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報道関係者 各位 

 

しまね県民オペラ 2023 オペラ『ラ･ボエーム』 

関連企画の開催について 

【県民合唱団募集／衣裳製作ワークショップ／プレコンサート】 
島根県民会館（公益財団法人しまね文化振興財団）では、2023 年 2 月 25･26 日の上演に向けて、 

しまね県民オペラ 2023 オペラ『ラ･ボエーム』（プッチーニ作曲）の制作に取り組んでおります。この度は、

表題３件につきましてご案内させていただきます。本事業の開催周知およびご取材にご協力いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 

２Ｐ 県民合唱団募集開始について 
 オペラ『ラ･ボエーム』の上演にあたり、合唱出演者を募集します。（活動名称：しまね県民オペラ合唱団） 

３P 衣裳製作ワークショップの開催について 

４Ｐ プレコンサートの開催について 
5 月 22 日（日）に、メインキャスト 4 名を迎えてのプレコンサートを開催いたします。 

オペラ『ラ･ボエーム』のハイライト演奏にストーリー解説を織り交ぜ、作品世界をご案内します。 

５P キャストプロフィール詳細 

７P 内田千陽さんコメント 

  

2022(令和４)年 5 月   日 

島根県民会館文化事業課 担当 香原 

ＴＥＬ（０８５２）２２－５５０２ 

ＦＡＸ（０８５２）２４－０１０９ 

kohara@cul-shimane.jp 

取材依頼 
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■県民合唱団募集開始について 
 オペラ『ラ･ボエーム』の上演にあたり、合唱出演者を募集します。（活動名称：しまね県民オペラ合唱団） 

 参加者の皆さんには、実際に舞台にたち、世界中で最も上演され愛され続けているイタリアオペラの名作を

味わい尽くしていただきたいと思っています。 

 

<応募資格> 

・高校生以上 

・指定の稽古参加はもちろん、日頃から予習復習を行うなど、積極的に取り組んで頂ける方。 

・2023 年 2 月 11 日(土･祝)以降の稽古・公演について、原則すべて参加できる方。 

 

<稽古会場> 

島根県民会館内  ※一部日程について、松江市内の別会場となる可能性あり 

 

<申込期間> 

4 月 25 日(月)～6 月 10 日(金) 必着 

 

<申込方法> 

参加申込書に必要事項を記入し、郵送。 

 

<結成式> 

6 月 26 日(日) 13:00～15:00  於：島根県民会館２階 多目的ホール 

 

<合唱指導>  

高橋泰臣(たかはしやすおみ) 

松江市出身。東京藝術大学声楽科卒業。島根県特別支援学校教諭。島根で歌い隊主宰、 

松江歌族の会代表。オペラでは「カルメン」レメンダード、「愛の妙薬」ネモリーノ、 

松江開府 400 年記念創作オペラ「虹の大橋」大工、いわみ発創作オペラ「ヒト･マル」 

ムチマロ等で出演。県民手づくり「第九」コンサート in 島根テノールソリスト、 

島根スサノオマジック開会式での国家独唱、県内各地でのリサイタル活動等、島根を拠点

に音楽活動を展開中。 

 

<申込･問い合わせ> 

島根県民会館 文化事業課  

〒690-0887 島根県松江市殿町 158  

H P https://www.cul-shimane.jp/hall/  

TEL 0852-22-5502  

FAX 0852-24-0109  

Mail shimane-bunka@cul-shimane.jp 
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■衣裳製作ワークショップ開催について 
しまね県民オペラ 2023 は、地域の方々と共同で創り上げる県民参加型のオペラを目指しています。 

舞台衣裳についても、ご応募のあった約 15 名の皆さんと国内外問わず数々のオペラ公演で衣裳製作を担当して

きた桜井久美氏、そして地元講師と共に製作を進めます。 

 

<講師> 

衣裳デザイン・監修／桜井久美（舞台衣装家） 

武蔵野美術大学卒業後、ヨーロッパ各地でオペラ・バレエ・芝居などの衣裳デザイン･製作を

修行。帰国後アトリエヒノデ設立、主な実績にはスーパー歌舞伎をはじめ、オペラ･バレエ･

ミュージカル･芝居、⾧野オリンピック、NHK New Year Opera Concert、また海外では、 

パリオペラ座･シャトレ劇場･ミュンヘン歌劇場、ロンドン V&A 美術館･メトロポリタン美術

館･パリ装飾美術館でのクリエイションなど。 

 

 

<地元講師> 

加藤久子（米子文化服装専門学校） 

仲田紀子（米子文化服装専門学校） 

石川志保（Atelier Hito-Hari） 

三木将徳 

 

<ワークショップ初回> 

5 月 21 日(土) 14:00～16:00 

会場：島根県民会館 309 会議室 

＊以降 12 月まで毎月 2 回／土･日に開催 

 

 

＊定員に達したため、ワークショップ参加者の 

受付は終了いたしました。 

 

 

 

 

初回講座(5/21)ならびにワークショップの取材が可能です。 

取材にお越し頂ける場合はご一報ください。 
＊講師の桜井氏は、5 月 21 日(土)来県予定。以降は未定。 
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■プレコンサート開催について 
メインキャスト４名を迎えてのプレコンサートを開催いたします。『ラ･ボエーム』ハイライト演奏にストーリ

ー解説も交えながら、物語の見どころや作品の魅力をお伝えする、オペラは初めてという方でもお楽しみいた

だけるコンサートです。 

 

<公演概要> 

公演名：しまね県民オペラ 2023『ラ･ボエーム』プレコンサート 

    みんなで紡ぐしまねのオペラ。いよいよ幕開けです。 

公演日：2022 年 5 月 22 日（日） 

時 間：15:30 開演（14:45 開場） 

会 場：島根県民会館 大ホール 

料 金：500 円(税込)／全席自由 
 

<出演> 

内田 千陽 （ソプラノ／ミミ役） 

金山 京介 （テノール／ロドルフォ役） 

宮地 江奈 （ソプラノ／ムゼッタ役） 

田中 俊太郎（バリトン／マルチェッロ役）、 

高島 勲  （オペラ演出家･プロデューサー） 

経種 美和子（ピアニスト･コレペティトル） 

山陰フィル弦楽アンサンブル 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

<プログラム> 

【第一部】 

わたしの宝物 ～オペラ・レパートリーから～ 
闘牛士の歌（ビゼー『カルメン』より） 

なんと美しい絵姿（モーツァルト『魔笛』より） 

ある晴れた日に（プッチーニ『蝶々夫人』より） 

着飾って煌びやかに（バーンスタイン『キャンディード』より） ほか 

 

【第二部】 

『ラ･ボエーム』の世界 ～ハイライト演奏（ストーリー解説付き）～ 
 

本番当日(5/22)ならびに稽古日(5/20)の取材が可能です。 

取材にお越し頂ける場合はご一報ください。 
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■しまね県民オペラ 2023 オペラ『ラ･ボエーム』キャストプロフィール 

ミミ役/内田さん、ムゼッタ役/宮地さんは、昨年実施したオーディションにより決定。 

＊全国（11 都道府県）から 50 名を超える応募を頂きました。 

＊その他決定したキャスト(ソリスト)は、当館ウェブサイトにて公開しています。 
 

【ミミ】内田 千陽 UCHIDA Chiharu [ソプラノ] 

★松江市出身。国立音楽大学演奏学科声楽専修卒業、オペラ・ソリストコース修了。

同大学院音楽研究科修士課程(オペラ)修了。二期会オペラ研修所第 61 期マスターク

ラス修了、修了時に優秀賞受賞。文化庁新進芸術家海外研修制度研修員として渡伊

し、W.マッテウッツィ氏に指導を受ける。第 53 回日伊声楽コンコルソ第 3 位入賞。

第 85 回読売新人演奏会、大学院オペラ『ドン・ジョヴァンニ』ドンナ・エルヴィー

ラ、第 27 回県民手づくり「第九」コンサート in 島根にソプラノソリストとして出

演。イタリア文化会館主催「V.タラメッリ＆若手日本人歌手によるコンサート」にて

V.タラメッリ氏と共演。東京二期会主催『外套』ジョルジェッタ、神奈川県民ホール

オペラシリーズ『アイーダ』アイーダのアンダースタディを務める。近年では、映画、ドラマ、アニメ等の劇伴

音楽への歌唱参加をするなど、積極的に活動の場を広げている。山内ゆかり、経種廉彦、澤畑恵美、佐藤峰子、

P.モランディーニ各氏に師事。二期会会員。 

 

【ロドルフォ】金山 京介 KANAYAMA Kyosuke [テノール] 

★松江市出身。国立音楽大学声楽科首席卒業、卒業時に矢田部賞受賞、オペラ・ソリ

ストコース修了。東京藝術大学大学院オペラ科修了。二期会オペラ研修所第 56 期マ

スタークラス修了、修了時に優秀賞受賞。第 80 回読売新人演奏会に出演。『コジ・

ファン・トゥッテ』フェランド、『秘密の結婚』パオリーノ、『椿姫』アルフレード、

『滝の白糸』(世界初演)口上の芸人、『フィレンツェの麦わら帽子』ファディナール、

『こうもり』アルフレード、『メリー・ウィドー』カミーユ等でオペラ出演。2015 年、

東京二期会・リンツ州立劇場共同制作『魔笛』タミーノで二期会本公演デビュー。 

その後、日生劇場『ドン・ジョヴァンニ』ドン・オッターヴィオ、『セビリアの理髪

師』アルマヴィーヴァ伯爵、『後宮からの逃走』ベルモンテ、神奈川県民ホール『魔笛』タミーノ、二期会『後宮

からの逃走』ベルモンテ、『メリー・ウィドー』カミーユ、『こうもり』アルフレード、共同制作オペラ『ドン・

ジョヴァンニ』ドン・オッターヴィオ等に出演。クラシックと J-POP をクロスオーバーさせた男声オペラ歌手 4

名によるユニット「La Dill」メンバー。二期会会員。 
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【ムゼッタ】宮地 江奈 MIYACHI Ena [ソプラノ] 

国立音楽大学卒業、オペラ・ソリストコース修了。同大学院声楽専攻オペラコース修

了。二期会オペラ研修所修了、修了時に優秀賞および奨励賞受賞。新国立劇場オペラ

研修所修了。ANA スカラシップにより、ミラノ・スカラ座研修所、バイエルン州立

歌劇場付属研修所にて研修。第 32 回ソレイユ音楽コンクールにて審査員奨励賞、第

38・39 回霧島国際音楽祭賞、第 16 回東京音楽コンクール声楽部門入選。2012 年、

卒業演奏会、第 82 回読売新人演奏会、東京新人演奏会に出演。『後宮からの逃走』

ブロンデで二期会本公演デビュー。その他に、二期会ニューウェーヴオペラ『アルチ

ーナ』モルガーナ、日生劇場『ヘンゼルとグレーテル』眠りの精・露の精、日生ファ

ミリーフェスティバル『アラジンと魔法のヴァイオリン』『アラジンと魔法の歌』でも主要キャストとして出演。

新国立劇場、日生劇場では『ジャンニ・スキッキ』ネッラ、『カプレーティ家とモンテッキ家』ジュリエッタのカ

ヴァーキャストも務める。文化庁令和元年度新進芸術家海外研修制度研修員としてハンガリーに留学、リスト音

楽院でアンドレア・ロスト氏の元で研鑽を積む。FM 戸塚「Evening station」パーソナリティー。二期会会員。 

 

【マルチェッロ】田中俊太郎 TANAKA Shuntaro [バリトン] 

★松江市出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、同大学大学院音楽研究科修士課程

独唱専攻、同大学院博士後期課程修了。声楽を森山秀俊、福島明也、ジャンニコラ・

ピリウッチ、林康子の各氏に師事。英国オールドバラ音楽祭においてイギリス歌曲の

マスタークラスを受講。奏楽堂モーニングコンサートにおいて橋本國彦「三つの和

讃」、江文也「生蕃四歌曲集」を藝大フィルハーモニア管弦楽団と共演し、日本の歌

曲作品を中心に演奏研究を行う。宗教曲ではバッハ「ヨハネ受難曲」「ロ短調ミサ」、

ヘンデル「メサイア」、ハイドン「天地創造」、ヴェルディ「レクイエム」などのソリ

ストを務める。オペラでは『愛の妙薬』ベルコーレ、『ドン・ジョヴァンニ』タイト

ルロール、『キャンディード』パングロスなどを演じる。男声デュオ「SiriuS」として日本コロムビアより CD を

リリースするほか、NHK 連続テレビ小説「エール」に出演するなど活動の幅を広げている。三菱地所賞受賞。 

麻布学園、東京純心大学非常勤講師。 

 

  

©Yoshinobu Fukaya / aura.Y2 
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■内田千陽さん（ミミ役/松江市出身） 

コメント 
 
①オーディションの手ごたえはいかがでしたか。 

控え室で待機していると、声出しの部屋から大きな声や

感情の入った歌詞の朗読など、いろいろな音が聞こえて

きました。集中しないと…聞かないようにしないと…と

思うのに聞いてしまい…オーディションを受けにいらし

た方々の素晴らしい歌声に、すごく弱気になっていまし

た。 

順番が近づくにつれ「せっかく大ホールで歌わせていただけるのだから楽しもう！」「伝えたいこと、準備して

きたことを一生懸命演じよう！」という前向きな気持ちが生まれ、審査に臨むことが出来たように思います。 

でも、審査中の事はあまりはっきり覚えていません(笑) 

終わってから、案内してくださった係の方に「熱演でしたね！」と言っていただけて嬉しかったのですが、「ま

た次回も受けに来ます…」と言ってしまうくらい、手応えというものはありませんでした。しかし、不思議と

負の気持ちも少なく、すっきりした気分でもありました。 

 

②『ラ・ボエーム』という作品、ミミという役への意気込みを教えてください。 

『ラ・ボエーム』は、ずっと出演を熱望していた憧れの作品でした。実は、2020 年にミミ役で出演させていた

だく予定だった公演があったのですが、コロナ禍のため無期限延期となってしまいました。他にも沢山のコン

サートが中止となり、「もう音楽は続けていけないかもしれない」と思うほどに意気消沈していました。 

そんな時に、島根県民会館のオーディションを知りました。これは受けるしかない！と希望が湧いてきて、応

募させていただきました。そして、出演させていただくことが決まり、くすぶっていた導火線に一気に火がつ

いたように、メラメラとやる気が満ち溢れています！ 

『ラ・ボエーム』のヒロインであるミミは、自分とは正反対のキャラクターだと思っていました。あざとい、

計算高い、華奢で病弱…体型は特に求められているものとは真逆ですね(笑)。ですが、オペラを全幕勉強させて

いただく中で、ロドルフォを愛し続けているところや、最期は彼と 2 人きりで過ごしたかったと願うところな

ど、彼女に共感する部分もみつかり、純粋で魅力的な部分もたくさんお届けしたいと思うようになりました。

お客様からも愛していただけるようなミミの生涯を演じたいです。 

 

③島根の皆さんへメッセージをお願いします。 

この度、地元である島根県で素晴らしい皆様と共演する機会をいただき、大変光栄で幸せです。島根でオペラ

に出演させていただくことが私の夢の一つでした。コロナ禍で意気消沈していた私自身が音楽の力に励まされ

たように、観に来てくださった皆様へ、少しでも元気をお届けすることが出来ましたら嬉しいです。 

2023 年のオペラ公演に向けて、今年 5 月 22 日にプレコンサートがあり、早速、『ラ・ボエーム』のハイライト

演奏という形でミミを演じさせていただきます。 

皆様、ぜひお越しください！会場でお会いできることを心から楽しみにしております！ 


