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エリザベス陛下御在位70周年を迎えて、
コロナ禍を乗り越えて、

高崎芸術劇場で女王の声が聞こえる！

　7月6日、成田空港からウィーン経由でロンドンに到着した。6月2日
から始まったエリザベス女王の在位70周年を記念する行事「プラチ
ナ・ジュビリー」をバッキンガム宮殿で祝う華やかなパレードを観劇
するためだ。その翌日にミーティングに参加して、今回の高崎芸術劇
場での演奏会の成功を宣言した。女王は、在位期間が英国史最長で
国民の敬愛を受けている。6月2日のパレードでは、騎馬隊や音楽隊
などが参加してバッキンガム宮殿のバルコニーから微笑んで手を振る
姿が印象的であった。その女王の声が聞こえてきたのは、私だけでは
ないだろう。このバッキンガム宮殿には、1764年、かのモーツァルトも
1760年に即位した国王ジョージ三世に謁見している。
　彼女がスピーチする言語は、周知のとおり英語である。その言語は
波乱万丈、紆余曲折し、歴史的にみて世界共通語の運命にあった。
英語ほど語彙数の多い言語はない、その語彙数は、外交言語として
フランス語の4倍とか言われている。ブリテン島には、先住民族、ケル
ト人、ローマ軍の遠征とキリスト教、そしてゲルマン人、北からヴァイキ
ング、ノルマンによる征服、大陸から文化とそしてルネッサンスと。その
歴史により洗練された英語には、自ずから訴える力が身についてい
る。日本のような単一民族社会で言われる、以心伝心とか腹芸は存
在しないかもしれない。
　スピーチで国民に訴え勇気を与え続けてきたのが今回在位70周
年をむかえるエリザベス女王である。11歳で突然次期君主となるこ
とになったエリザベス、母に「ママ男の子を産んでちょうだい」と。犬
や馬が大好きで、田舎が大好きな少女に運命を変える出来事が起こ
る、第二次世界大戦、ナチスドイツの侵攻、バッキンガム宮殿もター
ゲットとなった。放送局から依頼で、王室を代表として、スピーチをし
てほしい、14歳で、300万人以上の両親と離ればれになって疎開して
いる同世代の子供たちにメッセージを送ってほしいと、14歳で決意の
スピーチをすることになる。その感動のスピーチは、「平和が訪れると
き覚えていてください。明日の世界をより良く、より幸せにするのは私
たち子どもたちなのです。」と子どもたちに希望と勇気を与えた。19歳
で軍隊に志願そして献身的に働いた。そして平和が戻り、エリザベス
は、1953年、父の急死により25歳で王位を継いだ。エリザベスは、そ
の戴冠式で「さあ、皆さん行くわよ」と声をかけて、邁進し、神と国と
国民に自ら人生をささげた。ウェストミンスター寺院でコーラスをつと
めたロジャ・ワーグナー合唱団そしてプラチナ・ジュビリーで行進をつ
とめた女王側近の軍楽隊の心に残る音を高崎芸術劇場で感じて、エ
リザベス女王の声を聴いてほしい。コロナ禍で女王は、訴えた。「心を
一つにすれば必ず乗り越えられます。私たちは友とまた会えるでしょ
う。私たちは家族とまた会えるでしょう。みなさんとまた会うのです。
平和が訪れるとき覚えていてください。」と。

 （株）空間あい

2022年11月30日（水）
18:00 開演（17:00開場）
高崎芸術劇場 大劇場

2022年12月7日（水）
18:00 開演（17:00開場）
高崎芸術劇場 大劇場

総合司会／奈良のりえ
ナレーター／中村ひろみ（レクチャーⅠ）
指揮／隊長 スチュアート・ハリディーズ少佐　
ソプラノ／ファン・ユンジョン　

総合司会／奈良のりえ
朗読／中村ひろみ（レクチャーⅡ）
指揮／ジニーヌ・ワーグナー　

英国女王陛下の近衛軍楽隊

ロジェ・ワーグナー合唱団

スチュアート・
ハリディーズ少佐

ファン・ユンジョン 奈良のりえ 中村ひろみ

ジニーヌ・ワーグナー 奈良のりえ 中村ひろみ
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英国王室を護衛する5つある英国陸軍近衛連隊には、第一連隊所属グレナディアガーズ、
第二連隊所属コールドストリームガーズの他スコティッシュガーズ、アイリッシュガーズ、ウ
エィリッシュガーズがありそれぞれに軍楽隊が置かれそれぞれ名誉隊長は王室が務めてい
る。因みにコールドストリームガーズバンドは、エリザベス女王が名誉隊長で、起源は、1785
年12名の楽隊創設に由来し現在まで続く最古のバンドである。現在は44名の英国伝統の
吹奏楽編成で演奏している。 特に「コールドストリームガーズバンド」は5つある近衛連隊
の中で最も優秀なバンドと言われ、国家行事・衛兵交替式・軍旗敬礼式のほか国内外での
演奏活動を積極的に行なっている。最近のイギリス軍楽隊評価リポートでは最優秀バンド
に輝いている。コールドストリームガーズバンドのプログラムは、オープニングステージでの
日英のファンファーレ、「威風堂 」々などイギリスならではの吹奏楽の名曲の数々、イギリス～
ウェールズ～スコットランドの音楽を中心に送る。また同行する隊友のソプラノ歌手ファン・
ユンジョン、スコットランド近衛連隊バグパイプメンバーとの「アメージング・グレース」やス
コティッシュダンスも圧巻！！レパートリーは、英国をはじめとする各国のマーチ、吹奏楽の
オリジナル曲はもちろん、ミュージカル・ナンバー、ビートルズなどバラエティに富む。日本ツ
アーは2022年をもって15度目の記念公演になる。

英国近衛軍楽隊とは 

　第2次世界大戦が終わった翌年1946年、ロサンゼルスのセント・ジョセフ教会の若い合唱指揮者が、市主催の青年合
唱団の音楽監督に任命されました。その合唱団の選抜メンバーが母体となって結成されたのが、のちに世界各国で演奏
活動を行ない、80枚以上ものアルバムを発表することになる「ロジェ・ワーグナー合唱団」です。
　発足以来世界各地で演奏活動を行い、1953年には、イギリス女王エリザベス2世の戴冠式においてバックコーラスを
務める。1974年にはアメリカ国務省の文化使節としてソビエト連邦（当時）への演奏旅行を行う。
　初来日は、東京オリンピック前年1963年のこと、折しも日本は高度経済成長の真最中、終戦直後の混乱や貧困は遠い
記憶の彼方に霞みつつあった頃でした。彼らの歌う、むかし学校で習った歌、いつかどこかで聴いたことのある歌の数々
が、日本人の心に語りかけ感動を与えました。かつての青年指揮者ロジェ・ワーグナーは、1992年に惜しまれながら逝
去しましたが、合唱団は愛娘ジャニーヌに引き継がれ、今日も世界中の人々に愛され続けています。今回2022年のツアー
では、2019年秋にオープンした高崎芸術劇場大劇場でその素晴らしさを堪能していただきます。今回は十八番のフォス
ターの名曲、ゴスペル、クリスマスソングなど特に皆さんにお楽しみ頂けるプログラムをご用意いたしました。特にゴスペ
ルは「オーハッピーデイ」などを作詞作曲したE・ホーキンスのオリジナルをお送りします。

レクチャーⅠ：プラチナ・ジュビリー

◆スコティッシュダンス、
　イギリス～ウェールズ～スコットランドの音楽
◆セント・ジョージの旗、ロンドンの叫び、
　スカボロー・フェア、統べよ、ブライタニア
◆輝かしいセラフィムに「闘士サムソン」、
　炎のランナー、プラチナコレクション
◆007メドレー、カルメン幻想曲、夢やぶれて、黒田節
◆アメリカの祈り、コサックファイヤーダンス

Program プログラム

ロジェ・ワーグナー合唱団

レクチャーⅡ：女王陛下のクリスマス・メッセージ

◆ゴスペル
　「オー・ハッピーディ！」「ジョイフル・ジョイフル！」
◆クリスマスソング
　「ジングル・ベル」「赤鼻のトナカイ」「きよしこの夜」「ホワイト・クリスマス」
◆フォスターメロディー
　「なつかしきケンタッキーの我が家」「金髪のジェニー」「夢見る人」
◆ミュージカルナンバー
◆クラシックの名曲
◆日本の歌･世界の歌

Program プログラム

創始者：ロジェ・ワーグナー
（1914～1992）　

プログラム等は、やむをえない事情により変更になる場合がございます。
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チケット取り扱い 会場・アクセス【チケット発売】 8/27（土）10:00～

2022年11月30日（水）
高崎芸術劇場 大劇場
全席自由 ※豪華プログラム付き 
6,500円（当日7,000円） 高校生以下 3,000円

■ Web
　 高崎芸術劇場メンバーズ

▲

　 （要・無料登録）

Webサイトからも
　　購入できます

▲

2022年12月7日（水）
高崎芸術劇場 大劇場
全席自由
5,000円（当日5,500円） 高校生以下 3,000円

全席自由
10,000円　高校生以下 5,000円
※web取り扱い無し。ご希望の場合は各プレイガイド窓口または
高崎芸術劇場チケットセンター（TEL.027-321-3900）、空間あい
ONLINE SHOPにてお願いいたします。

※電話発売で完売した場合は窓口での販売はございません。※未就学児入場不可　※車椅子席・介助席をご希望の方は、主催者へお問い合わせください。

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。高崎駅からはペデストリアンデッキで会場
　までつながっているため大変便利です。
※高崎芸術劇場に専用駐車場及び提携駐車場はありません。お車でお越しの場合は、高崎駅
　周辺及び高崎芸術劇場周辺の有料駐車場をご利用ください。

18:00 開演
（17:00開場）

18:00 開演
（17:00開場）

■ 英国女王陛下の近衛軍楽隊 ■ ロジェ・ワーグナー合唱団 特別2回券（11/30、12/7）

■ 電話
　 高崎芸術劇場チケットセンター
　 TEL.027-321-3900（10:00～18:00）

■ 窓口
　 ・高崎芸術劇場チケットカウンター 
　 ・群馬音楽センター
　 ・高崎市文化会館
　 ・高崎シティギャラリー　 
  　  ほか　高崎市施設プレイガイド

〒370-0841 高崎市栄町9-1  TEL.027-321-7300

■ チケットぴあ
　 ［11/30］ P-コード：221917　 ［ 12/7 ］P-コード：221916

■ 株式会社 空間あい
　  090-1815-4608　info@kuukanai.com
　  ゆうちょ銀行　振替口座　00280-2-141735　カ）クウカンアイ
　 　 ※上記にご送金いただければチケットを送付します。

JR高崎駅東口から
徒歩5分 高崎芸術劇場 大劇場

日英同盟120周年　横浜から英国女王陛下の近衛軍楽隊が群馬のシルクロードをパレード。近代日本を支えた「お蚕様」を八王子から横浜へ

横浜みなとみらいホール　【お問い合わせ】神奈川芸術協会 TEL.045-453-5080
■ 11/29（火）14:00開演  英国女王陛下の近衛軍楽隊　■ 12/2（金）14:00開演  ロジェ・ワーグナー合唱団

他会場公演の
ご案内

セット券が
お得です！

特別2回券取り扱いあり

特別2回券取り扱いあり

特別2回券は
こちらから

空間あい・ベルカントジャパン共同企画

1953年6月3日、エリザベス女王の戴冠式が
行われ、ロジェ・ワーグナー合唱団がコーラ
スをつとめたウエストミンスター寺院聖堂。
現在の上皇陛下が、19歳の時に昭和天皇
名代として戴冠式に出席するため、3月30日
に横浜港から御召船プレジデント・ウィルソ
ン号で出発した。

ロジェ・ワーグナー合唱団群馬ヤクルト販売株式会社

エリザベス女王陛下御在位70周年祝

株式会社清水

株式会社 トマル

プリオホールディングス株式会社

株式会社井ノ上
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