やまぎん県民ホール 広報紙

鼓童ワン・アース・ツアー2021 〜鼓

Vol.

2021年6月26日(土)鼓童の公演が終了しました。当日は雨の予報を覆
す気持ちいい晴天に恵まれ、まさに太鼓日和！ 4 月のチケット発売当
初、山形県は緊急事態宣言下にありました。鼓童もコロナの影響により
昨年から公演の延期・中止が相次ぎ、いつも太鼓の音が鳴りやまない佐
渡の鼓童村が静まり返った期間があったそうです。太鼓は、祈りを込め
て祭りで叩かれてきた楽器。演奏を届けたいという想いを持つ鼓童と、
どこか沈んだ気持ちを抱える皆様を繋ぐこと、それが自分の役割と思い
公演運営に取り組んできました。アンコール時、会場から手拍子が沸き
起こり、鼓童とお客様が一つになった瞬間は忘れられません。( 公演担当／M )

低温焙煎で甘み・香りが引き立つ山形県
三川町産の六条麦茶。
ノンカフェインで優しい口当たりです。

350 円（税込）

■ 焙煎麦茶（Mサイズ）

発行元／山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

山形県南陽市産の大粒シャイン
マスカットをたっぷりサンドし

毎週火曜日・20 本限定で販売中

ました。

自家製抹茶あんのマーブル模様がかわいい和風テイスト

9月下旬頃〜販売予定

の許してちょんまげ。

■ 許してちょんまげ 抹茶あん（1.5 斤）

■ 0035 サンド〜シャインマスカット〜

1,188 円（税込）

580 円（税込）

やまぎん県民ホールにご来館の皆様へ

新型コロナウイルス感染症対策について

館内ではマスクを着用してください

並ぶ時は､お互いに距離をあけてください

施設のご利用時は換気をお願いします

tel.023-664-2220

手指の消毒をお願いします

発熱がある方、体調不良の方は
入館いただけません

2021

舞台『 ジュリアス・シーザー 』が吉田 羊、松井玲奈、
松本紀保、シルビア・グラブら出演で山形上演決定！

吉田 羊

松井玲奈

松本紀保

シルビア・グラブ

『ジュリアス・シーザー』
【出演】

11月7日

吉田 羊、松井玲奈、松本紀保、シルビア・グラブ
藤野涼子、久保田磨希、智順、中別府 葵、小山萌子、安澤千草
高丸えみり、岡崎さつき、鈴木崇乃、水野あや、清瀬ひかり
原口侑李、西岡未央 ／三田和代

大ホールは換気システムにより

10分間に1回空気が入れ換わります

【作】ウィリアム・シェイクスピア 【演出】森 新太郎 【訳】福田恆存

【チケット料金】
S 席：9,000円 A席：8,000円 U-25（25歳以下）
：5,000円
※U-25 チケットはA 席エリアのみお取り扱い。鑑賞時に25歳以下の方対象。

【ご予約・お問い合わせ】

やまぎん県民ホール

【駐車場】県民べにばな駐車場
駐車可能台数：366 台

〒990-0828 山形県山形市双葉町 1-2-38

（うち優先スペース 8 台分）

023-664-2220
023-664-2209
開館時間 9:00〜22:00
受付時間 9:00〜19:00（休館日をのぞく）

利用料金：最初の 30 分無料

休館日 毎週火曜日（祝日の場合はその直後の平日）
および年末年始

▲天童

【アクセス】JR 山形駅西口徒歩 1 分

以後 30 分ごとに 100 円
1 日上限 500 円（24 時間営業）
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※駐車可能台数に限りがあるため、公共交通機関または近隣の駐車場もご利用ください。

やまぎん県民ホールチケットデスク
023-664-2204（10:00 〜19:00 休館日を除く）
窓口：ホール 1 階事務室
インターネット：https://yamagata-bunka.jp

日

シェイクスピアの壮大なローマ悲劇︑
﹃ジュリアス・シーザー﹄︒

やまぎん県民ホール内にある「0035 BY KIYOKAWAYA」はオール山形の
魅力を詰め込んだ、普段使いからギフトまで取り揃えたショップ＆カフェ。
おすすめのメニューを一部ご紹介します！

2021年8月20日（金）発行

おすすめメニュー紹介

8

August &
September

男たちの陰謀と策略の渦巻く古代ローマ史を︑
女性キャストのみで演じます︒

やまぎん県民ホール広報紙 みんぐる Vol.8

やまぎん県民ホール主催の公演・イベントを
担当スタッフが振り返ります︒

Report

14:00開演（13:00開場）

やまぎん県民ホール大ホール

主演には映像での活躍も華々しく、近年コンスタントに舞台での出演を重
ね、2016年には読売演劇大賞優秀女優賞を受賞している吉田羊をブルータス
役に迎え、NHK連続テレビ小説「エール」出演等アイドルグループ卒業後、
着実に女優としての実力を高めてきた松井玲奈がシーザー腹心の部下アント
ニー役を、主に舞台で活動をし、読売演劇大賞優秀女優賞を受賞した実力派
松本紀保が、ブルータスの同僚で友人のキャシアス役を、ミュージカル女優
として地位を確立しつつ、ストレートプレイでの評価も高いシルビア・グラ
ブが、古代ローマ王政の独裁官、ジュリアス・シーザー役を演じます。
演出は、今や演劇界の重鎮といえる演出家・森新太郎。初めてオール女性
キャストでシェイクスピア作品に挑みます。女性が本来持っているしたたか
さ、強欲さ、圧倒的な強さを鮮烈に炙り出す闘争劇を、実力派女優陣ととも

チケット
好評発売中

にどのように織り上げていくのかは必見です。
ジュリアス・シーザー暗殺を巡った朋友たちとの友情、師と仰ぐ人物への
信頼と憧れ、正義ゆえの裏切り…この壮大なローマ政治劇をやまぎん県民ホ
ールでお楽しみください。

【主催】山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
【共催】山形県
【企画・製作】株式会社パルコ
【助成】

イベント詳細&最新情報はやまぎん県民ホールホームページをご覧ください

文化庁大規模かつ質の高い
文化芸術活動を核とした
アートキャラバン事業
「JAPAN LIVE YELL project 」

Plus!

https://yamagata-bunka.jp
@yamagata_bunka

t opic
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集

実力、実績ともに世界最高峰のピアニスト
クリスチャン・ツィメルマン、山形で弾く！
「クリスチャン・ツィメルマン
ピアノ・リサイタル」
【出演】

【ご予約・お問い合わせ】

チケット
好評発売中

11 / 23

17:00開演（16:00開場）

A席：7,000円 親子ペア券（S 席限定）
：10,000円

※25 歳以下の方はS席・A 席半額。 ※親子ペア券の取扱いはやまぎん県民ホールのみ

みんぐるメンバーズ先行発売 8/18（水）10:00〜8/20（金）23:59

一般発売 8/21
（土）10:00〜

【ご予約・お問い合わせ】
やまぎん県民ホールチケットデスク 023-664-2204（10:00〜19:00 休館日を除く）
窓口：ホール 1 階事務室 インターネット：https://yamagata-bunka.jp
クリスチャン・ツィメルマン

10/ 9

土

14:00 開演（13:00開場） 大ホール

2013 年、モーツァルトの故郷オーストリ
アでの世界初演では、RPGの要素を加えた新

【発売日】

©Bartek Barczyk

宮本亞門の演出により世界の劇場に旋風を起こしたオペラが山形に！

二期会オペラ モーツァルト『魔笛』

近日発表

【料金】

全席指定（税込）S 席：8,000円

主催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた 共催：山形県

感覚の演出や最新技術のプロジェクションマ
ッピングを駆使した舞台で話題となり絶賛を
博しました。個性豊かな登場人物たちが織り
なす人間ドラマと、誰もが一度は耳にしたこ
とのある有名なアリアの数々。日本屈指の豪

デビュー時から絶大な人気と信頼を誇るクリスチャン・ツィメルマンは、世界で2000回を超える演奏会に出演し、円熟期を迎
えてなお、その活躍ぶりはとどまるところを知りません。日本好きとしても知られ、来日公演は254回に及びますが、コロナ禍の
影響で今回はじつに2年越しの来日。度々チケット完売も相次ぐことから、2021年下半期一番の大型ピアニストの来日に、早くも

華キャスト陣、日本を代表するオペラ指揮
者・阪哲朗 山形交響楽団のタッグがファン
タジーあふれる世界を創り上げます。

熱視線が向けられています。
世界屈指のピアニストの一人としてその名が知られるクリスチャン

その後ツィメルマンはショパンの演奏に終始せず、ベートーヴェ

・ツィメルマン。今年65歳、まさに円熟の時を迎えながら、音への

ンやシューベルト、バーンスタインなど、幅広い作品に取り組んで

こだわりと音楽への真摯な姿勢はむしろ深まるばかりです。ツィメ

きました。様式や風土、そして指揮法をも学び、音楽の在り方を深

ルマンの名は1975年のショパン国際ピアノコンクール優勝で一躍

く追求する姿勢は、数々の後進のピアニストの目指すところでもあ

知られることになりました。5年に一度開催されるこのコンクール

ります。また20〜21世紀を代表する指揮者たち̶̶ヘルベルト・フ

は世界三大コンクールとして名高く、若手の登竜門として多くのピ

ォン・カラヤンや小澤征爾、サイモン・ラトルら̶̶との度重なる

アニストが憧れ、目標にしています。もちろん、コンクールはピア

共演は、非凡な才能と感性に慢心することのない、妥協のないツィ

ニストのすべての資質を測れるものではありません。しかしツィメ

メルマンの音楽づくりに裏打ちされています。

ルマンをはじめ現代ピアノ界を代表するマウリツィオ・ポリーニや

そのこだわりは楽器にも及び、ツィメルマンは毎回自身が調整し

マルタ・アルゲリッチ、日本では小山実稚恵ら歴代入賞者のその後

たピアノをホールに持ち込むことでも知られています。紡ぎ出され

の活躍ぶりは、コンクールがいかに才能豊かなピアニストを輩出し

る繊細かつ多彩な音色は、まさにツィメルマンの真骨頂。その粒立

てきたかを物語っています。しかもコンクール時、ツィメルマンは

った音、際立つ音の美しさは、やはり生で体感してこそ味わいたい

若干18 歳、22 か国からエントリーした128 名の中から最年少優勝

ものです。クリアな音質とバランスの良さを兼ねそろえたやまぎん県

を果たしています。加えて開催地ポーランドからは20年ぶりの優勝

民ホールの音響は、ツィメルマンの音色を存分に際立たせてくれるは

者だったことで、ツィメルマン青年の優勝は大きな衝撃と驚嘆をも

ず。待ちに待った東北でのリサイタルは、ツィメルマンとこの時、この

って迎えられたのでした。

場所で音楽を共有してこそ得られる貴重なひとときとなるでしょう。

﹁

やまぎん県民ホール友の会「 みんぐるメンバーズ」に入会すると、お得な特典がたくさん！
●いっこ寿司

﹂

5

佐五郎

ワールド・プレミア上映！

【キャスト＆スタッフ】
演出：宮本亞門
指揮：阪 哲朗
管弦楽：山形交響楽団
合唱：二期会合唱団

タミーノ：市川浩平
パミーナ：盛田麻央
夜の女王：安井陽子
パパゲーノ：萩原 潤 ほか

全席指定（税込）
SS 席：10,000円（完売）
S 席：8,000円 A席：6,000円 B 席：4,000円
C席：2,000円（完売） X席：1,000円（完売）

10/10 14:00上映（13:00開場） 大ホール
日

紅花のあやしき紅に魅せられた、現代の

山形交響楽団

〈紅花の守人たち〉による物語。
室町時代末期に中近東からシルクロードを
経て伝わった紅花は、悠久の旅の末、いまも
この山形の地に息づいています。手軽で安価
な化学染料に取って代わられた紅花は、なぜ
未だに愛され続けているのか。
栽培から染めに至るまで 4 年の歳月をかけ
て臨んだ、世界初！紅花を巡る長編ドキュメ
ンタリー映画が遂に完成しました。

【スタッフ】
企画・製作：映画「紅花の守人」製作委員会
プロデューサー：髙橋卓也
「よみがえりのレシピ」
「無音の叫び声」
監督：佐藤広一「世界一と言われた映画館」

【料金】
全席指定（税込）
一般：1,100円 小中高生：800円
主催：映画「紅花の守人」製作委員会
共催：山形県総合文化芸術館
指定管理者 みんぐるやまがた
後援：山形県、山形市、
認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭

協力店でのご優待や特典をご紹介します♪
●鶏や あさぎ

●ブルーマーケット

ブラザーズ

お食事ご利用のお客様に
地酒または山形産赤ワイン
一杯サービス

お食事ご利用のお客様へ
デザート無料サービス

クリームブリュレ
350円→100円に
サービス

【定休日】日曜（月曜祝日の場合、
営業
翌月曜休み）

© Kazuhiko Suzuki

14:00〜16:30（上映＆舞台挨拶）

お会計より 5 ％割引

【定休日】日曜（日曜〜月曜連休
の週あり）

阪 哲朗

『紅花の守人（もりびと）』
完成披露上映会

メンバーズ特典

023-631-3560
11:30 〜14:00 ╱17:00 〜21:00

© Florian Hammerich

宮本亞門

最上紅花のドキュメンタリー映画

メンバーズ特典

山形市香澄町 1-6-10

撮影：三枝近志

※25 歳以下の方はS〜Bの各席種50 %割引。ご入場時に年齢確認の
できる身分証をご提示いただく場合がございます。
※未就学児入場不可
※感染症拡大の状況により、今後、収容人数が制限された場合には、
座席数を制限して販売する可能性がございます。

メンバーズ特典

023-642-8555
18:00 〜 24:00

2015 年東京二期会オペラ劇場公演より

【料金】

メンバーズ特典

山形市香澄町 1-10-1

その

●和風肉料理

023-664-2204

（10:00 〜19:00 休館日を除く）
窓口：ホール 1 階事務室
インターネット：https://yamagata-bunka.jp

※公演詳細はやまぎん県民ホールホームページをご覧ください。
※公演中止の場合をのぞき、
チケットの変更・払い戻しはいたしません。
※やむを得ない事情により、
内容が変更になる場合がございます。
※ご来場の際は感染症予防にご協力ください。
詳細はホームページをご覧ください。

火 祝

【曲目】

クリスチャン・ツィメルマン（ピアノ）

やまぎん県民ホールチケットデスク

山形市香澄町 1-21-28

023-687-1484
17:30 〜 23:00
【定休日】日曜

山形市香澄町 1-6-6-2F

023-625-3350
17:00 〜 24:00
【定休日】日曜、月曜

【公式サイト】

【公式 Facebook】

