神宮式年遷宮イメージソング・オーケストラ
バージョン）、ホルスト：組曲「惑星」より〈木星
（ジュピター）〉川井郁子編曲、スメタナ：交響
詩「モルダウ」、猿谷紀郎：第62回 神宮式年
遷宮奉祝曲 交響詩〈浄闇の祈り2673〉他 S￥3,000  A￥2,000

Ⓒ読売日本交響楽団

PM00：00

発売中 コンサート

冨田勲×初音ミク
無限大の旅路 ～イーハトーヴ交響曲～

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場大ホール

9/1 日

PM3：00

世界のTOMITAが創った、初音ミクが歌う宮沢
賢治の世界。待望の名古屋初演決定！
［出演］指揮：大友直人、管弦楽：セントラル愛知交響楽
団、ヴァーチャルシンガー：初音ミク 他
［曲目］冨田勲：「イーハトーヴ交響曲 全曲」「新日本
紀行」「勝海舟」「山田洋次監督 映画音楽集たそが
れ清兵衛～隠し剣鬼の爪～武士の一分～おとうと」
「子どものための交響詩新・ジャングル大帝 2009
年版ジャングルの朝～動物たちのつどい」

S￥9,500　A￥8,500
illustration by so-bin 
ⒸCrypton Future Media, Inc. www.piapro.net

発売中 コンサート

日英通商400周年 エリザベス女王戴冠60周年記念

英国女王陛下の近衛軍楽隊
愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場コンサートホール

10/9 水

PM6：45

7/6（土）発売 オーケストラ

第62回
伊勢神宮式年遷宮奉祝演奏会

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場コンサートホール

10/23 水

PM7：00

幸せになる一番の方法は、誰かを深く愛
すること。たとえ思いが通じなくても。感
動のドラマがここに…。客席に吹き荒れ
る感動の嵐、今回もご期待ください。
［原作］柳美里 ［脚本・演出］成井豊＋真柴あずき
［出演］吉田里琴（ゲスト）、大内厚雄、
大森美紀子、西川浩幸、岡田さつき、
岡田達也、岡内美喜子、三浦剛、
鍛治本大樹、小林春世、笹川亜矢奈、
毛塚陽介、楠見薫（ゲスト）
8/30（金）PM7：00
8/31（土）PM2：00、PM7：00
9/  1（日）PM2：00 全席指定 ￥6,500

発売中 演 劇

キャラメルボックス2013 サマーツアー
「雨と夢のあとに」

愛知県芸術劇場コンサートホール名鉄ホール

下記参照

発売中 ハワイアン

ケアリイ・レイシェル
Kukahi 2013 JAPAN TOUR

愛知県芸術劇場コンサートホール愛知県芸術劇場大ホール

9/27 金

PM7：00

ハワイの音楽シーンをリードするケアリイが、今
年も名古屋にやってくる！
ミュージシャンとしてだけでなくダンサーとして
も、メリーモナーク・フェスティバルで総合優勝
を果たしたクムフラで人気を誇る。
ケアリイと、本場ハワイのダンサー、バンドによ
る極上のハワイアンステージをお楽しみ下さい！

S￥7,500  A￥6,500

総勢28名のメンバーが織りなすスペク
タクルなタヒチアンダンスショー！
HEIVA I TAHITIで総合優勝を飾った
タヒチ オラが名古屋初登場！
鳴り響く打楽器、眩しいまでに美しい
女性ダンサーに、鋼のような体の男性
ダンサー。重厚でリズミカルな曲に合
わせ、エキゾチックな美、色、そして喜
びを表現します！！

SS￥11,000  S￥10,000  A￥9,000

発売中 タヒチアンダンス

TAHITI ORA JAPAN TOUR 2013
Moemoea ～タヒチの夢～

愛知県芸術劇場コンサートホールアートピアホール（ナディアパーク 11F）

9/18 水

PM7：00

話題騒然！人気沸騰！世界を席巻した
人気のアイリッシュダンス・カンパニー！
アイルランド文化伝統の地「アラン島」
から始まり、世界各国から大絶賛を浴
びている“ラグース”が今年も名古屋に！
前回来日公演では売り切れ続出。音
楽と歌とダンスの三拍子揃った究極の
エンタテインメントショー！

Ｓ￥7,500  Ａ￥6,500  Ｂ￥5,000  学生￥3,000

第6回　まいまい狂言会

□□□□□□□□□■

7/20 土

AM10：30

発売中 パントマイム

全席指定 ￥5,500

真っ白な紙からたくさんのサプ
ライズが生み出され、舞台上だ
けでなく、客席までもが一体と
なってパフォーマンスが行われ
ます。最大の見どころは、ス
テージで繰り広げられるパント
マイム。音のない空間から笑
いを作り出すそのパフォーマン
スは、大人も子どももみんなで
楽しめます。

オー・ソレ・ミオ
イタリア・ナポリターナ楽団

愛知県芸術劇場コンサートホール

7/28 日

PM1：00

ミミリチ・
パントマイム・シアター
～ペーパー・ワールド～
名鉄ホール

7/28 日

PM1：00・PM4：00

発売中 カンツォーネ青くきらめく地
中海に情熱の
歌声が響く。ナ
ポリ民謡とカン
ツォーネのベス
トセレクション！
待望の２年ぶり
の来日公演！
［曲目］帰れソレ
ントへ、ヴォラー
レ、サンタ・ルチア
フニクリ・フニクラ、オー・ソレ・ミオ他多数
全席指定 ￥５，５００

「市川海老蔵 古典への誘い ～江戸の華～」
◎演目／【一】口上 市川海老蔵、【二】清元素演奏「玉屋」 清元菊輔社中
　　　　【三】清元｢保名｣、【四】清元「お祭り」
■料金／Ｓ￥9,000 Ａ￥7,000　◆企画：市川海老蔵  ◆協力：松竹株式会社

10/12 土

話題の中村勘九郎・中村七之助が贈る、歌舞伎舞踊・津軽三味
線・和太鼓！究極の『和』のステージをお届けいたします！
【一】太鼓-TAO
【二】津軽三味線－高橋竹童
【三】歌舞伎舞踊『団子売』中村勘九郎中村七之助※昼夜配役入替あり
【四】コラボレーション『芯』2013年版（新作）

10/25   ～
10/27

金

日
10/31   ～
11/4

木

月・休

8/30   
～9/1

金

日

名古屋能楽堂

発売中 狂 言「小さな子どもと
一 緒 に 観 劇
を」。伝統芸能
の世界でも珍し
い試みを、子育
て中のママたち
が企画。室町時
代から600年以
上続く伝統芸
能をこの夏休み
も親子で観て、触れて、たっぷり笑いましょう！

全席指定 ￥2,000　※3歳から入場可

ⒸGERADEhaus

◎ＭＹ ＳＥＡＴ〈マイシート〉全8公演通し券

ミラノ･スカラ座 特別公演
指揮：グスターボ･ドゥダメル

9/20 金 PM6：30

プラハ国立歌劇場「魔笛」
10/19 土 PM3：00

イルジー･ビエロフラーヴェク指揮
チェコ･フィルハーモニー管弦楽団

富士通コンサートシリーズ

スペシャル

11/4 月･休 PM2：00

シルヴィ･ギエムの「カルメン」
　　　　　　　　　　　　（マッツ･エック振付） 

土･祝11/23 PM2：00

ミッシャ･マイスキー
チェロ･リサイタル ピアノ：リリー・マイスキー

12/8 日 PM2：00

アラン･ギルバート指揮
ニューヨーク･フィルハーモニック

’14 2/9 日 PM2：00

ロビン･ティチアーティ指揮
スコティッシュ･チェンバー･オーケストラ
ピアノ：マリア･ジョアン･ピリス

’14 2/15 土 PM2：00

ウラディーミル＆ヴォフカ･アシュケナージ
ピアノ･デュオリサイタル

’14 3/9 日 PM2：00

ミラノ・スカラ座特別公演は、イタリアオペラの総本山ミラノ・スカラ座のオーケストラ・合唱団が、オペラの名曲を総勢250人というスケー
ルで本場そのままにお届けします。しかも指揮は世界中の注目を集める若手、今最も来日公演を熱望されているグスターボ・ドゥダメル。この
形式の公演は名古屋だけでしか行われないという、フェスティバル開幕にふさわしい豪華で貴重な公演です。奇跡の名演、間違いなし！
オーケストラではほかに名門チェコ・フィルや、名ピアニストマリア・ジョアン・ピリスのコンチェルトが聴けるスコティッシュ・チェン
バー・オーケストラに加えて、アメリカ最高峰のオーケストラ、ニューヨーク・フィルが登場。09年就任以来初めての名古屋公演と
なる音楽監督アラン・ギルバートの手腕に期待が高まります。
大ホールの舞台では、プラハ国立歌劇場がモーツァルトの「魔笛」を上演。壮大なスケールのファンタジー・オペラを、定評ある名門が
その魅力を余すところなくお届けします。バレエでは、100年にひとりのプリマといわれるシルヴィ・ギエムが久々にフェスティバル登場
です。リサイタルでは、こちらも久し振りとなるミッシャ・マイスキー。バッハの無伴奏、シューベルト、シューマン、ブリテンといった、これ
が聴きたい！というチェロの名曲が揃っています。
そして“ピアノの巨匠ウラディーミル・アシュケナージが帰ってくる!!”。リサイタルとしてはなんと19年ぶり！ピアニスト・アシュケナージの
魅力を存分にご堪能ください。息子ヴォフカとともにデュオ・リサイタル形式で、2台ピアノの妙味という新たな発見があるかもしれません。
さあ、あなたはどの公演に心魅かれましたか？ただいま絶賛発売中、良い席はお早めに！

■主催／中京テレビ放送 ■企画運営／中京テレビ事業
※都合により、公演内容、出演者等変更になる可能性があります。

S￥28,000  A￥24,000  B￥19,000  C￥13,000
D￥  9,000  学生￥3,000
バーンスタイン：シンフォニック・ダンス「ウェストサイド物語」より
チャイコフスキー：交響曲 第5番 ホ短調 op.64

S￥9,000  A￥8,000  B￥7,000  C￥6,000
D￥5,000  学生￥2,000
バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 
シューベルト：アルペジョーネ･ソナタ 他

S￥16,000  A￥14,000  B￥11,000  C￥9,000
D￥  7,000  E￥  5,000  学生￥3,000
出演：マッシモ･ムッル、東京バレエ団

S￥29,000  A￥24,000  B￥19,000  C￥15,000
D￥12,000  E￥  9,000  学生￥3,000
ヴェルディ：「アイーダ」より 第2幕グランドフィナーレ～凱旋の場
　　　　 「ナブッコ」より “行け、わが思いよ、金色の翼に乗って” 他

S￥20,000  A￥17,000
B￥14,000  C￥12,000
D￥  9,000  E￥  7,000  学生￥3,000
全2幕（原語上演･日本語字幕付）

S￥19,000  A￥16,000  B￥12,000  C￥9,000
D￥  6,000  学生￥3,000
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリン：ヨゼフ・シュパチェック
チャイコフスキー：交響曲 第6番「悲愴」 他

S￥15,000  A￥12,000  B￥9,000  C￥7,000
D￥  5,000  学生￥3,000
シューマン：ピアノ協奏曲（ピアノ：マリア･ジョアン･ピリス）
ベートーヴェン：交響曲 第5番 「運命」 他

S￥12,000  A￥10,000  B￥8,000  C￥6,000
D￥  5,000  学生￥2,500
ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲
ストラヴィンスキー：春の祭典 他

S￥123,000（定価￥148,000）
A￥104,000（定価￥125,000）

 ̶今年で二回目となる海老蔵さんプロデュースの「古典への誘い」。
今年のテーマは「清元」だということですが。
「清元」は江戸時代に出来た浄瑠璃で、当時は流行りものだった
そうですが、今となっては伝統文化のひとつになっています。ほか
にも歌舞伎の音楽には、長唄、義太夫とさまざまありますが、それ
ぞれの違いについて一般の方にはあまり馴染みがないと思いま
す。今回は、僕が踊りを中心にさせていただいて、興味を持ってい
ただくきっかけにできたらと思っています。

 ̶海老蔵さんは「保名」と「お祭り」を踊られます。
「保名」は清元の中でも非常に素晴らしい演目です。実は、ひとり
で踊る中ではなかなか大曲なんですね。そういうものは古典として
きちんと務めていきたい。祖父も父も踊っているということもありま
して「続けていきたいな」と思っています。「お祭り」は以前、巡業
中に父が倒れたときに私が代役で踊らせていただいたんです。そ
のときは2ヵ月間に渡り、１００回以上踊らせていただきました。自
分のいたらなさや未熟さを感じたこともあったので、少しでも改めて
もう少し「お祭り」らしく晴れやかなものをご覧いただけるようにして
いければなと思っています。「古典への誘い」なので、古典に対し
てのポイントはけっこう多く含んで選んでいますね。

 ̶歌舞伎座が新しくなって歌舞伎そのものの注目度が
高くなっている今、今回のように全国を回る公演の
意義について、どうお考えですか？
昨年の「古典への誘い」で全国を回ってみて、時間をかけてわざわ
ざ主要都市の劇場まで出かけることが難しい方が非常に多いんだ
なということを実感しました。歌舞伎を初めて観るという方が非常に
多くて、凄く新鮮な反応をしてくださったんですね。それが僕は凄く
嬉しくて。歌舞伎の未来のことも考えると、ひとりでも多くの方に観
ていただく機会を作るということはとても大事なんだなと、昨年実感
した訳です。ですから、継続していかないといけないと思っています。

市川海老蔵スペシャル
インタビュー

I c h i k a w a  E b i z ō  S P E C I A L I N T E RV I E W  

名古屋から名鉄犬山線
特急で約17分
江南駅より徒歩10分

名古屋からJR東海道本線 快速で約19分もしくは、
名鉄線 知立駅で三河線に乗換え約35分
刈谷駅南口よりウィングデッキ直結徒歩3分

昨年、好評だった海老蔵自らの企画公演。
第二弾は「清元」にスポットを当て、
音楽と歌舞伎舞踊の魅力がたっぷり！

愛知県刈谷市若松町２丁目１０４　［駐車場］610台

今、見逃せないのは、伝統芸能の男たち。

愛知県江南市
北野町川石２５-１　
■駐車場／200台

江南市民文化会館
大ホール

■開演／［昼公演］PM1：00 ［夜公演］PM4：30
■料金／S￥7,000  A￥5,500
◆製作：松竹株式会社

中村勘九郎 中村七之助 高橋竹童

岸野央明 高山正徳山本啓介 生越寛泰中田勝平

［昼の部］PM1：00  ［夜の部］PM4：30

刈谷市総合文化センター 
アイリス 大ホール

会
場

会
場

落語界の重鎮。埋もれた噺の発掘に執念を燃やす平
成の名人、桂歌丸。八面六臂の活躍で、お茶の間の人
気を支える落語界のプリンス、三遊亭円楽。軽妙洒脱
な話術で人 を々魅了するヨネスケが加わった豪華メン
バーによる名人芸対決！

■開演／PM2：00　■料金／Ｓ￥6,500  Ａ￥5,000  Ｂ￥3,000

※5月29日 ヒルトン東京 製作発表会見にて

※他施設と併用のため、なるべく
公共交通機関でお越し下さい。

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
（旧名古屋市民会館大ホール）

錦秋特別公演 芯201310/10 日 落語名人寄席
歌丸・円楽・米助 三人会

10/14
月・祝

いざな
はな

全7回公演
※公演のスケジュールが決まり次第
　弊社ホームページ（cte.jp）にてご案内します。

※音楽は録音音源を使用します。

第31回を迎え、ますますパワーアップ！ 見逃せない公演が目白押しです。

©Disney
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