


古代オリンピック競技をめぐり愛憎渦巻く人間模様を
イタリア・オペラを知り尽くしたふたりのマエストロ河原忠之と粟國 淳

そしていまオペラの最前線で活躍する最高のキャストと
紀尾井ホール室内管弦楽団という贅沢な顔ぶれでいきいきと描き出します。

「オリンピーアデ」の登場人物たち
河原忠之 （指揮・チェンバロ）
2006年江原啓之｢スピリチュアル･ヴォイス･カウントダウン」公演で指揮者デビュー。ペルゴ
レージ｢オリンピーアデ｣日本初演をはじめ、｢リゴレット｣「シモン・ボッカネグラ」｢ラ･ボエーム」
｢ジャンニ･スキッキ｣｢コジ･ファン･トゥッテ｣「フィガロの結婚」「魔笛｣｢ドン･ジョヴァンニ｣など
のオペラや数々のコンサートを指揮。日本を代表する歌手や器楽奏者が、その共演者に
挙って指名する人気ピアニストでもあり、国内外の第一線で活躍中の「太メン」男声オペラ
歌手4人とのユニット、IL DEVUのメンバーでもある。国立音楽大学卒業、同大学院修了。
国立音楽大学及び大学院准教授。新国立劇場オペラ研修所音楽主任講師。

粟國 淳 （演出）
サンタ・チェチーリア音楽院でヴァイオリンと指揮法を修め、オペラ演技・演出法をM.ゴ
ヴォーニ女史に師事。ローマ歌劇場で研鑽を積み、藤原歌劇団や新国立劇場で演出助手
を務める。文化庁派遣芸術家在外研修員として研鑽を積んだ後、日欧で活躍。藤原歌劇団
『愛の妙薬』で演出デビュー。新国立劇場『ラ・ボエーム』、藤原歌劇団『ファルスタッフ』、
東京二期会『ホフマン物語』、びわ湖ホール『オテロ』、日生劇場オペラ『アイナダマール』の
日本初演等を手掛ける。海外では『アンドレア・シェニエ』『エルナーニ』、『ホフマン物語』を
演出。抜群の劇場センスと緻密な演出は国際的にも評価が高い。2015年紀尾井ホール
開館２０周年記念オペラ「オリンピーアデ」では満を持しての登場で、歌手のオリンピック的な
競演でもあるこの作品を見事にまとめ、公演を成功へと導いた。

クリステーネ  吉田浩之 （テノール）
国立音楽大学声楽科卒業。東京藝術大学大学院オペラ科修了。90年モーツァルト没後
200年記念国際モーツァルト声楽コンコルソ本選入賞。翌91年文化庁派遣芸術家在外研
修員としてローマに留学。第25回ジロー・オペラ賞新人賞受賞。昨秋、最新のCD「proprio」
をリリース。9月都響定期「天地創造」に出演予定。東京藝術大学音楽学部教授。

　
アリステア  幸田浩子 （ソプラノ）
東京藝術大学首席卒業。同大学院を経て渡欧。ローマ歌劇場等欧州の名門歌劇場に
主要な役でデビューを飾り、ウィーン・フォルクスオーパーと専属契約。帰国後はオーケストラと
の共演や全国各地でのリサイタル、BSフジ「レシピ・アン」MC等多彩な活動を展開。CDも多
数リリース。7月二期会『ばらの騎士』にゾフィーで出演予定。二期会会員。

アルジェーネ  林 美智子 （メゾ･ソプラノ）
東京音楽大学卒業。桐朋学園大学研究科、二期会オペラスタジオ、新国立劇場オペラ
研修所第1期修了。文化庁派遣芸術家在外研修員としてミュンヘンに留学。2003年国
際ミトロプーロス声楽コンクール最高位入賞。2018年3月に第一生命ホールにて“室内
楽ホールdeオペラ～林美智子の『フィガロ』！”をプロデュース予定。

リーチダ 澤畑恵美 （ソプラノ）
国立音楽大学卒業。同大学院、オペラ研修所修了後、渡伊。『フィガロの結婚』スザンナに
抜擢されデビュー以降、『椿姫』ヴィオレッタ等卓越したテクニックと艶やかな舞台姿で、日本
を代表するソプラノとして活躍。11月二期会『こうもり』にロザリンデで出演予定。日本音楽
コンクール第１位、第21回ジロー・オペラ賞受賞。二期会会員。

メガークレ  向野由美子 （メゾ・ソプラノ）
東京藝術大学卒業、同大学大学院修了。藤原歌劇団に「ラ・チェネレントラ」でデビューし、
その後も同団「ランスへの旅」「蝶々夫人」「フィガロの結婚」「オリィ伯爵」「ファルスタッフ」
「カプレーティ家とモンテッキ家」など多数の公演に出演し好評を博している。その他宗教曲
のソリストを務める等、コンサートでも活躍している。藤原歌劇団団員。

アミンタ  望月哲也 （テノール）
東京藝術大学卒業。同大学院修了。新国立劇場『魔笛』タミーノはじめ、多くの公演で絶賛を
博す。宗教曲でも評価は高く、そのレパートリーは30作品以上にわたる。本年より白寿ホール
においてシューベルト三大歌曲シリーズがスタート。第1回「冬の旅」を演奏し、今後は「美しき
水車小屋の娘」「白鳥の歌」を演奏予定。二期会会員。

アルカンドロ  彌勒忠史 （カウンターテナー）
千葉大学大学院修了。東京藝術大学卒業。平成24年度芸術選奨文部科学大臣新人賞
受賞。世界水準のカウンターテナーとして活躍する傍ら、CD《No early music, No life?》、
著作《イタリア貴族養成講座》等を発表し、NHK「テレビでイタリア語」等に記事を連載。在
日本フェッラーラ・ルネサンス文化大使。男声ユニットLa Dillリーダー。二期会会員。

紀尾井ホール室内管弦楽団 （旧称・紀尾井シンフォニエッタ東京）
1995年紀尾井ホール開館時に発足。国内外の第一線で活躍する演奏家が集い、設立当
初の尾高忠明（現・桂冠名誉指揮者）のリーダーシップや、数多くの著名な音楽家たちとの
共演を経て、我が国を代表する演奏団体の一つとなっている。高い演奏技術とアンサンブル
能力に裏打ちされた豊かな音楽性には定評がある。欧州ツアー（2000年）、ドレスデン音楽
祭出演（2005年）、米国公演（2012年）など、国内外で積極的に演奏活動を行っている。
2017年4月より首席指揮者にライナー・ホーネックを迎え、「紀尾井ホール室内管弦楽団」
に改称、さらに活動の幅を広げながら、より一層洗練された音楽作りを目指して前進している。
（運営：新日鉄住金文化財団）

［お食事内容］
1ドリンク（グラス・スプマンテ/ノンアルコール対応可）付
●クロスティーニ●フェタチーズのカプレーゼと野菜の
マリネ●馨しいポルチーニ茸のタリアテッレ ●ハー
ブ、ニンニク、レモンでマリネした牛フィレ肉 または 真鯛
の備長炭グリル ●オペラ、苺ショートケーキ、ヴァニラ
アイスの盛合せ●コーヒー または 紅茶

本公演のお客様限定で、ペルゴレージの故郷・
イタリアの料理を中心とする特別ディナーをご
用意しました。オペラの余韻をガーデンタワー
最上階の夜景とともにお楽しみください。

ペルゴレージ 歌劇 オリンピーアデ

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町6番5号
TEL 03-5276-4500（代表） 

Giovanni Battista Pergolesi  L’Olimpiade
L’Olimpiade. Music of Giovanni Battista Pergolesi. 
Critical edition by Francesco Degrada and Claudio Toscani for Fondazione Pergolesi Spontini Publisher

紀尾井ホール ホームページ  http://www.kioi-hall.or.jp

特別ディナープラン
BELLA VISTA ベッラ・ヴィスタ　　　            

［ご利用可能日時］
「オリンピーアデ」公演各日の終演後～21:00

［ディナー料金］
¥8,000（税・サービス料込・公演入場券代金別途）

クリステーネ
シキュオンの僭主で
アリステーアの父
（吉田浩之）

アルカンドロ
クリステーネの
腹心の部下
（彌勒忠史）

アミンタ
リーチダの叔父
（望月哲也）

リーチダ
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「クレタの王子」？
（澤畑恵美）

アルジェーネ
クレタの令嬢
「羊飼いリコリ」
（林美智子）

メガークレ
アテネの高貴な青年
（向野由美子）
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（幸田浩子）ア
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アルジェーネと密
かに婚約するも、
父王の反対で、ア
ルジェーネは行方
不明に。再会をあ
きらめて、アリス
テーアとの結婚を
夢見る。

父クリステーネ
は、娘のアリス
テーアをオリン
ピックの優勝
者に与えると
宣言。

追剥ぎに襲わ
れたところを
リーチダに助
けられ、以来盟
友となる。

リーチダを愛しな
がらも、クレタ王に
認められず、メ
ガークレとの結婚
を強要される。そ
れを拒否してクレ
タ島を離れ、羊飼
いのリコリとして
隠れて暮らす。

好意

クレタ王により結婚を強要
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＊本プランは各日ディナーのみとなります。
＊お申込み時にメイン料理を「肉（牛フィレ肉）」か「魚（真鯛）」
かお選びください。

＊確定後のキャンセル、ご利用日の変更、振替はできません。
＊本プランは入場券と同時にお申込みください。紀尾井ホール
チケットセンター（電話予約）のみで承ります。紀尾井ホール
ウェブチケットではお取扱いしません。

かぐわ

全３幕／セミステージ／原語上演
（日本語字幕）

各日 限定30席・先着順
ホテルニューオータニ
ガーデンタワー40階

女性役男性役

ホールへのアクセスはウェブで ▶

公益財団法人新日鉄住金文化財団
しんにってつすみきん

紀尾井サポートシステム会員  （五十音順・｢株式会社｣等表記及び敬称略）
紀尾井ホールにご支援いただいている企業および個人の方々です

《特別協賛会員》
《 み や び 会 員 》
《 ひ び き 会 員 》
《 み どり会 員 》

　
《 あ お い 会 員 》

A.ランゲ＆ゾーネ（リシュモン ジャパン）／新日鉄住金ソリューションズ／三菱商事
大島造船所／菅原／住友商事／三井住友銀行／三井物産／三菱商事／三菱地所／メタルワン  ほか匿名２社
岡村製作所／竹中工務店／日本ハム／山下設計
青鬼運送／赤坂維新號／赤坂 エクセルホテル東急／今治造船／ヴォートル／エーケーディ／
NSシンフォニー・オーケストラ／荏原冷熱システム／鹿島建設／ザ・キャピトルホテル 東急／三協／清水建設／
上智大学／スタインウェイ・ジャパン／西武プロパティーズ／第一企業／高砂熱学工業／千代田商事／
テェイスト･ライフ／東京都民銀行／東芝エルティーエンジニアリング／永田音響設計／ニュー・オータニ／
日活アド・エイジェンシー／ハウス食品グループ本社／パナソニック／福田家／富士ゼロックス／松尾楽器商会／
みずほ証券／三井住友信託銀行／三井不動産／三菱電機ビルテクノサービス／三菱東京UFJ銀行／
明治座舞台／ヤフー／ヤマハサウンドシステム／有帆
青木陽介／磯部治生／河村由貴江／近藤貴子／佐久間庸行／佐部いく子／志立正嗣／清水多美子／
清水康子／鈴木 亮／高下謹壱／高橋義徳／外山雄三／中島 博／永田 穂／中西達郎／西村剋美／馬場宏一／
馬場弘之／早川祥子／原田清朗／北條哲也／堀川将史／松本美恵／陸田 実／村上喜代次／村田正仁／
村山千鶴子／持留宗一郎　ほか匿名25名　計97口　 （2017年4月1日現在）


