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Collaboration Box
Culture

Chichibu life with culture

はじめまして、市民会館です。
秩父宮記念市民会館は、2017年 3月26 日、構想から約 5 年の歳月を経て、開館の日を迎えました。 開館記念式典では、
春の雪が舞う中、 市民をはじめ多くの方々が誕生をお祝いしてくださいました。
8月20日には、いよいよ開館記念公演 「ちちぶオペラ ミカド」 を上演し、市民会館の幕が上がります。その後も、演劇、バレエ、
コンサートなど多彩な事業を展開していきます。 お一人で、 お友達と、 ご夫婦で、 親子で、 お孫さんと、 市民会館にぜひお越
しください。 出会ったことのないアーティスト、 出会ったことのない作品、 出会ったことのない文化との出会いが待っています。
市民会館は、 皆さんの人生に寄りそう場所で在りたいと思います。 生まれたばかりの市民会館をあたたかな目で見守り、
皆さんの手で育ててください。 ここから 10 年、 20 年･･･50 年･･･、 末永くよろしくお願いします。

Culture
Collaboration
Box

みんなが 「つながる」、 みんなで 「はぐくむ」、 みんなに 「とどける」
つながる

はぐくむ

とどける

誰もが集い、 交流が生まれる

次世代を担う人材を育てる

地域ならではの文化資源を引き継ぐ

文化を通じて、 世代を超えてつながる

新たな文化芸術を創りだす

秩父の新しい文化を発信する

やすひと

「秩父宮記念市民会館」 は、 故秩父宮雍仁親王
殿下の御遺徳をしのび、 秩父宮家との御縁故を永く
記念するとともに、 市民の文化的向上と福祉の増進を
図るため設置され、 その名称とともに秩父地域の皆様
に愛され続けています。

ロゴマーク
建物が何層にも積み上げられ、次の世代に発展していく様子、
秩父夜祭の屋台・笠鉾を下から見上げた様子、
市民会館の基本方針である「つながる・はぐくむ・とどける」の
3つを重ねた様子を、「秩父」のアルファベット頭文字
「c・c・b」で表現しています。
デザイン／株式会社 甘利デザイン事務所 甘利弘樹
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開館記念公演ラインナップ
ちちぶオペラ

子供のためのシェイクスピア

「ミカド ～Town of Chichibu ～」

８月20日（日）

「リア王」

９月２日（土）

開場／13：30
開演／14：00

開場／13：30
開演／14：00

大ホールフォレスタ

大ホールフォレスタ

全席指定
Ｓ席 6,000円
Ａ席 5,000円
Ｂ席 4,000円

全席指定

礼
完売御

＜開館記念特別価格＞

一般 3,000円
高校生以下 1,000円

秩父にオペラ「ミカド」が帰ってくる！歌舞伎や秩父銘仙、秩父屋
台囃子など秩父らしさを取り入れ、今までの公演とはまた違う新し
い舞台となって市民会館の舞台を彩ります！

宝くじまちの音楽会

「南こうせつ

with

大人にも子どもにも大人気のシリーズが秩父に初登場です！遊び心満
載の演出で、演劇を初めて観る人でも分かりやすく楽しめる作品です。
娘の愛情をはかりにかけた男の物語「リア王」をお楽しみください！

NBA バレエ団

ウー・ファン

～心のうたコンサート～」

９月９日（土）

「ドン・キホーテ」

９月24日（日）

開場／13：30 開演／14：00

開場／17：00
開演／17：30

大ホールフォレスタ
全席指定
Ｓ席 4,000円
Ａ席 3,000円
Ｂ席 2,000円

大ホールフォレスタ
全席指定
前売 2,000円

礼

完売御

秩父出身のプリンシパル峰岸千晶
さんを主役に迎え、愛と笑いに満
ち溢れた最高にハッピーな「ド
ン・キホーテ」をお届けします。

曲目／神田川、妹、夢一夜 他
総勢69名の地元合唱団との夢の共演も
お見逃しなく！

キャラメルボックス 2017
グリーティングシアター VOL.4

「光の帝国」

NHK のど自慢

10月29日（日）予

選／10月28日
（土）
放送日／10月29日
（日）

10月12日（木）
開場／18：30
開演／19：00

大ホールフォレスタ

ゲスト
冠 二郎 藤あや子

大ホールフォレスタ
全席指定
＜開館記念特別価格＞

一般 3,500円
高校生以下 1,500円
直木賞作家恩田陸さんの「光の帝国 大きな引き出し」を舞台化し、若者
を中心に絶大な人気を誇るキャラメルボックスが秩父に初上陸します！

出場者・観覧者募集等の
詳細は、市報ちちぶ8月
号、秩父市ホームページ
をご覧ください。

チケットの取り扱い
● 秩父宮記念市民会館
【窓口販売】1階ホール事務室（9:00～19:00 火曜日休館）
お支払い方法：現金のみ
※購入後のチケットの変更・払い戻しはできません。
※車椅子での鑑賞をご希望の方はお電話でお問い合わせください。

● 吉田・大滝・荒川総合支所
【窓口販売】市民福祉課（平日8:30～17:15）
お支払い方法：現金のみ

● チケットぴあ
http://t.pia.jp/

電話：0570-02-9999
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ち ちぶオペラ

「ミカ ド ～ T o w n o f Chi chi b u ～ 」
新緑に響きわ たる歌 声 ゴ ー ルデン コン サ ー ト開 催 ！！
5月14日に秩父ミューズパーク音楽堂で、ちちぶオペラ「ゴールデンコ
ンサート」が開催されました。オペラ「ミカド」の公演監督を務めるバリ
トン歌手の細岡雅哉さんやソプラノ歌手の薗田真木子さんをはじめ、秩父
地域を代表する音楽家の皆さんの素晴らしい歌声が、新緑に包まれた
ミューズパークに響きわたりました。童謡くらぶの子どもたちによる可愛
らしい合唱に会場には笑顔があふれ、スタジオFitsの迫力あるパフォーマ
ンスに息をのみました。
ちちぶオペラを支えてい
るのが、秩父地域の音楽
好きが集結したちちぶオ
ペラ合唱団の皆さん。歌声・演技とも
に年々実力をつけ、高い評価を得てい
ます。
そんな皆さんが出演する開館記念公
演ちちぶオペラ「ミカド」が、いよい
よ8月20日（日）に上演されます。秩父を題材にしたとも言われているこのオペラ「ミカ
ド」は、まさに新しい市民会館の幕開けにぴったりの演目です！ぜひご覧ください。

体育館がオペラ劇場に！！ アウトリーチ小学校訪問！！
子どもたちにオペラに気軽に触れてもらい、オペラを楽しんでもらうことを目的に、ち
ちぶオペラ実行委員会とともに、6月12日に花の木小学校、6月23日に荒川西小学校へア
ウトリーチにお伺いしました！出演者は、ソプラノ歌手の薗田真木子さん、高橋 薫さん、
バリトン歌手の富田駿愛さん、ピアニストの鈴木啓三さんです。
最初は、真面目な顔をして聴いていた子どもたちも、オペラ歌手の方々の重厚な歌声
に、どんどん前のめりになり、身を乗り出して聴いていました。「オペラってなあに？」
のコーナーでは、校長先生の登場に子どもたちは大盛り上がり！どんな場面を歌っている
のかな？とクイズに元気に答える子どもたちの豊かな発想に驚かされました。「オペラの
歌をうたってみよう！」では、みんなでオペラ『魔笛』の中の「きれいな鈴の音」を歌い

荒川西小学校

ながら、トミーさんこと富田さんの振りに合わせて身体を動かし、耳だけでなく、全身で

みんなで一緒にラララララ

オペラを体感しました。
秩父宮記念市民会館では、今後も、会館を飛び出し、市民をはじめ多くの方々に様々な
文化をお届けしていきます！

荒川西小学校

荒川西小学校

花の木小学校

花の木小学校

校長先生も登場人物の一人に！

ちちぶオペラ実行委員会 会長 新井眞理子さんからのメッセージ
ちちぶオペラは2011年から「ミカド」「メリーウィドウ」「こうもり」「トゥーランドット」「ラ・ボエーム」と毎年８月にオペラ公
演に取り組んできました。豊かな自然にはぐくまれた秩父地域にはオペラを演じる歌手たちが育ち、2001年に市制50周
年の時に生まれた秩父の町のオペラは引き継がれて、今や秩父のお祭りの一つになりつつあります。この祭りがいつまで
も続き、秩父に芸術文化の灯がともり続ければと思います。そのためには子どもの頃から生の音楽やオペラに触れて、オ
ペラを観たり出演したりする若者が育ってくれるように「子どものためのオペラ教室」（２月）を開催したり、アウトリーチに
出かけて行ったりしています。これからも秩父が音楽やオペラで盛り上がりますように、努力したいと思います。
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子供のため のシェイ ク ス ピア

「リア王」

子供のためのシェイクスピアとは？
「シェイクスピアは難しくない、誰が見ても楽しめる面白い作品だから
子どもたちも劇場においで！」という想いで作品を作り続け、1995年か
ら続いているシリーズで、2010年には、紀伊國屋演劇賞団体賞を受賞し
ました。物語のテーマを際立たせた構成と、遊び心満載の演出で大人も子
どもも楽しめるお芝居となっています。舞台セットは、机と椅子だけ、黒
コート集団がリズミカルな手拍子でシェイクスピアの世界に誘います。
知っているようで知らないシェイクスピアの世界へぜひお越しください。
シェイクスピア似の人形もお待ちしています！！
「リア王」のあらすじ
嵐の中、正気を失いさまようリア 娘の愛情をはかりにかけた男の物語
ブリテンの王リアは、三人の娘に領地を分け与えようと考え、自分への愛の深さを娘たちに問う。二人
の姉娘は、父の機嫌をとろうと心にもないことを言って父を喜ばせる。リアが一番愛する末娘のコー
ディーリアは、娘としての愛以外に何も言うことはないと答え、父の怒りをかい勘当されてしまう。王
位を譲り二人の姉娘のところを行き来するリア。だが、二人は次第に父を粗末に扱うようになる。

衣裳
体験
！

脚本・演出 山崎清介さんからのメッセージ
「リア王」はシェイクスピアの四大悲劇の作品のひとつです。
シェイクスピアって、難しい？ いえいえ、そんなことはありません。
子供のためのシェイクスピアカンパニーでは、この「リア王」を1997年と
2000年に公演いたしました。今回、17年ぶりの再演となりますが、上演台本
は以前の公演よりさらに原作に忠実に作り直し、稽古を重ねてまいりました。遺
産相続、老人問題、家族のしがらみ、400年という時を超えても、現代に通じる
問題点が満載の作品です。今回、9人の役者たちが変幻自在に、スピーディー
でわかりやすくこの「リア王」という演目に挑みます。2017年9月、秩父に新た
に誕生した劇場で「リア王」を上演できることを、心より楽しみにしております。

南こうせつ

これまでのシリーズで使用した
衣裳体験ができます！
衣裳を着て、お姫さま、王さまに
なりきってみましょう！

宝 く じま ち の音 楽 会

with

ウー・ファン ～ 心のうたコンサート～

市民合唱団、笑顔あふれる練習風景
6月29日、南こうせつさんとの夢の共演に向けて、市民で編
成された「宝くじまちの音楽会秩父市民合唱団」の練習が行われ
ました。浅見和弘先生の指導のもと、大人も子どももこうせつさ

参加している子どもたちに
意気込みを語ってもらいました。
イス

ボ

んとの共演曲である「ふるさと」と「愛よ急げ」を笑顔で歌い、
音楽を楽しんでいました。ここからさらに練習を重ね、本番で
は、69名の大合唱団の歌声が、市民会館に響きわたります。
「笑顔で歌えるようにしたい！」
【花の木小】

川田唯依可さん

「アルトにつられないようにしたい！」
【花の木小】

岩﨑瑠花さん、久保愛佳さん

「音程を間違えず、みんなに喜んで
もらえるように歌いたい！」
【原谷小】斉藤陽香さん、久米谷里奈さん、杉田紫音さん
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Ｎ ＢＡ バレエ団

「ドン ・ キホーテ」

秩父出身のプリンシパル、ドン・キホーテの舞台を華麗に 舞う！
開館記念公演第4弾として登場す
るのが、NBAバレエ団「ドン・キ
ホーテ」です。主人公キトリには、
NBAバレエ団のプリンシパルであ
り、秩父市出身の峰岸千晶さんを迎
えます。愛と笑いに満ち溢れた最高にハッピーな物語
は、市民会館の幕開けにぴったりな華やかな公演とな
ること間違いなしです！
今年の夏は、新しくなった市民会館でキトリと一緒
に、スペインの風を感じませんか！？

峰岸千晶さんからの
メッセージ
この度は、 秩父宮記念市民会館開館記念公演として、 NBA バレエ団 『ドン ・ キホーテ』 を
上演できる事を大変嬉しく思います。 私は秩父で生まれ育ち、 ６歳からバレエを始めました。 毎年
市民会館で行われる発表会を心待ちにレッスンをしていたのを思い出します。 そして今回新しく生
まれ変わった会館で、 プロとして舞台に立ち、 秩父の皆様に本物のバレエ公演を観ていただける
のをとても楽しみにしています。 今回上演する演目は、 スペインのバルセロナの港町を舞台に、
情熱的でパワフルでとても活気のある作品です。 バレエを初めてご覧になる方も、 大人の方から
お子様まで楽しんでいただけると思います。 そしてこの機会に、秩父の皆様にもバレエを好きになっ
ていただけると嬉しいです。

子役オーディション開催！
5月27日、クボバレエアカデミーで、キューピット役の子役オーディ
ションが開催され、小学４年生から６年生までの17名の若きバレリーナた
ちが参加しました。真剣な表情と軽やかな動きで踊るその姿は
キラキラと輝いていました。子どもたちも活躍するバレエ
「ドン・キホーテ」の舞台をどうぞお楽しみください！

クボバレエアカデミー
久保栄治さんからのメッセージ

バレエワークショップ
開演前のちょこっと体験 に参加しよう!!

待ちに待った本格的な舞台機構を備えた市民会館が完

NBAバレエ団「ドン・キホーテ」公演の当日、
バレエ体験ワークショップを開催します。
未経験者大歓迎です!! 開演前にバレエに触れ、
「ドン・キホーテ」をより楽しみませんか！？

成し、 そこでクラシックバレエの醍醐味とも言える大作 「ド
ン・キホーテ」 全幕が開催されることは、私、秩父市民にとっ
ても大変誇りに思っています。 バレエを見た、 この感動が
ここからどんどんと拡がり、 素晴らしいこの秩父宮記念市
民会館から芸術文化の輪が拡がって秩父市全体の活性化
に繋がることでしょう。 今回主役のキトリを演じるのは秩父
市出身でＮＢＡバレエ団プリンシパルの峰岸千晶さんで
す。 峰岸千晶さんは今年２月に上野の東京文化会館で行
われた同バレエ団公演 「ロミオとジュリエット」 の主演で
素晴らしい踊りを披露し高い評価を得て、 注目されている
舞踊家です。 秩父市からこのような才能の持ち主がどんど
ん育って市全体の文化芸術の振興に寄与し秩父市のイ
メージがさらに高まっていくのを見るのは嬉しい限りです。
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とき

9月24日（日）

ところ

秩父宮記念市民会館けやきフォーラム

●参加費：無料 ●各回：30名（定員になり次第締切）
●持ち物：動きやすい服装・タオル
●お申込み：①住所 ②氏名 ③年齢 ④性別 ⑤連絡先
⑥購入したチケット席番をご記入の上、
FAXかE-mail、または会館窓口にてお申し込みください。
【FAX：0494-23-2298 E-mail：ccbhall@city.chichibu.lg.jp】
内容

１. はじめてのバレエたいけん ～バレリーナ・バレリーノになろう～
●時間：10時～10時50分
●対象：公演チケットご購入の小中学生（バレエ未経験者）

２. 大人のための簡単ストレッチ

～身体がかたくても大丈夫！しなやかな身体の秘密教えます～

●時間：11時～11時50分
●対象：公演チケットご購入の方

キ ャ ラメル ボ ッ クス 2 017
グ リ ー ティングシ アタ ー v o l . 4

「光 の 帝 国 」
直木賞作家 恩田陸 「光の帝国 大きな引き出し」 舞台化！！
若者を中心に幅広い年代に絶大な人気を誇る演劇
集団キャラメルボックスが秩父に初上陸します！
「グリーティングシアター」と銘打った、キャラメ
ルボックスの秋恒例「会いに行くツアー」です。こ
のツアーは、これまで各地で大きな賞賛を受け、今
年で4回目を迎えます。
今回の作品は、2017年に『蜜蜂と遠雷』で第
156回直木賞、第14回本屋大賞をW受賞した恩田
陸さんの代表作「光の帝国」。舞台化されるのは、
「光の帝国」の中の一編「大きな引き出し」です。
秩父に会いに来てくれた「キャラメルボックス」
にぜひ皆さんも会いに来てください！
あらすじ
小学４年生の春田光紀には、読んだものを「しまう」力
があった。古事記も枕草子も平家物語も、一度読んだだけで完璧に暗記できるのだ。実は、光紀の両親も、姉の記実子も、同じ能力を
持っていた。記実子は中学１年生で、近頃はシェイクスピアの原文を「しまう」のに凝っている。10月、光紀は学校から帰る途中で、
一人の老人が道端に倒れるのを目撃する。慌てて駆け寄り、老人の肩を支えると、様々な映像がドッと流れ込んできた。それは、老人
の七十年に及ぶ、人生の記憶だった。

演劇集団キャラメルボックスとは？
演劇集団キャラメルボックスは、1985年に、早稲田大学の学生演劇サークル
「てあとろ50'」出身の成井豊さん、加藤昌史さん、真柴あずきさんたちを中心
に結成され、32年間、観客動員数を増やしながら、走り続けてきた劇団です。
作風は、エンターテインメント・ファンタジー。息をもつかせぬスピーディーな
展開と、ミュージカル並に音楽を重視した演出、手に汗握るクライマックスと、
ハッピーエンドのラストシーンが、笑いと感動の中、非日常の世界に連れて行っ
てくれます。
近年は、恩田陸さんをはじめ、北村薫さんや梶尾真治さん、東野圭吾さんな
ど、現代を代表する人気作家の小説を次々と舞台化しています。
"人が人を想う気持ち"をテーマに、"誰が観ても分かる"、"誰が観ても楽しめる"
エンターテインメント作品を創り続けるキャラメルボックスの舞台をぜひご期待
ください！

演劇集団キャラメルボックス 製作総指揮 加藤昌史さんからのメッセージ
普段、池袋のサンシャイン劇場で公演を行っている私たちにとって、秩父は「レッドアローで行く観光地」という先入観
がありました。しかし先日初めてお邪魔した秩父は、1300年以上前からそこで守ってくださっている秩父神社を中心とし
て静かに暮らす人たちの歴史の重みと余裕を感じさせられる、京都にも似た雰囲気。「観光地」という浮かれた空気が全
く無く、独自の文化がここにある、と心が優しくなるのを感じました。
そして、そんな神々しい「祭の町」でならキャラメルボックスのエンターテインメント演劇を「新しい秩父の祭」として受け
入れていただける、と確信しました。
魂が震えるような120分をお届けいたします。
CCB ホールレター
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ホールサポーター「レセプショニスト」活動中！
皆さんは、「レセプショニスト」を知っていますか？「レセプショニスト」とは、劇場の案内係のことで、お客様に
公演を快適に楽しんでいただく環境を整えるお仕事です。現在、市民会館では、高校生から60代までの22名の方々
が、5回の講座を通じて、レセプショニストの基礎を実践として学び、オペラ「ミカド」でのレセプショニストデ
ビューを目指しています！ちちぶのレセプショニストのテーマは「スマイル」。「舞台」という一期一会の出会いが
より素敵なものとなるよう、笑顔で皆様をお迎えします！

ホールサポーターとは？

ンバーたち
ワークショップで、秩父スタイルを考えるメ

秩父宮記念市民会館では、市民を
はじめ多くの皆様に親しまれ愛さ
れる施設を目指し、市民会館を応
援してくださるホールサポーター
のための養成講座を実施していま
す。今後も様々な講座を実施予定
です。ぜひ講座に参加し、市民会
館のサポーターとして、一緒に活
動しませんか！？

ホール内で
研修中！建
物の構造を
熟知！

施設利用方法について

編集後記

① 窓口受付日時

はじめまして、秩父宮記念市民会館の髙井です。昨年の11月から秩
父に移り住み、市民会館で事業の企画や施設の貸出を行っていま

開館日の９時から19時

す。現在、開館記念公演に向けた準備の真っ最中です！新しくなっ

② 受付窓口
秩父宮記念市民会館１階

た会館は、木がふんだんに使われた気持ちのよい空間です。ぜひ一

ホール事務室

③ 受付期間

度遊びに来てください！秩父の美味しいものをたくさん食べて、夏

舞台のみ利用

利用日の３か月前の月の初日から

けやきフォーラム

「利用許可申請書」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。
けやきフォーラム、会議室を申請する場合、申請時に利用料金を現金
で納入してください。
※申請者が直接来館の上、手続きをしてください。
電話・FAX・メール・郵送での申し込み受付は行っていません。
施設の貸出状況は秩父市役所のホームページをご覧いただくか、
お電話にてお問い合わせください。
●仮予約について
電話にて仮予約を受け付けます。
仮予約期間は、仮予約受付日の翌日から10日間です。
期間内に来館の上、窓口に申請書を提出してください。

Ｎ

アクセス

国道
29
9

号線
至飯能市

号線

④ 手続き方法

まつり会館

140
歴史文化
伝承館

秩父宮記念市民会館

Ｐ

秩父市役所

西武秩父駅

●受付開始日について
毎月１日の午前９時から。
（１月は４日になります。開始日が火曜日の場合は翌日。）
受付開始日の午前９時までに来られた方で、調整会を行います。
希望日が重複した場合、各主催者同士による話し合いでご調整いた
だき、話し合いが不調になった場合は、抽選となります。
調整会以後は、空いている日時の利用申し込みを随時受け付けます。

秩父神社

駐 車 場 163
駐 輪 場 76

道の駅

● 秩父

御花畑駅

●施設利用に伴う附属室の申し込みについて
複数の施設を同時に利用する場合は、受付期間の一番早い利用施設
と一緒に申し込みができます。
楽屋及び楽屋事務室は、大ホールフォレスタの利用に含まれています。

休 館 日 毎週火曜日
年末年始（12/29～１/３）

●

国道

利用日の３か月前の月の初日から

開館時間 9：00～22：00

至熊谷・花園I.C
● ちちぶ

秩父鉄道

会議室

利用日の６か月前の月の初日から

ご利用案内

【電車でお越しの場合】
◆西武鉄道 西武秩父駅から徒歩 5 分
◆秩父鉄道 御花畑駅から徒歩 3 分・秩父駅から徒歩 15 分
【車でお越しの場合】
◆関越自動車道 花園 I.C から国道 140 号を利用、秩父市内へ
（花園 I.C から約 35km）

道

利用日の13か月前の月の初日から

鉄

通常利用

の暑さに負けず頑張りましょう！！

秩父駅

大ホール
フォレスタ

受付期間

至甲府

西
武

施設

秩父宮記念市民会館からのお願い
市民会館は、市役所との複合施設で、駐車場台数が限られています。
お越しの際は、公共交通機関をご利用いただくか、徒歩、自転車など
でのご来場にご協力ください。
◆

〒368-8686

お問い合わせ

◆

秩父市熊木町8-15 Tel：0494-24-6000

Fax：0494-23-2298 E-mail：ccbhall@city.chichibu.lg.jp

