サカイ

舞台が始まる。
堺が変わる。

S A C A Y −
A L W A Y S
T H E
T R I G G E R

河口慧海（写真提供：堺市博物館）

公益 財 団 法人 堺 市 文 化 振 興 財 団季刊誌
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CLASSIC

●最新の公演情報はフェニーチェ堺HPをご覧ください ●都合により、
曲目・公演内容が変更になる場合がございます ●掲載情報は3月26日現在

グスターボ・ドゥダメル（指揮）
＆
マーラー・チェンバー・オーケストラ
7月10日（土）開演15：00 大ホール

さなければならないときだと思っています。
それはなぜか？なぜなら音楽は変

グスターボ・ドゥダメル

スペシャルインタビュー

思っているのです。特に子供や若者にとって文化は大切です。彼らが創造
性に触れることのできる場、彼らがじっくりと考え、理解し、変容し、他者に
伝えることの出来る場を見つけなければなりません。
こういった欲求は人間

情熱的な指揮で熱狂的な人気を誇る指揮者ドゥダメル。

にとって根源的なものです。

クラウディア・アバドが設立したスーパーオーケストラとの

●母国ベネズエラとその音楽教育（エル・システマ）
から受けた

驚異的に精緻なアンサンブルの競演が、想像を超えたサウンドを奏でます。

影響を聞かせてください。

メンデルスゾーン：交響曲第3番イ短調op.56「スコットランド」 ベートーヴェン：交響曲第3番変ホ長調op.55「英雄」
〔指揮〕
グスターボ・
ドゥダメル ©Danny Clinch for LA Phil

容させる力を持っているからです。
だからこそ私は文化というものは、社会
において二義的なものではなく、欠く事の出来ない非常に重要なものだと

〔演奏〕
マーラー・チェンバー・オーケストラ ©Molina Visuals

私たちは皆、生の演奏に飢えています。私はロックダウンの間、新しいプ
ロジェクトを立ち上げることに多くの時間を割いてきました。
ロサンゼルスの

ホセ・アントニオ・アブレウ博士により40年前にベネズエラで始められた

私の家のリビングルームから行ったラジオの生放送番組もそのひとつです。

エル・システマによって、私を含む数百万もの若者が貧困や社会的排除、

それは非常に楽しいものでした。
またパンデミックの間、ロス・フィルとは

物的困難を超え、音楽を通じて他者と調和し、
自己を表現する事が出来る

ウォルト・ディズニーホールではなく、新鮮な空気と自然の溢れるハリウッド・

ようになりました。
そういった意味で、音楽は私の人生を変えたなどという表

ボウルの野外ステージでレコーディングを行いました。
お客様には私たちが

現では足らず、音楽こそが私に今の人生を与えてくれたと言えると思いま

共にいるという事を感じていただきたかったですし、
お客様が芸術を生かし

す。
ですから世界中の若者が音楽という贈り物を分かち合うこと、
そして彼

ているのだという感覚を持ち続けていただきたかったからです。音楽がある

らが癒し、結束、
インスピレーションといった音楽の持つ力を経験できるよう

ところには楽観主義と癒しがあるのです。
そしてそういったものに人々が触

になることが私の最も大きな願いです。

れ続けてほしいと思っています。
スペインにも妻と共に立ち上げた素晴らし

●来日ツアーの演奏曲目や聴きどころ、

フォニー・オーケストラをVRで体験出来るようにしたのです。現在このＶＲ体

いプロジェクトがあります。
ラ・カイシャ財団のサポートを得てデジタル・シン
また共に来日するマーラー・チェンバー・オーケストラについて。

験が出来る2台のトラックがスペイン中をまわっており、多くの人に無料で
音楽を届けています。
このような体験を人々と共有できることをとても嬉しく

フェニーチェ堺で演奏したい作品は沢山あったのですが、
そのなかでも今

思っています。音楽とは橋のようなもので、人々を結びつける力があります。

回のツアーでは楽観的な気持ちをもたらしてくれる作品を選ぶことにしまし

今私たちは数多くの喪失を経験していますが、
それでもこのひどいパンデ

た。今は誰もが少しでも多くの希望を、
そして前向きな気持ちになれるもの

ミックから抜け出し、
よりよい人間になれるのだと確信しています。

を求めています。
こういった社会のニーズに応えるのは芸術家の使命です。

チケット販売の詳細は決まり次第発表

主催：フェニーチェ堺

それがメンデルスゾーンの
「スコットランド」
を選んだ一番の理由です。
という

それどころか人々の関わり方は今にも増して誠実で心のこもったものに

のはこの作品は自然界に寄せた詩であり、
自然の驚異が人類にもたらした

なると信じています。パンデミックの間、芸術は非常に苦しみました。
そして

贈り物だからです。
そして一緒に演奏される
「英雄」
を選んだのは、
ベートー

私は生の音楽創造の場に戻ることを熱望しています。今はすっかりリフ

ヴェンのように、今現在皆が直面している危機に人類の不屈の精神が打

レッシュし、新しいアイディアやインスピレーションで満たされています。

ち勝つと私も信じているからです。
マーラー・チェンバー・オーケストラとはこ
れまでに数々のツアーを行ってきました。
フェニーチェ堺のお客様にも素晴

グスターボ・ドゥダメル プロフィール

グスターボ・ドゥダメルは、音楽が人々の生きる力となり、人々にインスピレーションを与え、世界を

©Danny Clinch for LA Phil

日本は私にとって演奏活動を行う上で常にお気に入りの場所のひとつ

変える力があるという信念に突き動かされながら指揮活動を展開している。指揮台でのダイナミック
なパフォーマンスと芸術教育へのたゆまぬ支援を通して、
ドゥダメルは世界中の新しい聴衆にクラ
シック音楽を届け、行政サービスの行き届かない地域に暮らす数えきれないほどの若者たちへ芸術

●音楽の役割や人々に与える影響について、
今どのように考えていますか？

でした。東京で初めてシモン・ボリバル・ユース・オーケストラと演奏をした
時のことを、
そしてミラノ・スカラ座とのツアーを、最近ではウィーン・フィルと
のツアーのことなどもよく覚えています。本当に素晴らしい経験でした。
日本

に触れる機会を提供し続けている。

2

●日本のファンにむけてメッセージをお願いします。

らしい経験をお届けできると確信しています。

ライフワークである音楽教育への支援と芸術を通した社会の発展は、子供時代にドゥダメル自身

私自身は息子と妻、
そして家族と多くの時間を過ごしています。
この1年

のお客様はステージにいる私たち演奏家に最大限の注意を払い、私たち

を形作った、
1975年にホセ・アントニオ・アブレウ博士によって創設された音楽教育プログラム
「エル・

はすべての人にとって変革の年となったと思います。
また同時に取捨選択

もお客様がいかに演奏を楽しんでくださっているか、
とても強く感じる事が

システマ」
での経験に基づいている。
この
「エル・システマ」
の理念を汲み、2007年、
ドゥダメルがロサ

の年ともなったと思います。我々は芸術家として、
クリエーターとして、立ち

出来ました。

ンゼルス・フィルと地域コミュニティと共同で設立した
「YOLA ロサンゼルス・ユース・オーケストラ」
に

止まり、考え、芸術の力によって人々が感情的なバランスを取り戻せるよう

そして、
日本の文化と食事も大好きです。
お気に入りのレストランや美味

は現在1300人以上の若き音楽家たちが参加し、無料貸与の楽器と音楽レッスン、
アカデミックなサ

今こそ持てる力を最大限発揮しなければなりません。人々の精神の復興の

しいお酒、海鮮物など楽しみが沢山あります。
日本にまた行けるのを今から

ポート、
そしてリーダーシップ教育などの恩恵を受けている。

ために今こそ音楽と芸術が非常に重要な役割を果たせるときであり、果た

心待ちにしています！
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FENICE SACAY

伝統芸能

●最新の公演情報はフェニーチェ堺HPをご覧ください ●都合により、
曲目・公演内容が変更になる場合がございます

W

●掲載情報は3月26日現在
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についてはP11をご覧ください
チケットを購入する

フィルハーモニー・オーボエ・カルテット
with 佐渡裕（ナレーター）
5月7日（金）大ホール

鼓童ワン・アース・ツアー2021〜鼓
6月13日（日）開演15：00 大ホール

（つづみ）

公演中止

天と地が和し、響きに触れる
2021年に創立40周年を迎える太鼓芸能集団 鼓童。

世界最高峰ベルリン・フィルによる

本作のテーマは鼓童の原点である 佐渡 。

アンサンブルと佐渡裕のコラボレーション

佐渡の歴史や風土、豊かな自然、多彩な芸能を感じていただけるように、

「初めての室内楽」
としても楽しめる、

クラシカルな演目や演出を基調に構成されています。

常識を覆すナレーション付き演奏会。

魂を揺さぶる太鼓の音と鍛え抜かれた身体性を生かし、

メインのモーツァルトの名作オペラ
「魔笛」
では

日本的な簡素美の中から人間の五感を刺激する

その語り部に世界的指揮者である佐渡裕が友情出演。

新たな領域への礎となる舞台です。
佐渡だからこそ生まれ育まれた音、生命のリズムにご期待ください。
【出演】太鼓芸能集団 鼓童
【演出】船橋裕一郎
【演目】入破（じゅは）
モノクローム
大太鼓
屋台囃子
族

18世紀オーケストラ
5月21日（金）大ホール

公演中止
発売中

S席5,800円

A席4,800円

B席3,800円

主催：フェニーチェ堺
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18世紀オーケストラ
The Orchestra of the Eighteenth Century

©Sammy-Hart

©Wojciech GrzedzinskiNIFC

©Taira Tairadate

1981年にフランス・ブリュッヘン
（リコーダー、
フルート、
フラウト・ト

HARAイリュージョンマジックショー2021
8月21日（土）開演16：00 大ホール

メンバーは全員、18世紀および19世紀初期の音楽を専門とする
優れた古楽器もしくは復元楽器の奏者で、年に7回ほど集まり
ツアーを行った。パーセル、バッハ、
ラモー、ハイドン、
モーツァルト、
ベートーヴェン、
シューベルト、
メンデルスゾーン、
ショパンなど幅広い
レパートリーを誇り、
これらの演奏は、
フィリップス・クラシックスや
近年ではグランド・ツアー/グロッサ・レーベルに録音されている。
現在は、客演ソリストや客演指揮者を迎えて年に5つのプロジェ
クトを行い、活動を続けている。
［ピアノ］
ユリアンナ・アヴデーエワ、
トマシュ・リッテル、
川口成彦
モーツァルト：交響曲第40番 ト短調 K.550
ショパン：ポーランド民謡による大幻想曲 イ長調 op.13（川口）
ショパン：ロンド・クラコヴィアク ヘ長調 op.14
（リッテル）
ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 op.11（アヴデーエワ）
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FENICE SACAY

MAGIC

ラヴェルソ奏者、指揮者）
とその友人らによって結成されたオーケス
トラ。世界20カ国以上から55名の演奏家たちが集まった。

©Annelies van der Vegt

世界を熱狂させた天才イリュージョニスト！
The Japan Cup 2020にて
「Magician of the Year」
を受賞。
今もっとも注目を集める
イリュージョニストHARA、
待望の2021年ジャパンツアー！
【出演】
イリュージョニスト/演出家：原 大樹
チケット販売の詳細は決まり次第発表

主催：フェニーチェ堺

制作協力：アミューズ 企画制作：中京テレビ事業

協力：読売テレビ
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FENICE SACAY

JAZZ

●最新の公演情報はフェニーチェ堺HPをご覧ください ●都合により、
曲目・公演内容が変更になる場合がございます
●掲載情報は3月26日現在

挾間美帆m̲unit
日本ツアー2021
9月17日（金）大ホール

©Hiroyuki Seo

ジャズとクラシックが融合するラージ・アンサンブルの最前線

FENICE SACAY

CLASSIC

佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ
≪ブラスの祭典≫
10月2日（土）大ホール
圧倒的な演奏技術に加え、親しみやすいポップスやトークなどを交えたコンサートで、吹奏楽部員の中高生からクラシック愛好家の
大人まで、
幅広いファンを持つ 佐渡×シエナ 。
吹奏楽界屈指の名曲として君臨するジェームズ・バーンズの超大作
「交響曲第3番」
を

ジャズピアニスト山下洋輔が見出し、世界的指揮者の佐渡裕が
「一番の発見」
と

佐渡×シエナの組み合わせで聴くチャンスがついに到来。

驚いた才能が、
自身のジャズ室内楽団を率いてニューヨークから凱旋！

©Hikaru.☆

ジェームズ・バーンズ：交響曲第3番

＜挾間美帆プロフィール＞ 国立音楽大学およびマンハッタン音楽院卒業。
2012年、
ジャズ作曲家としてメジャーデビュー。2014年、
出光音楽賞受賞。

©Takashi Iijima

2016年には米ダウンビート誌 未来を担う25人のジャズアーティスト に選出される。
アルバム
『ダンサー・イン・ノーホエア』
が2020年米グラミー賞ノミネートを果たす。
2019年からデンマーク放送ビッグバンドの首席指揮者、2020年8月からは
オランダの名門メトロポール・オーケストラの常任客演指揮者に就任。

チケット販売の詳細は決まり次第発表

主催：フェニーチェ堺

CLASSIC
川口成彦フォルテピアノ
リサイタルシリーズ2021
2020年の初回でベートーヴェンを取り上げ好評を博したリサイタルシリーズの第2弾!

チケット販売の詳細は決まり次第発表

©Taira Tairadate

主催：フェニーチェ堺

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
11月26日（金）大ホール
©Bernhard Buerklin

1893年設立。
マーラーが自らの指揮で1901年に交響曲第4番を、
1910年

ピックアップし、彼らが生きた時代のピアノで演奏します。

に第8番を世界初演し、1911年にはワルターの指揮のもとで
「大地の歌」

第2回 ショパン＆His Contemporaries
10月2日
（土）15：00開演 小ホール

を初演した。第二次大戦後はヨッフム、
ロスバウト、
リーガー、ケンペらの
名指揮者が率い、1979年にチェリビダッケが音楽監督に就任。欧州
諸国、南アメリカやアジアをツアーし、
ブルックナーの演奏は国際的にも
注目された。
その後レヴァイン、
マゼールが首席指揮者を、
メータが名誉指
揮者を務めた。2015/16年シーズンからはヴァレリー・ゲルギエフが首席

©Andrea Huber

指揮者となり、
欧州主要都市、
日本、
中国、
韓国、
台湾、
米国などをツアー。
2018年10月13日には創立125周年を記念し、
ゲルギエフの指揮でマー

第3回 モーツァルト＆His Contemporaries
[スペシャルコーナー works by OUR Contemporary!]
杉山洋一 委嘱新作（フェニーチェ堺委嘱作品世界初演）
12月26日
（日）15：00開演 小ホール

ブルックナー：交響曲第6番

チケット販売の詳細は決まり次第発表

チケット販売の詳細は決まり次第発表

主催：フェニーチェ堺

©EIICHI IKEDA

巨星ゲルギエフが率いるドイツ屈指の王道オーケストラ

シューベルト、
ショパン、
モーツァルトというクラシック音楽の真骨頂の作曲家を

第1回 シューベルト＆His Contemporaries
9月29日
（水）19：00開演 小ホール

6

FENICE SACAY

ラー
「交響曲第8番《千人の交響曲》」
を演奏。
モーツァルト：ピアノ協奏曲 番号未定（ピアノ：藤田真央）

主催：フェニーチェ堺
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FENICE SACAY

OPERA

フェニーチェ堺 イベント・講座

主催：フェニーチェ堺

※都合により、
イベント・講座の内容が変更になる場合があります。

●最新の公演情報はフェニーチェ堺HPをご覧ください ●都合により、
曲目・公演内容が変更になる場合がございます
●掲載情報は3月26日現在

「人はなぜ踊るのか⁉ 2」vol.1〜vol.4

フェニーチェダンス企画2021

NISSAY OPERA 2021
オペラ
「ラ・ボエーム」
10月23日（土）大ホール

ダンスの経験、好き嫌い関係なし。正しい踊りなんてない！
自由に動ける知恵を手に入れて、
身体と心を解放しよう。

vol.2 アオキ裕キ
提供：東京都渋谷公園通りギャラリー 撮影：荻原楽太郎

photo by bozzo

vol.4 セレノグラフィカ photo : Ai Hirano

vol.1 7月25日
（日）
北村成美［なにわのコリオグラファー・しげやん］
vol.2 8月7日
（土）
アオキ裕キ（新人Hソケリッサ！）［ダンサー・振付家］

友情を描いた甘く切ない青春物語。
ジャコモ・プッチーニ作曲 全4幕

vol.3 8月14日
（土）
北尾亘（Baobab）［振付家・ダンサー・俳優］

宮本益光訳詞による日本語上演・日本語字幕付き
演出：伊香修吾

vol.3 北尾亘

vol.4 9月4日
（土）
セレノグラフィカ（隅地茉歩+阿比留修一）［振付家・ダンサー］

管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団
ミミ：迫田美帆 ロドルフォ：岸浪愛学
ムゼッタ：冨平安希子 マルチェッロ：池内 響

写真／平野愛

【ワークショップ】 大スタジオ

19世紀半ば、
フランス・パリに住む若者たちの夢や恋、

指揮：園田隆一郎

vol.1 北村成美

チケット販売等の詳細は決まり次第発表
各回：1,500円

他

4回通し券：5,500円
（※sacayメイト先行限定）

チケット販売の詳細は決まり次第発表
主催：フェニーチェ堺 公益財団法人ニッセイ文化振興財団【日生劇場】

アートキャンプ in サマー

伝統芸能

FENICE SACAY

前回の様子

8月12日
（木） 小ホール、ガレリア、翁橋公園ほか
みる！きく
！つくる！芸術で遊ぶ１DAY体験イベントが2021年も開催決定。
みんなでいっしょに夏休みの思い出を作ろう
！
詳細は決まり次第発表

桐竹勘十郎 発意・監修
「ワカテ de ワカル フェニーチェ文楽」
い

が

ごえ どう ちゅう すご ろく

伊賀越道中双六 沼津の段

10月19日（火）開演14：00（予定）/ 開演18：00 小ホール

ホール体験ツアー

無料

フェニーチェ堺の舞台や客席、舞台裏などをまわる1時間のホール体験ツアー。
出演者や観客の気分になろう
！（小学生以上）

若手が名作に挑戦！
昨年に引き続き、桐竹勘十郎の発意・監修のもと、
若手による名作公演を上演。
太夫、
三味線、人形遣いの重鎮が若手を支える
フェニーチェ文楽だけの意欲的な舞台 を披露します。

チケット販売の詳細は決まり次第発表
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主催：フェニーチェ堺

開催日および申込期間は決まり次第発表
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Jun

10

2021

Jul

2021

Aug

2021

●最新の公演情報はフェニーチェ堺HPをご覧ください

2021

18世紀オーケストラ

17
Wed
19：00

2

2021

Tue

14：00（予定）
18：00

挾間美帆m̲unit
日本ツアー2021

Fri
時間未定

Oct

Sat
時間未定

Sat
15：00

19

グスターボ・ドゥダメ
ル＆マーラー・チェン
バー・オーケストラ

21
Sat
16：00

2

2021

HARAイリュージョン
マジックショー2021

29

フィルハーモニー・
オーボエ・カルテット
with 佐渡裕

Fri
公演中止

Sat
15：00

10

鼓童ワン・アース・
ツアー2021〜鼓

11
12

川口成彦フォルテ
ピアノリサイタルシ
リーズ2021 第1回
佐渡裕指揮シエナ・
ウインド・オーケストラ
≪ブラスの祭典≫

ワカテ de ワカル
フェニーチェ文楽

26

ミュンヘン・フィル
ハーモニー管弦楽団

Fri

チケット購入先

桐竹勘十郎 発意・監修

オペラ
「ラ・ボエーム」

NISSAY OPERA 2021

WEB購入
W （詳細は下記をご覧く
ださい）
ローソンチケット
（Lコード）

ロ https://l-tike.com

Sun
15：00

川口成彦フォルテ
ピアノリサイタルシ
リーズ2021 第3回

＝大ホール

＝小ホール

チケット購入方法
WEB購入
6：00〜翌2：00

営業時間

テアトロ ポンテベッキオ
薪窯で焼く本格的なナポリピッツァをはじめ、
「本物」
にこだわったイタリアンを
お楽しみいただけます。

電話・窓口購入
S （詳細は下記をご覧く
ださい）

ぴ 0570-02-9999

e

CN 0570-08-9999

チケットぴあ
（Pコード）

CNプレイガイド

ｅ＋
（イープラス）

http://eplus.jp

★

未就学児
入場不可

時間未定

26

2021

川口成彦フォルテ
ピアノリサイタルシ
リーズ2021 第2回

23

Sat
時間未定
2021

Dec

May

Fri
公演中止

Sep

都合により、
曲目・公演内容が変更になる場合がございます

Sun
15：00

Nov

6
7
CALENDAR
8
2021
9
7
5
21
10

13

2021

Oct

FENICE
SACAY

※ご購入いただいたチケットは公演中止を除き、変更・キャンセルはできません。
※紛失・破損等いかなる場合においても再発行はいたしません。
※WEB購入・電話予約での発券・配送には所定の手数料がかかります。

チケット購入ページ

〈引取〉

sacayメイトへの登録が必要です

sacayメイト 検索

※配送と当日会場引取はクレジット支払いのみ

TEL：072-282-7077

【 ランチ 】
11：30〜14：00（ラストオーダー）
【 カフェ 】
フェニーチェ堺の公演時間により変動

電話予約
10：00〜18：00
（当面の間時短営業）

堺市文化振興財団チケットセンター

0570 08 0089

〈チケット予約専用〉

窓口
直接購入
9：00〜20：00

芸術文化の創造・交流・発信の拠点となるフェニーチェ堺の整備に対し、下記の皆様より堺市あてに
（申込順）
寄付をいただきました。
そのご芳志に感謝の意を表します。
プラチナ芸術文化会合衆

コーナン商事株式会社・堺化学工業株式会社・堺市農業協同組合
株式会社クボタ・株式会社シマノ・株式会社 サカイ引越センター
株式会社 コノミヤ・EH株式会社・ダイキン工業株式会社 堺製作所
医療法人 邦徳会 邦和病院

フェニーチェ堺
堺市堺区翁橋町2-1-1
南海高野線
「堺東」
駅から徒歩8分

〈引取〉

※一部携帯・CATV接続電話・IP電話からはご利用いただけません。

【 ディナー 】
18：00〜22：00（21：00ラストオーダー）

堺市民芸術文化ホール（フェニーチェ堺）
の整備へご寄附いただいた企業の皆様

セブン-イレブン
ファミリーマート
配送
当日会場引取

セブン-イレブン
ファミリーマート
配送

フェニーチェ堺【第1・3月曜休館（祝日は開館）】
一般発売日の翌週より
残席がある場合のみ販売

〈販売箇所〉

堺市立栂文化会館【月曜休館】
堺市立東文化会館【水曜休館（祝日は開館）】
アルテベル【第2・4月曜休館（祝日は開館）】

（堺市立美原文化会館）

フェニーチェ堺・堺市文化振興財団への寄附のお願い
フェニーチェ堺をはじめ堺市文化振興財団をご支援いただく寄附金を募集しております。
公益財団法人である当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられます。

ゴールド芸術文化会合衆

詳しくはホームページ、又は堺市文化振興財団 総務課までお問い合わせください。

前田製菓株式会社・株式会社 ダイネツ・株式会社ニッカトー・堀富商工株式会社
株式会社ハヤシ・泉南乳業株式会社・あさひ不動産株式会社・太陽パーツ株式会社

TEL：072-228-0114(平日9：00〜17：30) FAX：072-228-0115

株式会社芝田化工設計
オフィシャルサポーターA
大阪信用金庫・株式会社 ツールオカフジ・株式会社 紀陽銀行
株式会社 テックオカフジ・株式会社 ニチエイ・株式会社 東久・大裕鋼業株式会社
株式会社 つぼ市製茶本舗・株式会社 リバテック・八文字会計事務所・藤原電機工業株式会社
大阪南農業協同組合・株式会社 アスト中本・要薬品株式会社・浅香工業株式会社・山本石油販売株式会社
向陽エンジニアリング株式会社・株式会社ジェイコムウエスト・株式会社 新川製作所・株式会社 サニコン
南海鋼材株式会社・株式会社 三翠社・丸一鋼管株式会社・株式会社テクノアオヤマ
まぐろパーク 大起水産株式会社・宇部興産株式会社・池藤織布株式会社・株式会社 加地テック
新日鐵住金株式会社 和歌山製鐵所・社会医療法人 啓仁会 堺咲花病院・日新製鋼株式会社 堺製造所
医療法人 淳康会 堺 近森病院・株式会社 羽車・株式会社東陽電気商会・泉都興業株式会社
株式会社サンエス・株式会社和泉利器製作所・株式会社セイケイ 堺製造所・株式会社酒井鉄工所
※その他多くの企業・団体・個人の皆様からご寄附を頂戴しました。
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情報誌設置場所
（季刊）
堺市各区役所情報コーナー、文化会館、図書館、
その他堺市関係施設。
南海線、泉北高速鉄道の主要駅。
その他、配布協力施設など。

編集：フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール）／（株）
トリプル・オー
発行人：
（公財）堺市文化振興財団 〒590-0061 堺市堺区翁橋町2-1-1 TEL：072-223-1000（9：00〜20：00 第1・第3月曜休館）FAX：072-223-1005

11

フェニーチェ堺

窓口で直接購入

堺市立東文化会館

フェニーチェ堺大ホール

チケット購入方法

堺市立東文化会館5階メインホール

野間バレエ団第29回定期公演
「Progressive Dance Part7」

ワンコインジャズピアノコンサート Spring
4月3日（土）15：00開演

8月11日（水）18：00開演

sacayメイト 検索
堺市文化振興財団ホームページ

発売中 全席指定
＜前売＞500円 ＜当日＞700円
主催：堺市立東文化会館
問い合わせ：072-230-0134

www.sakai-bunshin.com

TELで予約

W

S

販売時間
9：00〜20：00

堺市堺区翁橋町2-1-1
南海高野線「堺東」駅徒歩8分

ＴＥＬ：072-223-1000 休館日：第1・第3月曜（祝日の場合は開館）
ＦＡＸ：072-223-1005
および年末年始

堺市立栂文化会館

販売時間
9：00〜20：00

堺市南区桃山台2-1-2
泉北高速鉄道「栂・美木多」駅前

TEL：072-296-0015
休館日：月曜および年末年始休
FAX：072-291-7083

堺市立東文化会館

販売時間
9：00〜20：00

堺市東区北野田1084-136
南海高野線「北野田」駅直結

TEL：072-230-0134 休館日：水曜（祝日の場合は開館）
FAX：072-230-0138
および年末年始休

アルテベル

販売時間
9：00〜20：00

堺市美原区黒山167-1
TEL：072-363-6868 休館日：第2・第4月曜（祝日の場合は開館）
および年末年始休
南海バス
「美原区役所前」バス停前 FAX：072-363-0070

（堺市立美原文化会館）

堺市文化振興財団チケットセンター

★

フェニーチェ堺

WEBで予約

4回目の開催となるワンコインジャズ。
季節（春）
をテーマにポップスや唱歌を
竹中真オリジナルのジャズサウンドで
お届けします。

世界的に活躍する中村恩恵振付の
「The Well Tempered」
「魅せられた夜」振付：野間景
「ドン・キホーテ」第3幕
特別ゲストに小野絢子&福岡雄大を
迎え、
コンテンポラリーと純クラシックで
織りなす3部！
チケット発売日：5月15日
（土） 全席指定
＜前売＞一般8,000円 ユース6,000円
＜当日＞一般8,500円 ユース6,500円
主催：野間バレエ団 協力：
（公財）堺市文化振興財団
問い合わせ：野間バレエ団072-255-7880

下記で空席状況を確認しながら、座席を選んでご購入いただけます。

W

S

ロ

54635

★

0570-08-0089
（10：00〜18：00） ※当面の間時短営業

知的・発達障害児
（者）
にむけての劇場体験プログラム
「劇場って楽しい！
！」in フェニーチェ堺 キラキラ☆音のお祭りコンサート
5月23日
（日）14：00

sacayメイト募集
サ

カ

イ

sacayメイト 検索

出演：赤松由夏
（ヴァイオリン）
、
江戸聖一郎
（フルート）、
藤井快哉
（ピアノ）、
安永早絵子（マリンバ、パーカッション）
MC：安田ゆき
自由席・無料 ＜定員＞200名 ＜対象＞知的・発達障害児
（者）、
そのご家族、支援者

堺市文化振興財団やフェニーチェ堺で取り扱うチケットを
便利にご購入いただけるサービスです。

募集の詳細は決まり次第発表

●先行予約

4つの sacayメイト特典
（一部公演を除く）
チケットがいち早く予約できる

●WEBチケット購入
●メルマガ配信
●その他

WEB購入
W （詳細は右記）

電話・窓口購入
S （詳細は右記）

ローソンチケット
（Lコード）

ロ https://l-tike.com

★

未就学児
入場不可

安心・安全
のために

詳しくは

登録無料

大ホール

●ご購入いただいたチケットは公演中止を除き、変更・キャンセルはできません。 ●紛失・破損等いかなる場合においても再発行はいたしません。

どこからでもチケットが買える

最新の公演情報をメールでいち早くお届け

ご来館者様へのご協力のお願い
ご来館の際は、マスク着用
をお願いいたします。

前のお客様と間隔をあけて

入口をはじめ館内各所では、

混雑状況によっては

消毒をお願いいたします。

場合がございます。

備え付けの消毒液での手指

登録数
32,000人

エスカレーターは
ご利用ください。

館内では人と人との
距離を保つよう

お願いいたします。

お得な情報が届くかも？

入場制限させていただく

体調のすぐれない方は、

ご来館を見合わせて
いただきますよう

お願いいたします。

フェニーチェ堺 2020-2021シーズン 舞台裏memo
コロナ禍での貸館業務
昨年度は、
令和2年1月以降のコロナ禍により、
4月8日から5月末日まで臨時休館を余儀なくされ、
開館後もイベントや収容人数の制限が

堺 アルフォンス・ミュシャ館

課されるなど大変な一年でした。
そのような中、
ぜひフェニーチェ堺を利用したいとのご要望や利用にあたっての感染予防対策に関する
ご相談を多数いただき、職員一同感謝しています。
フェニーチェ堺では、独自の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを作成し、
来館される皆様の検温、手指洗浄・消毒の徹底、大ホールをはじめ各施設の収容人員の制限など、劇場において必要とされる様々な
感染症対策を実施しています。
今年度も引き続き、
皆様のご協力を得ながら安全・安心な運営に取り組んでまいります。
より多くの皆様の
ご来館・ご利用をお待ちしています。
（貸館担当S）

日の目を浴びなかった公演
昨年度は、
実現しなかった公演がいくつかありました。
たとえば6月に予定していた
「トリニティ・アイリッシュ・ダンス」
は、
事前にアイリッシュ
ダンスの歴史や音楽などを知っていただく展示会やワークショップなどを企画し、魅力をお伝えしたいと思っていました。
また、関西にある
アイリッシュパブに出向いて、
日本で本物のアイリッシュダンスを観る機会があることをお知らせする、
なんてことも計画していました。
12月
に予定していた
「フィルハーモニクス」
は、
私自身がもともと彼らのファンで、
超一流のエキサイティングな演奏を堺で聴けると、
準備の段階
から気合が入っていたんですよ。
（公演担当N）

初の試み、
ダンスワークショップ
「人はなぜ踊るのか⁉」
…普段から踊る人、
ダンスが好きな人、
嫌いな人、
自分には関係ないと思っている人、
あらゆる視点からの疑問をタイトルにしたダンス
ワークショップを開催しました。講師は北村成美、
セレノグラフィカ、大前光市、
いいむろなおきの4組。
それぞれのアーティストが導く方法で自分の身体と向き
合い、他者と身体で対話することでほぐれて解放されていく心と身体。一体何をするのか分からず来た人も、
ダンスって苦手かも…ともやもやしていた人も、
付き添いで来たけどダンスに目覚めたお父さんも！気づいたら身体が動いて
「踊るってこんなに自由で良いのか！」
と、一人一人の生き様がにじみ出た表現が
とても愛おしく、
観る側も癒されました。
今の時代、
このご時世だからこそ身体コミュニケーションが必要なのかもと感じたひとときでした。
あなたも
「なぜ踊る？」
を探りに来てみませんか??（ワークショップ担当T）
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仏 ふれる堺︒
仏教の真理を追い求めるあまり︑

行い︑1 8 9 7︵ 明 治

決 め︑友 人の 手 も 借りながら 準 備 を

鎖国中のチベットに入った気骨の僧

日本人で初めてヒマラヤを越え

学び︑宣 教 師コルビー女 史から英 語と
日

聖 書 を 学 び︑同 志 社 英 学 校に入りま
歳でインドへ出発しました︒

︶年 6 月

河口慧 海は1 8 6 6︵ 慶 応 2 ︶年に

かわぐち え かい

現 在の堺 市 堺 区 北 旅 籠 町で︑桶 樽 製
すが︑学 費が続かず 退 学となってしま

として働きますが︑
これも続かず︒

いました︒やむなく堺の小 学 校で教 員

造 業を営む河口家の長 男 定 治 郎とし

ら寺 子 屋や小 学 校に通う大 変な読 書

て生まれました︒家業を手伝うかたわ

8 月 3 日にダージリンに無 事 到 着
し︑早 速チベット語や仏 教を学びつつ︑

にも天皇に直訴しようと上京します︒

れ︑それを 不 当に思った慧 海は︑大 胆

れ仏の道を志すようになりました︒

に出会い︑釈迦が説く世界に心を打た

慧 海は僧 籍 を 返 上し ︑宇 治の黄 檗 山

しかし 宗 派 内の内 紛に嫌 気がさした

う若さで羅漢寺の住職になりました︒

歳とい

仏 教 誌に寄 稿した論 文や評 論が評 判

学 館︵ 東 洋 大 学 前 身 ︶
に入 学 ︒そこで

五百 羅 漢 寺に寄 宿し︑希 望していた哲

ベット・ラサに潜入しました︒チベットで

年3月

て約 3 年 9か月 ︑1 9 0 1︵ 明 治

がけの登山にも成功し︑神戸を出発し

ピンチをすり抜け︑
ヒマラヤ山 脈の命

数々の困 難に直 面しますが︑奇 跡 的に

川で 流 され ︑3 度 も 強 盗にあ う な ど

ネパールへ向け出発します︒氷が張った

治

は風 評には目もくれず ︑1 9 0 4︵ 明

ことが立証されています︶
︒しかし慧海

の連 続 だったことから ︑ほら 吹 き 扱い

容があまりにもドラマティックで 奇 跡

行し一躍 有 名 人となりますが︑その内

︶年 1 月

幸い周 囲が察 知し︑
ニセ電 報で呼び戻

版一切 経︵ 大 蔵 経 ︶﹄
の研 究に取り組み

で 仏 教 経 典の集 大 成 とされる﹃ 鉄 眼
は日 本 人と知られた瞬 間に危 険が及

集 を 行い︑1 8 9 9︵ 明 治

チベットの国 境へ通じる裏 道の情 報 収

され︑直 訴は失 敗に終わりました︒と

ます︒その中で慧 海は︑訳 者の異なる
が︑すぐに頭 角を現します︒医 者とし

ぶため︑中 国 人として修 行に励みます

など 多 くの成 果 を 生みました ︒再 度

ベット文 化の研 究 ︑現 地の植 物の採 集

歳で東京の

ころが慧 海は︑家 業 を 継がせたい父が

漢 訳 仏 教 経 典に矛 盾 を 発 見し︑疑 問
ても有 名になり︑
ダライ・ラマに謁見し

の帰 国 後は︑サンスクリット語 経 典や

日にようやく 仏 教の聖 地チ

︶
山 家によって︑その内 容が真 実である

する人もいました
︵ 現 在は研 究 者と登

︶年 再びインド︑ネパール︑
チベット

へ行き︑ 年間も滞在し経典収集やチ

日

法 書の編 纂に晩 年まで精 力 的に取り

件が起こります ︒徴 兵 令 改 正が行 わ

歳の秋 ︑事

待つ堺の実 家には帰らず ︑大 阪・正 徳

を解くにはサンスクリット語の原典や︑
たり多くの仏典や知識を得ますが︑約

チベット語訳経典の和訳︑
チベット語文

︶年

寺の佐伯蓬山のもとで︑修行に励むこ

原 典に近いとされるチベット語 訳 経 典
1 年 後 日 本 人だと 発 覚しそ うになっ

1 8 8 4︵ 明 治

とにしました ︒が︑勝 手にその寺から

が多く残るチベットに行って学ぶことが
たため︑急 遽 帰 国 を 決 意 ︒インドを 経
由し︑1 9 0 3︵ 明 治

ヒマラヤの山で
寒くて動けなくなったときの
対処法

慧海は寒さで動けず命の危機にさらされた時、堺の宿屋町農人町の「岡村の丁子油」を身体中に塗り付
けて摩擦してしのいだそうです。氷が浮かぶような冷たい川を渡る際も、
この油を全身に塗り川を渡りました。
当時丁子油は漢方として重宝され、友人から餞別として持たされたそうです。現在でいえば、
クローブのアロ
マオイルのようなものですが、一子相伝の岡村の丁子油は今も日本刀の防錆用油として使われています。

当時のチベット人の
究極の幸せ

バター茶と酒を交互に延々に飲むことを「チャ・チャン・ペンマ」
と言い、財産を持っている者しかでき
ないことから、無常の快楽とされていたそうです。慧海は15歳から「禁食肉・禁酒・不淫」を誓い（一
時解いた時期もあったそうですが）生涯それを続けたので、
その場に参加することはありませんでした。

当時のチベットの
食事事情

麦焦がし
（麦を脱穀し、
乾煎りしてから粉にしたもの）にバター茶、
あるいは湯とバターを入れてこねた
ものを主食とし、
現地では米よりも好まれていたそうです。
慧海自身は麦焦がしの団子に、
塩と唐辛子
をつけて食べることが大好きでした。
タンパク源は、
川魚を殺すことは罪が深いとされ通常は食され
ず、
肉を好みヤク、
羊、
ヤギをよく食べていたそうです。

20

帰 国 後 ︑旅 行 記﹃ 西 蔵 旅 行 記 ﹄を刊

20

歳で脳溢血で逝去しました︒

日

秘境の国でした︒慧海は諦めきれず策
無事日本に到着しました︒

ラマ（高僧）の化身とされる幼い子を教育する際、
常に自信をつけさせて、
悪いことをしても尊敬の
念を持ち諭すことにより、立派に育つ姿を見て、子供をむやみにののしり自信を失わせるのは、
その
子の発達を妨げる教育法だと悟ったそうです。
子供には自信をつけ、
自身の力で進めるという観念
を起こさせることが必要だ、
と慧海は説いています。

︶年 2 月

かったので ︑久しぶりに堺の実 家に帰
を練り︑
まずインドに入り隣国ネパール

チベットで
悟った教育法

組み︑1 9 4 5︵ 昭 和

を 経 由してチベットへ潜 入 することを
80

24

︶年 5 月

37

究の下 準 備として晩 晴 書 院で漢 学を

11

︶
年

も 抜け出し箕 面の山 中で苦 行 を 行い

不 可 欠だと考えるようになりました︒

32
34

となり︑1891
︵明治

ます ︒そこで 自 身の学 問 不 足 を 痛 感

当 時のチベットは鎖 国 中で︑秘 境 中の

︶
年

26

寺に戻りますが︑聞き入れてもらえな

1888
︵明治

30

し︑座 禅よりも 本 を 読ませてほしいと

家で︑ 歳の時﹃ 釈 迦一代 記 ﹄という本

32

ることになりました︒堺では︑仏 教 研

「堺市立町家歴史館 清学院」…南海本線「七道（しちどう）」駅より東へ300m

21

数々の危険を伴う旅行でしたが、
その中で慧海の心を慰めていたのが、
雄大な風景と草花でした。
慧海は短歌をたしなんでいたので、
その美しい風景を多くの歌として残しています。

15
イラスト：一色 美奈保

※保存修理され、河口慧海に関連するパネル展示をはじめ寺子屋の歴史に関する資料を公開しています。
※「清学院」…修験道の道場。
「 清光堂」
という名の寺子屋が開かれており、慧海もここで学びました。

14

ちょうじあぶら

36

21

26

17

ネパール・チベットでの
楽しみ

【監修・写真提供】
堺市博物館
作：田村務（夏の高校野球メダル制作者）
「河口慧海の銅像」…南海本線七道駅前の西側ロータリー内

23
24

19

慧海が一番悩まされたのは、
風呂に入らず、
手を洗わず、
庶民は着替えも年に数回で毎日同じ服を
着、
茶碗も洗わないで昨日のものをそのまま使うなど、
「洗う」
という風習が当時はなかったことが、
生
理的に受け入れがたく苦心したようで、
その恨み節が日記に数多く残されています。

【参考文献】
奥山直司『評伝 河口慧海』中央公論新社
長沢和俊編『河口慧海 チベット旅行記』白水社
「河口慧海生家跡周辺マップ」…七道駅前を東方面 「河口慧海の生家跡の碑」…「河口慧海生家跡周辺マップ」
から東へ3つ目角を南へ曲がり約50m

堺市内
河口慧海
お散歩スポット

15

ネパール・チベットで
困ったこと

