
新作能 r水の輪』ジヤンルミックスVer.

平成 27年 11月 7日 (土)08日 (日 )

時間 :18:30～ 19:45(開 場 18:00)

会場 :大阪市新美術館建設予定地(大阪市北区中之島4丁目)

料金 :無料(未就学児不可)

椅子席は200席 ご用意 しています。

申込方法 :要申込(先着順)

〈雨天時について〉
公演当日13時 に雨天中止判断を致 します。詳細は、当日の中之島のつと  山本能楽堂のHPを ご覧 ください。

雨天時は公演のみ山本能楽堂で公演内容を変更 して開催 します。

なお、トレーラーは使用 しません。(当 日先着200名 様)

〈あらすじ〉
むかし、大 阪を難波 (な にわ)と 呼んでいた頃のお話です。

僧 (ワ キ)が難波に向けて旅 にでました。途中、山崎のあた

りまで くると、川のほとりに、女の人 (前 シテ)の 漕 ぐ1隻 の

舟が現れ ました。僧 は、自分が難波を目指 していることを

伝えて、その舟に乗せてもらうことにしました。舟の中で女

の人は、音の淀川の美 しい様子をを話はじめますが、難波

の近 くまで来ると、次第 にみるみる顔つきが変わ り、水が

汚れてしまったことを悲 しみ、このような水辺 にはいること

ができなくなったと言って、姿を消 してしまいます。僧 は女

の人が実は水神の化身で、川の水が汚れてしまったことを

訴えるために現れたことに気づき、川瀬の石を拾ってはお

経の文字を書 きつけて供養 します。するとり￨が かつての美

しい姿を取 り戻 し、龍神 (ツ レ)が現れ、されいな流れの水

の道 を作 ります。すると水神 (後 シテ)が 現れて、水がきれ

いによみがえつたことを喜 びます。最後 はみなで水 のあり

がたさと、水 によつてもたらされる難 波 =大阪の繁栄をこ

とほぐのでした。(作 :山 本章弘、監修 :山 折哲雄 )

やなぎみわ氏制作の美術作品である トレーラーを使用 し、能楽x講談xク ラシック音

楽xポ ールダンスの大阪ならではのジャンル ミックスによる幻想的な世界をお楽 し

みいただきます。新作能「水の輪」は「水都大阪2009」 の最終日を彩るイベン トとして

制作 。初演 し、国内外で十数回再演を くりかえ し、芸術の力で r水 を大切にする気持

ち」を伝え、世界をつなげて きました。大阪発のこの活動を通 して、次の世代にr美 しい

水の都・大阪」を伝えていければと願 つています。

やなぎみわ  プロフイール

舞台演出家・美術作家。2010年より舞台作品の創作を始める。ヨコハマ トリエンナー レ

2014に て、台湾で製造 した移動舞台車『花鳥虹」を展示 し、その後いくつかの舞台草上パ

フォーマンスを実施。2016年より野外公演『 日輸の翼』のツアーが予定されている。

講談

旭堂南青

ポールパフォーマンス

mecav(STP)

縛武蘇楡‰
輻
■11月 7日

シテ(水神):山 本章弘

ツレ(龍神):山 本麗晃

ワキ(僧):喜 多雅人

笛 :斉藤敦

小鼓 :古田知英

大鼓 :守家由訓I

太鼓 :中 田弘美

地謡 :杉浦豊彦  吉井基晴

浦田保親  井戸良祐

今村哲朗  杉浦悠―朗

後見 :赤瀬雅則  林本 大

演出 :山 本車弘  藤本隆行(kinsei R&D)

舞台監督:黒飛忠紀   照明:藤本隆行(kinsei R&D)  音響:いハートス

プロジェクトアドバイザー:薬津―郎(STP)  コーデイネーター:古谷晃―郎

協賛:仰ハートス 腕カラーキネティクス・ジャパン   助成:公益財団法人朝日新聞文化財団

広報連携:一般財団法人おおさか創造千島財回   特別協力:やなぎみわ やなぎ事務所

■11月 8日

シテ(水神):山 本章弘

ツレ(龍神):山 本麗晃

ワキ(僧):福 王知登

笛 :斉藤敦

小鼓 :成田達志

大鼓 :守家由訓

太鼓 :中田弘美

地謡 :杉浦豊彦  大西ネL久

井戸良祐  林本 大

今村哲朗  杉浦悠一朗

後見 :赤瀬雅則  梅若基徳

会 場 会場 (雨天時)

山本能楽堂

地下鉄谷町線 中央線「谷町四丁目駅J

l筋 目(ホ テルサンホワイト)手 前を左折。

大阪市新美術館建設予定地 大阪市中央区徳井町136
TELi06-6943-9454

4番 出口より谷町筋に沿って北へ。

1筋越えてすぐ左手。

大阪市北区中之島4丁 目

東梅田

至 本町  ■   地下裁崚 縁

●r中之島のつと」ホームベージからお申し込み下さい。 http://nakanoshimaknot.:p′

●または、往復はがきにr①住所、②氏名、③お電話番号、④メールアドレス、⑤参加日時、⑥参加人数、⑦プログラム名」

をご記入の上、山本能楽堂までお申込みください。

わ申込宛先 餃 〒540－0025 大阪市中央区徳井陶1－ 3－6 山本能楽堂事務局

※ホームベージか らお申 し込みは、プログラムの前 日17時 まで、ご予約を承 ります。  ※往復 はがきの場合は、公演 日1週 間前 までにお申 し込み下さい。

お間合せ先卜 公益財団法人 山本能楽堂 電話:06…6943－9454 FAX:06－ 6942－5744 メール:Jcket@noh¨ theaer.com

事業主体 :芸術文化魅力育成プロジェク ト実行委員会

(大阪府府民文化部/大阪市経済戦略局)

事業者 :公益財団法人 山本能楽堂

協力 :公益財団法人 大阪観光局、大阪放送株式会社、

関西ウォーカー(株式会社KADOKAWAD
サン トリーパブリシティサービスグループ、

中之島エ リアプロモーション連絡会、ラジオ大阪

後援 :大阪商工会議所

※出演者 演目 内容などは変更させて頂く場合がございますので、予めご了承くださいませ。

山 本 能 楽 堂 (国 登 録 有 形 文 化 財 )に つ い て

大阪城近 くにある山本能楽堂は大阪で一番古い木造三階建の能楽堂

です。現代に生 きる魅力的な芸能 として能を とらえなお し、新 しい視

点にたつて、能の普及 と継承 を行っています。近年は能だけでな く、

大阪に伝わる貴重な文化遺産である上方伝統芸能全般の情報発信基

地 としての役割も担っています。「ティファニー財団日本伝統文化大

賞」「日本水大賞未来開拓賞Jな ど数々の賞を受賞 しています。


