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O P E R A  C O M P E T I T I O N

今回で6回目となった長久手国際オペラ声楽コンクール。

前回のコンクールよりさらに充実し、成功裏に幕を下ろすことができました。

準備期間から閉幕までのその道のりを、時間に沿って見ていきましょう。

オペコンのできるまで

特
集

F E A T U R E
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■ まずはチラシ

開催日程はすでに前回のコンクール終了後（2008年9月）
に決定済み。そして実際の作業は、コンクール本番の半年以上
前の、1月頃からチラシ・ポスターなどのデザインを作るとこ
ろから始まります。また、参加者を募るための募集要項を作成
する作業も並行して行われます。

いくつかのデザイン案の中から、このコンクールのイメージ
をもっともよく表しているとして採用されたのがこれ。淡い色

彩のバラの花が、コン
クールでの歌声の清々
しい感じと会場にみな
ぎる緊張感を感じさせ
ます。

その後2月上旬にチ
ラシ、ポスター、募集
要項などの印刷物がで
きあがり、全国の主

だった公共ホール、声楽のコースを持つ芸術系の大学、マスコ
ミなどへ発送し、全国へコンクールの開催をお知らせします。

■ 参加者募集

それから6月の出場者受付開始までは、審査員の先生方との
調整や、クラシック（特にオペラや声楽関係）のコンサートで
チラシを配ったり、近隣の音楽系大学へ、学生に出場を促して
いただけるようお願いに行ったり、といったPR活動をしてい
ます。

そして、6月22日に出場希望者の受付が始まります。受付
期間は7月6日までの2週間。出場者があってのコンクールで
すから、何人応募してくるかがコンクールの成功に大きく関
わってきます。

さて、その結果は、ヨーロッパやアメリカなどからの応募
も含め、66人の出場希望がありました。この数はほぼ前回並
み。前回このコンクールに出場した人からの応募もあり、今回
も白熱したコンクールが期待されます。

■ コンクールを支える
ボランティアスタッフ

このコンクールの特徴の１つとして、多くのボランティアス
タッフが活躍していることが挙げられます。

出場者の受付や、楽屋、リハーサル会場の管理など、一般の
観客からは見えないところでコンクールを支えてくれる大切な
方々です。そのボランティアスタッフの募集も、コンクール出
場者募集と並行して行われました。これまでもこのコンクール

のボランティアとして参加した方や、町合唱団の団員、合唱
サークルで老人施設などでボランティア活動をしている方など
28人の方々が集まりました。

■ 着々と進む準備

コンクール本番まであと１月となった８月。出場者への参加
証などの必要書類の発送も滞りなく進み、看板のデザイン作
成・発注など、準備を整えていきます。

■ 気軽に楽しめるオペラ講座

コンクール本番を
約2週間後に控えた
8 月 2 7 日 に は 、 審
査委員でもある大下
くみこさんのオペラ
講座が開催されまし
た。今回は「ウエス
ト・サイド・ストー
リー」を題材に、わ
かりやすく、大下さんのユニークな解説と前回の長久手国際オ
ペラ声楽コンクールで特別賞に入賞した辻井亜季穂さんらによ
る名場面のダイジェストで、会場を大いに沸かせました。

■ 緊張高まる本番前夜

ボランティアスタッフへの事前説明会も終わり、会場の設
営。森のホールの準備はもちろん、審査の集計を行うコンクー
ル本部の設営、出場者の受付カウンターや、練習会場、楽屋の
受付場所の設置、さらに森のホール・風のホール前に掲げてあ
る、普段は文化の家のシンボルマークが描かれた三角のバナー
をコンクール用の特製バナーに付け替えるなど、１週間に及ぶ
コンクールへの準備が万端整いました。
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■ コンクール初日

いよいよ初日の朝を迎えました。このコンクールも6回目で
はありますが、やはり初日というものは緊張するものです。文
化の家のスタッフやボランティアスタッフも各々持ち場につき、
出場者を待ちます。やがて、１人２人と本日の出場者が到着、楽
屋へと入っていきます。そして、練習会場で順番にウォーミン
グアップ。

同時に、観覧のお
客様を迎える準備も
整えていきます。観
客の受付、誘導など
を担当してくださる
のは文化の家フレン
ズの皆さん。いつも
文化の家が主催する
催しなどで会場案内
などをお手伝いいただいています。さすがに手馴れています
が、やはりコンクールとなるとちょっと緊張感がうかがえます。

そして午前11時
コンクールスター
トです。この日か
ら３日間は第１次
予選。６人程度の
11のグループに分
かれて歌声を競い
ます。1日目は4グ

ループが歌いました。滞りなく初日は終了、二日目のための準
備をしてそれぞれ家路につきます。

■ 熱戦続く2日目

順調に初日を終えて迎えた2日目。まだまだ白熱したステー
ジは続きます。

ちなみに、第1次予選では、歌い終わった出場者はプロカメ
ラマンによって顔写真を撮影されます。これは、本選のプログ
ラムに使用するもので、実際に使用されるのは本選出場者の分
だけなのですが、プログラム作成の都合上、この時に撮影して
います。

■ 最初の試練、第1次予選最終日

第1次予選も最終日。残りの3グループが登場。そして第1
次予選通過者の発表が行われます。
最終組が歌い終わった後、すぐさま審査委員の方々から審査票
が集められ、集計に移ります。集計は事務局の手により迅速か

つ丁寧に行われ、午後4時に森のホールホワイエに張り出され
ました。

第2次予選に進めるのは30人。この30人はすぐ、翌日から
の第2次予選の出演順を決める抽選を行います。

残念ながら第2次予選に進めなかった方々は、カウンセリン
グに参加し、希望する審査委員からアドヴァイスを受けること
ができます。今回も、みなさん熱心に先生方のアドヴァイスを
受けていました。

■ ハイレベルな競い合い

コンクール4日目は、第2次予選の1日目です。この長久手
国際オペラ声楽コンクールは、2次予選の課題を「歌曲2曲
（イタリア、ドイツ、フランス、スペイン、ロシア、イギリス
の作曲家、およびこれらの言語によるもの）」としています。
これは、このコンクールの特色のひとつで、オペラ・アリアの
場合とはまた違った歌詞の理解力などが要求されるのだそうで
す。この日は、まず半分の3グループの審査が行われました。

■ 再び試練の日

第2次予選2日目、後半の3グループが登場し、歌声を競い
ます。そしてこの日の午後4時には第2次予選通過者の発表が
行われます。さすがに第2次予選ともなると実力伯仲、誰が通
過するかなかなか予想がつきません。そんな中、見事本選出場
を果たした10名は、本選の出場順を決める抽選をします。最
初に出るか、最後に歌うか、出番の順番も心理に作用するため
みなさん真剣です。

惜しくも第2次予選通過を果たせなかった出場者は、第1次
予選の時と同様に審査員のカウンセリングを受けます。
そして、舞台裏では翌日の本選に向けてプログラムの印刷作業
にかかります。あらかじめ印刷してあるところへ、本選出場者
の顔写真と曲目を刷り込んでいきます。明日の朝までにできあ
がらなければならないので、時間との闘いです。同時に翌日の
本選と表彰式との間に行うガレリアコンサート（オープンス
ペースで行う無料のミニコンサート）の準備も行います。
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■ いよいよ結果発表

弦楽の調べを楽しんだお客様たちも客席にもどり、すべて
整ったところで、表彰式が始まります。

審査員とファイナリストの紹介の後、いよいよ大下久見子審
査委員長代理より各賞が発表されます。まずは入賞者2名。続
いて特別賞、第3位、第2位と発表され、皆が固唾を飲んで待
つなか第1位が発表されました。

会場の興奮が冷めやらぬうち、各審査員の講評がおこなわ
れ、第1位を獲得した千葉さん、第2位の坂井さん、第3位の
岩川さんら入賞者の喜びの笑顔とともに表彰式は終了しまし
た。

その後、舞台上でファイナリストと審査委員、さらにボラン
ティアスタッフなども加わって記念撮影が行われました。

■ ほっとしたり、さみしかったり

そして一息ついてか
ら、審査員やファイナ
リスト、ボランティア
スタッフなども参加し
て、交流会が行われま
した。立食形式で、入
賞者へのカウンセリン
グやコンクールの思い出話など、ざっくばらんな会話が飛び
交っていました。

週が明けると看板は取り払われ、バナーは通常のものに取り
換えられ、すっかり元の文化の家になっているのでした。

■ とうとう決戦の日

最終日、本選の朝を迎えました。初日から漂っていた緊張の
空気が一層張りつめた印象を受けます。

前日急ピッチで印刷したプログラムもセット完了。出場者も
リハーサル会場で入念にウォーミングアップを行い本選の開演
を待ちます。

この長久手国際オペラ声楽コンクールも第6回とあって、観
客数も回を追うごとに増えてきました。今回も第1次予選の初
日から毎日通っている熱心な方なども含め、約250人もの大
勢の方がいらっしゃいました。この日は、初日から頑張ってい
ただいたボランティアの皆さんにも本選を客席から観戦してい
ただきます。

そして前半5人、休憩をはさみ後半5人の全プログラムが終
了。誰が1位になるのか、それぞれの予想を胸にして発表を待
ちます。

その間に、森のホールのホワイエを出たところにあるオープ
ンスペースのアトリウムでは「幕間の休息」と題した弦楽四重
奏による無料の室内楽コンサートが行われました。森のホール
全体を覆っていた緊張感で体がこわばっていた観客の皆さん
も、ストリングスの優雅な響きにリラックスムード。ほっと一
息ついて発表の瞬間を待ちます。

一方、舞台では大急ぎで表彰式の準備が行われています。司
会者のマイクをセットし、ファイナリストたちが並ぶ台とレッ
ドカーペットを準備、審査委員のいすを並べ、集計結果が出る
や否や極秘に賞状へ名前を書いて、表彰式の段取りを再確認し

て……。大慌てで会場を整えていきます。
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審査委員長代理大下先生コメント

（表彰式コンクール総評より）

第6回  長久手国際オペラ声楽コンクール2010 受賞者コメント

　　  1位 千葉裕一さん（バリトン）

今でもちょっと信じられない気持で、本当に、シンプルに
嬉しいです。今までやってきて良かったという気持ちで
す。海外の審査員が大勢いるコンクールをとにかく受け
たいと思っていて、何かそういうコンクールは無いかと
思ってあちこちのホームページを見ていたところ、たま
たまこの長久手のコンクールが見つかって、それで出場
してみようという気持ちになりました。今後の活動予定
としては、2011年の3月にある、東京二期会の「サロ
メ」に出演予定です。

2位 坂井里衣さん（ソプラノ）
月並みなんですけれども、とっても嬉しい
です。いいろいろな場所で歌わせていた
だくのですけれど、うまくいかないことも
ありますので、こんな賞をいただけて、こ
のような舞台に立たせていただいて、本
当に嬉しく思います。

後列左から山本康寛（入賞）、水野秀樹(特別賞）、坂井里衣（2位）、千葉裕一（1位）、岩川亮子（3位）、中野嘉章（入賞）
前列左から木村俊光（審査委員）、ビルギッタ・ノルドファルク（同）、大下久見子（同委員長代理）、長久手町長加藤梅雄、　マリア・デ・フランチェスカ・カヴァッツァ
（審査委員）、ウーヴェ・ハイルマン（審査委員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （敬称略）

3位 岩川亮子さん（ソプラノ）
出場者の皆さんがお上手だったので、受
賞が信じられません。愛知芸大出身なの
で、文化の家の舞台では何度も歌わせて
いただいているので、このホールで行わ
れるコンクールで歌えて、地元でこんな賞
をいただけて、本当に嬉しいです。

特別賞 水野秀樹さん（バリトン）
まさか賞をもらえるとは思っていなかった
ので、嬉しい気持ちはありますが、1位2位
に届かなかったという悔しい気持ちもあり
ます。歌曲のほうはなかなか自分でも苦
戦したんですけれど、結果を出せたことが
嬉しいです。

予選の結果と今日の本選の結果を合計して、総合点

で順位を決めました。そこで、オペラに向いている

人、オペラで力を発揮できた人、コンスタントに自

分の世界を築けた人、第2次予選でちょっと調子が

悪かったけれど本選で挽回できた人、いろんなチャ

ンスがあったと思います。

若い方々がこれからの音楽人生を歩んでいく上

で、つらいこともあるでしょうが、今日のこの表彰

式のようなこんな素晴らしい瞬間もあるというわ

けですから、苦しい、長い時間をコツコツと自分の

ペースでやるしかないと思います。あまり人の道と

自分の道を比べず、まず自分をみつめて、自分の特

性を見つけたほうがいいと思います。DVDを見て

「あ、こうなんだ」とすぐに思うのではなく、自分

の中のインスピレーションやイマジネーションを豊

かにして、どんどん技術を培っていただきたい。

点数をつけるにあたっては、大まかに言って、

持っている素材・持ち声、それからテクニック、そ

して音楽的インテリジェンス、それにパーソナリ

ティ、この4つのバランスの良い人から1位、2位、

3位が与えられているのではないかと思います。で

すから、バランスの良い勉強をこれからも続けて

いって欲しいと願います。

審査委員長のフォルカー・レニッケ先生が体調不良

により、本コンクールを欠席されておりますので、代

わってあいさつ並びに講評を申し上げます。

今回のコンクールでは、第1次予選初日から本日の

本選に至るまで、多くの観客の方がご来場くださいま

したことに、まず感謝申し上げます。入賞者並びに

ファイナリストの皆さん、おめでとうございます。そ

して、出場者、伴奏者、来場者の皆さん、審査員の先

生方、ボランティアスタッフなど、コンクールに関

わったすべての方々へ、「お疲れさま」と申し上げま

す。全員が、緊張と集中と、厳しい残暑の中で健康管

理の面でもいろいろたいへんな思いをしながら、この

6日間が進んで行きました。

さて、この長久手国際声楽コンクールの最大の素晴

らしいところは、毎回カウンセリングがあるというこ

とです。次の段階に進む方にはアドヴァイスは控えて

いますが、各予選で通過できなかった方は、予選結果

発表後すぐ2時間近くの時間をとって、各先生からア

ドヴァイスが受けられるのです。このことは、名古屋

近辺、関西にはまずありませんし、東京も含め、公に

行っている例はあまりないと聞いております。ここに

お集まりの審査員の方々は、インターナショナルな

キャリアを積んでこられた方々なので、ここでアド

ヴァイスを受けられることは、若い方々がこれから声

楽家、音楽家としての道を歩む上で大変素晴らしいこ

とだと考えます。時には、「良薬口に苦し」で、とて

も厳しいことを言われたと思うかもしれませんが、そ

れを真摯に受け止めるかどうか、それをどのように栄

養にして生かすかは本人の才能のうちであり、将来を

決める要素のひとつだと思います。

このコンクールでは第2次予選に歌曲（独・仏・

伊・英・露語）を課していますが、第2次予選の順位

と今日の本選の結果は多少違っています。その第2次
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第6回  長久手国際オペラ声楽コンクール2010 受賞者コメント

　　  1位 千葉裕一さん（バリトン）

今でもちょっと信じられない気持で、本当に、シンプル
に嬉しいです。今までやってきて良かったという気持ち
です。海外の審査員が大勢いるコンクールをとにかく
受けたいと思っていて、何かそういうコンクールは無い
かと思ってあちこちのホームページを見ていたところ、
たまたまこの長久手のコンクールが見つかって、それ
で出場してみようという気持ちになりました。今後の活
動予定としては、2011年の3月にある、東京二期会の
「サロメ」に出演予定です。

2位 坂井里衣さん（ソプラノ）
月並みなんですけれども、とっても嬉しい
です。いろいろな場所で歌わせていただ
くのですけれど、うまくいかないこともあ
りますので、こんな賞をいただけて、この
ような舞台に立たせていただいて、本当
に嬉しく思います。

後列左から山本康寛（入選）、水野秀樹(特別賞）、坂井里衣（2位）、千葉裕一（1位）、岩川亮子（3位）、中野嘉章（入選）
前列左から木村俊光（審査委員）、ビルギッタ・ノルドファルク（同）、大下久見子（同委員長代理）、加藤梅雄（長久手町長）、マリア・デ・フランチェスカ・カヴァッツァ
（審査委員）、ウーヴェ・ハイルマン（審査委員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （敬称略）

3位 岩川亮子さん（ソプラノ）
出場者の皆さんがお上手だったので、受
賞が信じられません。愛知芸大出身なの
で、文化の家の舞台では何度も歌わせて
いただいているので、このホールで行わ
れるコンクールで歌えて、地元でこんな
賞をいただけて、本当に嬉しいです。

特別賞 水野秀樹さん（バリトン）
まさか賞をもらえるとは思っていなかった
ので、嬉しい気持ちはありますが、1位2
位に届かなかったという悔しい気持ちも
あります。歌曲のほうはなかなか自分でも
苦戦したんですけれど、結果を出せたこと
が嬉しいです。
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結城座「乱歩・白昼夢〈江戸糸あやつり人形と
江戸写し絵による〉」

5月15日（土）森のホール

イラストレーター宇野
亜喜良の意匠による江
戸あやつり人形公演。
江戸川乱歩の怪しい世
界に人形と人間が入り
混じり、黒色すみれの
ノスタルジックな演奏
と相まって幻想的な異世界を作り出していました。

ながくて寄席「柳家小三治独演会」
6月5日（土）森のホール

ご存じ柳家小三治師匠
の独演会。待ち望んで
いたお客さまも多く、
満員御礼となりまし
た。円熟の芸にみんな
大満足。たっぷりと噺
を堪能しました。

第4回ワールド・クラウン・フェスティバル・
イン・ジャパン2010

6月9日（水）～13日（日）

モンゴルやロシアから
来た世界的クラウン
等が登場するクラウン
ショーや、映画「パッ
チ・アダムス」のモデ
ルであるハンター・ア
ダムス氏の講演会、ま
た、クラウンのポスターや道具の展示、医療で用いられる
クラウニングのセミナーなど、盛りだくさんの企画の1週
間でした。

文学座「ぬけがら」
6月30日（水）森のホール

名古屋出身・劇団B
級 遊 撃 隊 主 宰 で 、
長 久 手 町 劇 団  座 ★
NAGAKUTEの指導
者でもある佃典彦さん
の第50回岸田國士戯
曲賞受賞作の待望の愛
知公演。年老いた父親が、脱皮を繰り返しながら若返って

いくというシュールな世界ながら、最後にはほろりとさせ
られるお芝居でした。

富良野Group「歸國」
8月19日（木）森のホール

テレビドラマにも
なった倉本聰作・演
出作品。第2次大戦
の戦死者の霊が現在
の東京にやってくる
というお話でした
が、終戦記念日が近いこともあって、深く考えさせられる
内容でした。

長久手オペラVol.19歌劇「セルセ」
10月3日（日）森のホール

19回目を迎える長久
手オペラ初のバロッ
ク・オペラ。ヘンデル
の華麗な旋律と若い
キャストののびやかな
歌声に会場は酔いしれ
ました。

スタッフ・ベンダ・ビリリ
ジャパンツアー2010

10月9日（土）森のホール

アフリカ・コンゴ民主
共和国からやって来
た、元ストリートチル
ドレンや小児麻痺によ
る身体障がいを持つ人
などがメンバーにいる
バンドの初来日公演。
アフリカの楽器を作るワークショップや公演前日には長久
手町内の老人ホームでの交流会などもあり、コンサートに
は幅広い年齢のお客さまがいらっしゃいました。ハンデに
よる苦労など微塵も感じさせない陽気な音楽に大いに盛り
上がりました。

TOPICS 平成22年4月から10月の自主事業から

76



人の声の温かな響きをお楽しみ下さい。
私たちニューセンチュリーコーラスNagakuteは、平成10年の発足した合唱団です。長久手町文化の家を拠点に、老若男女、そして
1人のイタリア人と、年齢・性別・国籍を問わずたくさんの仲間と毎週楽しく練習に励んでいます。
私たちは毎年2月に開催する定期演奏会を活動の中心とし、ほかにも長久手町内外のイベント出演や町内の介護施設訪問など、
様々な機会に演奏を行っています。今回紹介させていただく定期演奏会は、次回で第13回を迎えます。そこでは3人の作曲家によ
るAve Maria、2つの日本語合唱曲集、オーケストラの伴奏でミサ曲を演奏します。3人の作曲家によるAve Mariaでは年代や国
による旋律の違いを、2つの日本語合唱曲集ではどこか聞き覚えのあるような懐かしさと、初めて聞く新鮮さを持つ旋律を、そして
オーケストラ付き合唱では神聖なヨーロッパ宗教曲の一端をお届けします。ご興味を持たれましたら森のホールまでお越しくださ
い。ともに歌う仲間も募集中ですので、どちらもお待ちしております！

長久手町合唱団ニューセンチュリーコーラスNagakute
第13回定期演奏会
2011年2月20日（日）　午後2時開演　森のホール

演奏予定曲目
1. Ave Maria　ロッシーニ、リスト、ラフマニノフ
2. ふるさとの青い空　作詞：しま なぎさ　作曲：鈴木 行一
3. 近代日本名歌抄　編曲：信長 貴富
4. ミサ曲 ニ短調 KV65　作曲：W.A.モーツァルト

入場料 　　全自由席
（前売）
　一　　般　1,000円　
　フレンズ　　800円（前売りのみ）
（当日）一般・フレンズ1,200円

※未就学児の入場はご遠慮下さい。

今回の座★ＮＡＧＡＫＵＴＥは海賊物です。
池に浮かんだ海賊船ホタテ丸に住むのは七人の海賊たち。彼らは旅に出たまま帰ってこないキャプテンを待ち続けている。池を占
拠する海賊たちに立ち退きを迫るのは地元の版画家平泉元徳記念館を建てる会のおばさん達。嵐とともにやってくる困難を海賊
たちは無事回避できるのか？！海賊vs婦人会の戦いの結末はいかに？！海賊たちの運命はどうなる？！キャプテンは帰ってくるの
か？！歌あり、ダンスあり、アクションありのエンターテイメントなお芝居をお届けします。長久手版海賊活劇をお楽しみに。

長久手町劇団　座★NAGAKUTE　第21回公演
「ほろほろと、海賊」
作・演出／佃典彦
2011年3月5日（土）　午後7時開演

3月6日（日）　午後2時開演　森のホール

入場料 　　全自由席
（前売）
　一　　般　　1,200円　
　フレンズ　　1,000円（前売りのみ）
　高校生以下　　800円
（当日）
　一般・フレンズ　1,500円
　高校生以下　　　1,000円
　※3歳児未満の入場はご遠慮下さい。

（昨年の演奏会より）

（昨年の公演より）

これからの催しから

98



Nagakute Culture Center Imformation Magagine

劇王の座を巡る真剣勝負。チャンピオンベルトは誰の手に
すっかり冬の長久手の風物となった「劇王」。今回で数えること8回目となり
ました。今年は、はるばる北海道から教文短編演劇祭チャンピオンの納谷真大
さん（「教文」というのは、札幌市教育文化会館で行われるところから。主催
は教文演劇フェスティバル実行委員会）、第15回劇作家協会新人戯曲賞の横
山拓也さん、第21回テアトロ新人戯曲賞の登り山美穂子さん、第26回名古屋
文化振興賞の小原延之さん、さらに日本劇作家協会東海支部からの精鋭という
選りすぐりの挑戦者が、現在3連覇中の鉄壁の女王鹿目由紀さんに挑みます。
真剣勝負ではありますが、各作品上演時間が20分以内という短編で、シリア
スなものあり、コメディータッチのものあり、バラエティーに富んでいるの
で普段演劇になじみの無い方も十分お楽しみいただけます。さらに、タイトル
マッチとしてのドキドキも加わり、演劇初心者から一家言をお持ちの方まで、
決勝巴戦だけとは言わず、すべての作品をご覧になってご自分の目で新劇王の
誕生を見届けてください。

長久手演劇王国Vol.11　日本劇作家協会東海支部プロデュース

Jrライト級チャンピオンタイトルマッチ　劇王Ⅷ
2011年2月5日（土）　Aプログラム／午後2時開演　Bプログラム／午後6時30分開演

2月6日（日）　決勝巴戦／午後2時30分開演　風のホール

公演券 　　全自由席　　一　　般 1,500円　
　フレンズ 1,200円
　3公演通し券 3,000円

記

編
editor’s note

editor’s noteeditor’s note

後

集
　ホール前の広間「ホワイエ」は、フランス語の「かまど、暖炉、人々が集う憩いの場」から来ている。
日本で知られるホワイエの多くは狭く、チケットを切ってホールに入る前の、単なる通路といった趣
だが、歴史ある西欧の劇場では違っていた。ホワイエはゆったりとした大きな広間で、幕間や幕後に

はワイングラスを手にした観客たちが出会いや会話を楽しみ、大勢が大きな輪を描くようにしてゆっくりと歩き語り合
うのを目にしたこともある。ホワイエはそんな交流、くつろぎの場でもあった。
　オペラを頂点とした観劇は鑑賞目的だけに終わらないのだが、今は希薄になったこうしたふくらみの部分はホワイエ
とは別の、当館でいえばアートリビングとか館内レストランで、また本公演に向けた関連事業の展開で積極的に強化
しようとしている。

長久手町文化の家館長　川上　實

これからの催しから
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