
そ の 先 の 感 動 へ

Known as “Ryutopia,” the Niigata City Performing Arts Center 
was founded in October 1998 as the hub of performing arts, 
offering a varied range of music, theater, dance, and traditional 

Japanese Noh plays from the heart of Niigata City.
The performance halls boast superb facilities and expert 
theatrical stage staff, promising an exceptional artistic experience 

to visitors and users alike. Ryutopia aims to be an art venue that 
meets the expectations of both audience and performers, while 
contributing to the appreciation of the performing arts.
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Life with Performing Arts

「りゅーとぴあマガジン」はりゅーとぴあ・音楽文化会館・県民会館の他にも
下記にて無料配布しています。

お問合せ 休館日：毎月第2・第4月曜日、年末年始（12/29～1/3） ※祝日の場合はその翌日

■館内案内・プレイガイド
■チケット専用ダイヤル
■施設利用お問合せ
■N-PAC mate友の会事務局

■県民会館
■音楽文化会館

TEL.025-224-5622（11：00～19：00）
TEL.025-224-5521（11：00～19：00）
TEL.025-224-5621（9：30～18：00）
TEL.025-224-5631（平日  10：00～18：00）

TEL.025-228-4481
TEL.025-224-5811

http://www.ryutopia.or.jp
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寒かった冬も終わり、柔らかな陽射しが降り注ぐようになりました。花の蕾もほころび、道行
く人の服だって華やいで、街が色づいてきたように感じます。新しい学校、新しい職場、新し
い土地で出発する人も多いこの季節。私たち広報スタッフも新しいこと、始めてみたくなり
ました。「りゅーとぴあマガジン」のデザインを9年ぶりにリニューアル。白を基調にすると差
し色が映えるのはインテリアと同じです。さまざまな公演やアーティストの魅力が引き立って
市民の皆さんの心に留まる、そんな誌面になればと願っています。（T）

新潟市役所、区役所、連絡所、公民館、コミュニティセンター、みなとぴあ、マリンピア日本海、ほん
ぽーと、新潟市美術館、新津美術館、朱鷺メッセ、新潟ふるさと村アピール館、新潟県立図書
館、長岡リリックホール、上越文化会館、魚沼市小出郷文化会館ほか県内・県外文化施設など
「りゅーとぴあマガジン」に関するお問合せは事業企画部 広報営業課まで
次号vol.57は2019年7月1日発行予定です。

編集後記

新潟市芸術文化振興財団はりゅーとぴあ・音楽文化会館・県民会館を一体的に管理しています。

応募方法：ご希望の商品名（①『キネマと恋人』チケット、②「ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団」チケット、③「マチュー・デュフォー フルート・リサイタル」チケット）、
（1）〒住所、（2）氏名、（3）年齢、（4）電話番号、（5）本誌を入手した場所、（6）本誌へのご意見・ご感想を記入の上、はがきかE-mailでご応募ください。
〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-2「りゅーとぴあマガジンvol.56プレゼント係」present@ryutopia.or.jp
応募者の中から抽選し、当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。いただいた個人情報はプレゼントの発送のみに使用します。2019年5月31日（金）必着

抽選で
ペア2組4名様

■事業企画部 TEL.025-224-7000（平日  10：00～18：00）

感動の余韻  ～お客さまアンケートより～

りゅーとぴあマガジン読者プレゼントコーナー

りゅーとぴあNEXT  S t a g e“NE / ST”＋

mum&gypsy×trippen 『BEACH』『BOOTS』

Noism1 実験舞踊 vol.1『R.O.O.M.』／『鏡の中の鏡』 新潟公演

とても面白かったです。時間の軸がたくさんあり、観ていて楽し
かった。  （新潟市／20代／女性）

夏とかビーチとか、あまり馴染みのない私です。『BEACH』は、か
ったるい時間の感じが夏でした。サイダー飲みたくなりました。
                                           （新潟市／20代／女性）

『BEACH』と『BOOTS』、どちらも観ました。つながってない
けど、つながってる世界。最近、適当な靴ばかり履いてました。
良い革の靴が欲しくなりました。　 （新潟市／50代／女性）

息が詰まるような、また、心にじんわりと染みる情景が、とても良
かったです。スピーディな役者のやりとり、錯綜する言葉たちに
惹き込まれました。音楽も、とても好きです。 　　　  
　  （新潟市外／20代／女性）

県外から転勤で来て、「新潟の宝だから観るべきだ」と人から力
説され来場したのですが、衝撃でした。身体や呼吸をコントロール
すること、その表現を体験できて良かった。こんなにすごいものが
新潟で観られるなんて幸せだ。          （新潟市／50代／女性）

予測していたコト、期待していたコト、全てを超えて、とんでもな
い舞台でした。びっくりするくらい、びっくりしました。
   （新潟市外／40代／女性）

新潟まで観に来て良かった。東京で見るのと全く違う価値。また
新潟にNoismを見に来たい。SHIKAKUを見た時のような衝
撃を受けた。また明日から仕事がんばろう（生きていこう）って思
える時間でした。　　　　　　　 （新潟市外／30代／女性）

ダンサーの身体、振付や構成はもとより、照明、音響、舞台装置、全て
がここまで高いクオリティの作品は、他に無いと感じました。
 （新潟市外／40代／女性）

公演日
7月26日（金）1８：３0
会場：劇場

公演日
7月3日（水）19：00
会場：コンサートホール

『キネマと恋人』1

抽選で
ペア2組4名様

東響定期＋α
ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団2

公演日
7月27日（土）19：00
会場：コンサートホール

抽選で
ペア2組4名様

マチュー・デュフォー フルート・リサイタル3

©ヤマハ株式会社©Rikimaru Hotta撮影：西村裕介







人気・実力ともに現在のハワイを代表する
女性シンガー。“ハワイ語で歌われたアル
バム”として初の全米チャート入り、ハワイ
のグラミー「ナ・ホク・ハノハノ・アワード」を
18回受賞、本家グラミー賞にも5度ノミ
ネートされています。待望の新潟公演に、
ぜひお越しください。

エイミー・ハナイアリイ来日公演 
～ハワイアン・ミュージック＆フラ・コンサート～
■6.5（水）19：00開演　■新潟県民会館

夏の大人気「松竹大歌舞伎」。今
年は高麗屋、松本幸四郎改め二
代目松本白鸚と市川染五郎改め
十代目松本幸四郎の親子2代と
幹部俳優が並び、裃姿でご挨拶
申し上げる華やかな襲名披露「口
上」から始まります。義太夫狂言
の名作「引窓」は、明かり取りの天
窓を舞台装置として巧みに利用
し、母と弟を救う兄の心情が胸をうつ一幕です。男と女の深い因果の物語
で、色模様から壮絶な殺し場に至るドラマ性に満ちた怪談舞踊「かさね」を
お見逃しなく！

松竹大歌舞伎
■7.17（水）13：30開演・18：00開演　■新潟県民会館

西洋の古典劇を得意とする、気鋭の若手演出家・熊林弘高が、野趣あふれるシェイクスピアの恋愛喜劇に挑む話題作！
満島ひかり、坂口健太郎をはじめ、演出家の信頼厚い豪華キャスト陣が織りなす名作喜劇にご期待ください。

『お気に召すまま』  ■8.31（土）・9.1（日）各日13：30開演　■劇場

長い伝統と格式を誇る新潟の古町花柳
界。大正末から昭和初期の最盛期には
古町芸妓の数は300人を超え、全国屈指
の花街として京都祇園と並び称されまし
た。そして、その名声を支えてきたものが
全国に名だたる料亭と、なにより古町芸
妓の磨き抜かれた芸といわれています。
新潟の夜を彩り続け、湊町新潟の情緒と
品格、歴史を感じさせる古町芸妓の芸
を、古町芸妓総出演により舞台で披露い
たします。

第三十一回ふるまち新潟をどり
■9.8（日）12：00開演・15：30開演　■劇場

社会的な事象をモチーフに、綿密な調査
に基づき描かれる古川健の劇作と、人間
味を凝縮させる日澤雄介の演出。そして
劇団外でも活躍する俳優たちにより、硬
質ながらも生々しい人間ドラマが展開す
る作品で、高い評価を得る劇団チョコ
レートケーキ。多くの演劇賞の受賞を重
ね破竹の勢いを見せる劇団が、“悲劇の
帝王”大正天皇を描き、読売演劇大賞選
考委員特別賞を受賞した代表作で待望
の新潟初登場！

【りゅーとぴあNext Stage“ＮＥ/ＳＴ” 第7弾】
劇団チョコレートケーキ『治天ノ君』
■9.18（水）19：00開演　■劇場

宮崎 駿が炙り出した太平洋戦争の歴史秘話「最貧前線」。ちっぽけな漁船に乗り組んだ男たちが、海の最前線で強大なアメリカ軍に立ち向かった。
平和への願いが込められた「最貧前線」が実力派俳優の参加を得て、次の世代へ語り継ぐべき物語として、舞台に立ちあがります。

『最貧前線』（宮崎 駿の「雑想ノート」より）  ■9.28（土）18：30開演・29（日）13：30開演　■劇場

南米アルゼンチンを舞台に、私生児として
生まれながらも、その美貌と才気でアル
ゼンチン大統領夫人にまで上り詰めた実
在の人物エバ・ペロンの劇的な半生を描
いた本作。劇団四季では1982年、演出家・
浅利慶太によるオリジナル演出で初演を
迎えました。エバという一人の女性の半生
と、彼女の放つ強烈な人生のエネルギー
を、華やかに、時に冷徹にシニカルに描き
出した浅利演出版『エビータ』。2007年以
来、12年ぶりの全国公演でお届けします。

浅利慶太追悼公演 第3弾　劇団四季ミュージカル『エビータ』
■9.28日（土） ※時間未定　■新潟県民会館

出版社勤務の和雄は、魅入られたようにデブでマザコンの精神科医・伊良
部の患者になった。そしてなぜか二人でイン・ザ・プール。そこへ伊良部が
とんでもない提案を。ダメだ、耳を貸してはいけない。その先には地獄が待っ
ている…。
奥田英朗の人気小説を完全舞台化。とんでもない精神科医を渡辺 徹が、
その患者を内博貴が演じます。

りゅーとぴあ発『イン・ザ・プール』
■6.29（土）15：00開演　■劇場

舞台は1936年の日本。小
さな島に暮らす素朴な
人々が巻き込まれる、夢の
ような事件。映画愛に満ち
た奇想天外なロマンティッ
ク・コメディの大傑作。オリ
ジナル・キャスト、スタッフが
再集結、3年ぶりの待望の
再演＆新潟初登場！妻夫
木聡が演じる一人二役に
も注目です！

世田谷パブリックシアター＋ＫＥＲＡ・ＭＡＰ＃009
『キネマと恋人』
■7.26（金）18：30開演・27（土）13：00開演・28（日）13：00開演　■劇場

©石川 純

撮影：池村隆司 撮影：山之上雅信 ※過去の公演より

N.Ichikawa

撮影：西村裕介

昨年の公演から 長唄「藤娘」

渡辺 徹

満島 ひかり 坂口 健太郎 満島 真之介 中村 蒼 中嶋 朋子

内野 聖陽

左から、ともさかりえ、妻夫木聡、緒川たまき、妻夫木聡

類い稀な歌声。圧倒的な歌唱力。
ハワイを代表する歌姫、11年ぶりの新潟公演が決定！

毎年恒例の松竹大歌舞伎！今年は高麗屋。
親子2代の襲名披露「口上」をお楽しみに！

シェイクスピアの名作喜劇を気鋭の演出家と豪華キャスト陣で上演！新コンビ誕生！ トオル＆ヒロキ 二人でイン・ザ・プール

郷土新潟で育まれてきた日本舞踊と囃子の
磨きあげられた芸をご堪能ください

破竹の勢いを見せる劇団が
数々の演劇賞に輝いた代表作で待望の新潟登場！

宮崎 駿のオリジナル作品　国内初の舞台化決定！

野心と情熱、そして愛。
嵐のように生きた33年の生涯

映画への愛にあふれたＫＥＲＡの真骨頂ともいえる
ロマンティック・コメディ！

※チケット料金等、詳細は次号のりゅーとぴあマガジンでご案内します。

出演：渡辺 徹／内 博貴
原作：奥田英朗『イン・ザ・プール』（文春文庫）
上演台本・演出：笹部博司（りゅーとぴあ演劇部門芸術監督）
ステージング：舘形比呂一

第一部：エイミーと日本のフラチーム
        による華やかな共演
第二部：エイミー・ハナアリイ／
         　フラ：ヘアリイ・スタンレー

演出：熊林 弘高
出演：満島 ひかり　 坂口 健太郎
      満島 真之介　温水 洋一
　　 萩原 利久　  碓井 将大
　　 テイ龍進　     YUQi (UQiYO)
　　 広岡 由里子　久保 酎吉
　　 山路 和弘　  小林 勝也
　　 中村 蒼　     中嶋 朋子

原作：宮崎 駿　脚本：井上 桂　演出：一色 隆司
出演：内野 聖陽／風間 俊介／溝端 淳平・ベンガル
　　 佐藤 誓／加藤 啓／蕨野 友也／福山 康平／浦上 晟周／塩谷 亮／前田 旺志郎

料金：S席¥7,800　A席¥6,300　U25シート¥2,500  
発売日：一般7月25日（木）・会員7月20日（土）

©Studio Ghibli
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