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「 白馬亭 にて 」

STORY〜 「白馬亭にて」あらすじ〜

作 由 :ラ ルフ・ベナツキー

総監督

白馬亭 の給仕長 レオポル ドは、女主人 の ヨゼ ファにかなわぬ恋心 を抱 き、
毎 日バ ラの花 を贈 っています。
しか し、ヨゼ ファが心惹かれているのは、客のひ とリジー ドラー。
そのバ ラはジー ドラーが送 って くれているものと思 い込んでいます。
ジードラーは、ギーゼッケの事件の弁護人ですが、残念ながら敗訴してしまいました。
ところが、ジー ドラーは、オッティリエがそのギーゼッケの文
良とは知 らずに
恋をして しまいます。
一方、ジーギスムン トとクララはお互いに惹かれながらも喧嘩ばかりしています。
こうして、登場人物 のそれぞれがかなわぬ恋の相手 を追 い求め、
複雑な、且 つ陽気な物語が展開され ます。

演 出・台本
三浦 安浩

指揮
坂本 和彦

角田 和弘

〈プレ公演 〉

CAST
《 9.8 SUN 》

《9.7 SA丁 》

スタ ッフ

出 演 者

ピアノ :多 羅尾睦恵
合 唱 :群 馬オペ ラ協会合唱団
合唱団葡萄
群馬オペ ラ協会有志

舞台監督 :近 藤元
振付・演出助手 :三 浦奈綾
美術デザイン :大 月伸昭
舞台装置 :劇 団ザ・マルク・シアター

基礎舞台 :(株 )マ ルキ
照明 :田 島隆司 tス テージサービス群馬｀
音響 :関 □嘉顕
衣装 :坂 丼田操、竹澤美智子、川上敏子

映像 :k株 )ア ヨー ドミュージック
練習ピアノ :石 渡由恭、尾池祐香
ボランテイア協力 :高 崎経済大学
高崎商科大学

榛名湖 t湖 上オペラ実行委員会 と群馬オペラ協会は、日本初の試み として湖の上でのオベラ上演 挑戦 します。
映画 iサ ウンドオブミュージック」の毒台、ずルツカンマーグー トの風景にも似た榛名湖、諄季折 々の豊かな表情を見せる榛名山。
独自の文化と自然がつ く だした環境鏡、ここ以外どこ もあ ません。
榛 湖でしか味わえない壮大な総合芸術 と、大自然の協奏をお楽とみ ください。
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◆ 後援 :高 崎市、
渋川市、
群馬県観光物産国際協会、群馬県地域づくり協議会、
群馬県教育委員会、高崎市教育委員会、高崎観光協会、
榛名観光協会、伊香保温泉観光振興協議会、
伊香保温泉旅館協同組合、
上毛新聞社、
群馬楽友協会、
毎日新聞社、
産経新聞前橋支局、
群馬テレビ、エフエム群馬
朝日新聞前橋総局、
読売新聞前橋支局、
◆ 協力 :地 域づくり団体榛名まちづくリネット、NPO法 人高崎やる気堂
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凩 集合時間 。場所/9/8(土 )7:45新 宿駅 西日
々 主な観光地/榛 名神社、ガ トーフェスタ八ラダ など
● 宿泊地/伊 香保温泉
埒 解散時間 0場 所/9/9(月 )19:00新 宿駅 西口着 (予 定)
※いずれのコースも最小催行人員は20名 を予定 しております。
◆ お問合せ :榛 名湖・湖上オペ ラ実行委員会 (角 田 :090‐ 5304‑7215)
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送迎バ ス ︿ご案内 ﹀

バ ス ツ アー ︿ こ案 内 ﹀

2日

高崎駅 ⇔ 榛名湖会場周辺 1往 復 000円

(E)

憑 集合時間 0場 所/9/7(土 )ア :00新 宿駅 西口
咆 主な観光地/富 岡製糸工場、ガ トーフェスタ八ラダ など
趾 宿泊地/伊 香保温泉
木 解散時間・場所/9/8(日 )19:00新 宿駅 西口着 (予 定)
1,自

◆ 助成 :三 菱UF」 信託芸術文化財団
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※高崎駅はヤマダ電機東側道路沿いより発着予定
〈
◆ お間含せ :榛 名湖 0湖 上オペラ実行委員会 (齊 藤 :090‐ 2325‐ 9413)

