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ブルーマングループ
WORLD TOUR IN JAPAN

Satoshi Tsumabuki

あのブルーマンが進化して、
名古屋初登場！

ウディ・アレンの映画『カイロの紫のバラ』にインスパイアされた
『キネマと恋人』は、昭和11年の架空の港町「梟
島」が舞台。つらい生活の中、映画鑑賞に生き甲斐を感じるハルコ
（緒川たまき）
が観ているスクリーンの中から、
キャラクターの一人「間坂寅蔵」が現実世界へと飛び出てきてしまう。寅蔵を演じた役者「高木高助」も交えて起こ
る騒動を描くこのビターなロマンティック・コメディで、二役を演じる妻夫木聡に意気込みを聞いた。

東京では異例の超ロングランヒットを記録、80万人以上が衝
撃を受けたブルーマン！今なお進化を続けるブルーマンは
2016年からワールドツアーをスタート。18ヶ国38都市を巡る
公演では、世界3,500万人が熱狂！年齢、性別、国や文化の
境界を超え、
あらゆる人々を魅了し続けている。その最新版公
演「ブルーマングループ ワールドツアー」
が日本初上陸！音楽、
アート、
コメディが融合したあの唯一無二のステージがバージョ
ンアップし、
さらなる領域へ。ポンチョ席完売！
！日本中が熱視
線を送るBLUEMANをお見逃しなく！
！

̶̶ 2016年に初演され、好評を博した舞台の待望の よね。僕にとって、
これまで演じてきた役は、
すべて自分
再演です。

の子供のようなものかな。それぞれに愛し方が違う子供

初演のときから、
いつか再演できたらいいねと、台本・演 のような存在ですね。
出のケラリーノ・サンドロヴィッチさんはじめ、
みんなで話し ̶̶ 劇中、映画館で上映されている映像と掛け合いで
ていた作品ですし、再演するなら旅公演も絶対にセットで 演技が展開されていったり、
しゃれた趣向の作品ですね。
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と思っていたので、今回、名古屋も含めさまざまな都市で アップになると少しの角度の差でも目線の位置が大き
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公演できることが本当にうれしいです。日本の架空の港 く変わってきたりするので、劇中用いる映像について
町で語られる架空の方言が出てくる作品で、地方色が一 は、後で実際に舞台で演技することも考えながら撮影

13：00
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16：00
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つの特色となっているので、初演の旅公演でも感じたこ に臨んでいて、
その意味では、
これまでの映像作品での
とですが、
どこに行っても愛される作品だと思っています。 経験が生きたなと。原作の映画もせつないのですが、
そ
̶̶ 妻夫木さんが演じる役者の高木と、高木が映画の こにさらに哀愁が加わって、登場人物全員のその後の

料

そんな群像劇に仕上
中で扮したキャラクターである寅蔵、
そしてヒロイン・ハル 人生まで観てみたくなるような、
コとの、不思議な三角関係が味わい深い物語ですね。

がっていると思います。映画の中のキャラクターが現実

初演の際は、稽古が始まったとき、台本が10ページくら に出てきてしまうというファンタジックな状況があるので、
いしかなかったんですよね
（笑）
。今回は台本がすでにあ 登場人物の気持ちになりやすい作品なのかなと。初演
るので、前回をなぞらず、
より掘り下げて演じたいです。 のときは、客席が非常に近い劇場でやっていたというこ
逆に、頭で考えすぎないようにしたいなと思っています ともあって、観ているお客様も作品の一部、出演者のよ
が、
そこは演出のKERAさんを信じていれば大丈夫かな
と。僕自身、
そのとき演じている役を日常にまで引きずっ
てしまうことはしょっちゅうありますし、演じた役のイメージ
で見られてしまうことも、
ある意味しかたのないことです

水
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愛知県芸術劇場大ホール
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金｜ポンチョ席￥10,500
（完売） LOM
S席￥9,500 A席￥8,500 割引

※親子シート S席
（こども料金）
￥7,000 A席
（こども料金）
￥6,000
対象：小学生のお子様（大人1名につき、お子様2名まで。割引適用はお子様のみ）
※中学生以上のお客様がこども料金のチケットでご入場される際は、
通常料金との差額2,500円を頂戴いたします。
また、小学生のお子様が通常料金のチケットでご入場される際には、
差額の返金はいたしかねます。

名古屋市
芸術創造センター

月・祝

5日
（水）

世田谷パブリックシアター＋KERA・MAP#009

舞台「キネマと恋人」

公式HP

◎開演／7/12
（金）
18：30 7/13
（土）
13:00、18：00
7/14
（日）
13：00、18：00 7/15
（月・祝）
13：00
うに感じながら演じていました。僕たち出演者も含め、
ど
台本・演出｜ケラリーノ・サンドロヴィッチ
こか別の世界、夢の世界に連れて行ってくれるような、
出 演｜妻夫木聡、緒川たまき、
ともさかりえ 他
LOM
そんな魅力のある作品だと思っています。
料 金｜全席指定 ￥8,500
割引
取材・文＝藤本真由
（舞台評論家）
（名古屋市芸術創造センター）
◎共催／名古屋市文化振興事業団

SPECIAL

「アニー」

丸美屋食品ミュージカル
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30 〜9/1
金

日

①11: 00 ②15: 00 愛知県芸術劇場大ホール

34年目のアニー！明日はきっとやってくる
34年目の今年は、ハニガン役に早見優、
ウォーバックス役に藤本隆宏、
グ

レース役に元宝塚歌劇団トップ娘役の蒼乃夕妃など、今年も豪華なキャスト
でお届けします！
！今日つらい事があっても、明るい明日がきっと来ると信じて
前向きに生きるアニー。
そんなアニーの活躍を劇場で応援してください！
※舞台写真は2018年公演より

出 演｜アニー
（Wキャスト）
：岡 菜々子、山﨑 玲奈
ウォーバックス：藤本 隆宏 ハニガン：早見 優
グレース：蒼乃 夕妃 ルースター：青柳 塁斗 リリー：服部 杏奈 他
料 金｜S￥8,500 A￥6,500
※4歳未満のお子様のご入場はできません。チケットはお1人様1枚必要です。

LOM
割引

C O M M EN T
◎藤本隆宏

Annie2019ⒸNTV

※舞台写真は2018年公演より

［STORY］舞台は1933年のニューヨーク。世界大恐慌直後の街で誰もが希望を失って
いるなか、11歳の女の子アニーだけは元気いっぱい。11年前、孤児院の前に置き去りにさ
れたというのに、
いつか両親が迎えに来ると信じて、逆境にひるむことなく前向きに生きていま
す。
そんなある日、
クリスマスの2週間を大富豪オリバー・ウォーバックスのもとで過ごすことに。
その強い気持ちに打たれたウォーバックスは、懸賞金をかけて彼女の両親を捜すことにしま
す。
ところが、
それを知った孤児院の院長ハニガンと弟ルースター、
その恋人のリリーは、懸賞
金目当てに悪だくみを始めて･･･。アニーの夢はかなうのでしょうか？

（ウォーバックス）
2017年、2018年と
出演し大好評だった
藤本隆宏、3年連続
出 演 決 定！大 富 豪
ウォーバックスを貫禄
たっぷりに演じます。

◎早見 優

（ハニガン）
7 年 振りの舞 台出演
で話題。普段はかわい
らしい役が多いが、今
回初のヒール役に挑
戦。
「地を出せば」
と娘
たちからも太鼓判。

◎青柳塁斗

◎蒼乃夕妃

◎服部杏奈

3年連続続投！イジワル
だけど憎めない愛されキャ
ラ・ルースターを、青柳塁
斗が今年も魅せます！

元宝塚歌劇団トップ娘役。
退団後も舞台やミュージ
カルで幅広く活躍する実
力派蒼乃演じるグレース
をお楽しみに。

2006年にアニー役に抜
擢された服 部 杏 奈がス
テージに帰ってきます！
チャーミングなリリーをお
楽しみに。

（ルースター）

（グレース）

（リリー）

ナプア・グレイグwith

ハワイアン・フラ・ダンサーズ

-Halau Na Lei Kaumaka O Uka- JAPAN TOUR 2019
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18

木

18:30 愛知県芸術劇場大ホール
S￥7,500 A￥6,000 B￥4,000

LOM
割引

総勢25名のダンサー、
ミュージシャン達による
極上のハワイアンステージ！
フラの世界大会、
メリーモナーク総合優勝のフラグループによる感動の120分！
ナプア・グレイグ率いるフラチーム
『Halau Na Lei Kaumaka O Uka（ハーラウ・
ナ・レイ・カウマカ・オ・ウカ）』
がフラの世界大会メリーモナークフェスティバルで総合
優勝を果たした感動のフラステージを再びお届けします。
ミス・アロハ・フラ2018の
シャリア、2013のマナラニがステージをさらに彩り、男性のフラダンサーも来日。迫
力の古典フラから、
ゆったりとした現代フラ、
力強い男性フラから、華麗な女性のフ
ラまで。
１２０分に凝縮された極上のハワイアンステージをお楽しみください。
歌・ウクレレ｜ナプア・グレイグ
（クムフラ）
フ
ラ｜ハーラウ・ナ・レイ・カウマカ・オ・ウカ
（ワヒネダンサー）
全国ツアー
シャリア・カマカオカラニ
（ミス・アロハ・フラ 2018）
公式HP
マナラニ・イングリッシュ
（ミス・アロハ・フラ 2013）
ハーラウ・イ・カ・ヴェキウ(カネダンサー）
演
奏｜ハワイアン・バンド
ただしお席が必要な方は有料。
※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、

公演に
関する
お問合せ

☎ 052-588-4477

10：00〜17：00
（土・日・祝日/休業）

チケットの
お申込み

JST Nagoya
HAWAI I Festival 2019

24 ・25 ・26
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金

土

日

オアシス２１
9:30〜21:00 エディオン久屋広場［ 入場無料 ］

東海エリア最大のハワイイベントが今年も開催！
今回は、
オアフ島エリア・ステージ(オアシス21会場)に加え、新たにハワイ島エリア・
ステージがエディオン久屋広場に移りスケールアップ！熱気あふれる4,500人の地
元フラダンサーによるステージや、
ハワイアンミュージシャンによる音楽ステージ、
そし
てSPECIAL GUESTにハワイフェスでお馴染みの平井大を迎え、見逃せないス
テージをお届けします。
リニューアルしたハワイ島エリア
（エディオン久屋広場）
では
フードやショッピングが充実
（土日のみ開催）
。お気に入りのハワイアンフードを片手
にショッピングやステージをお楽しみいただけます。
ロミロミやリボンレイなどのワーク
ショップやハワイアンアートの展示にもご注目ください。
※最新情報はHPをご覧ください。

ナゴヤハワイフェス

チケットセンター

☎052-320-9933

［ 10：00〜18：00（土・日・祝日/休業）◎インターネットは24時間受付 https://cte.jp/ ］

公式

検索

で
Twitter Facebook

最新情報を
中京テレビ事業
チェック！

検索

※各公演は中京テレビ事業チケットセンターの他、
各プレイガイドにて販売しております。※価格は全て税込です。
貸切公演、芸術鑑賞会、福利厚生、団体鑑賞など幅広くご相談に応じます！ ※都合により出演者・演目等変更になる可能性があります。※一部完売している公演・席種もございます。予めご了承ください。
※詳しくはお電話にてお問い合わせください。
［ 中京テレビ事業TEL.052-588-4477 10：00〜17：00
（土・日・祝日/休業）］ ※未就学児入場不可
（一部除く）
※学生
（抽選）
はHPよりエントリーのうえ抽選。詳しくは https://cte.jp/をご覧ください。

