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徹の部屋 vol.12
うたをさがして
◎日時：2011 年 2 月 24 日(木) 18:30 開場 / 19:30 開演
◎会場：space&cafe ポレポレ坐(東中野)
◎出演：齋藤徹(Cb）
、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo）

国士舘大学 21 世紀アジア
世紀アジア学部新入生歓迎特別演奏会
アジア学部新入生歓迎特別演奏会
◎日時：2011 年 4 月 2 日(土) 16:00 開演
◎会場：国士舘大学町田キャンパス 30 号館 101 室(町田)
◎出演：齋藤徹(Cb）
、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo）

うたをさがして
◎日時：2011 年 4 月 5 日(火) 19:30 開演
◎会場：横浜エアジン(馬車道)
◎出演：齋藤徹(Cb）
、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo）
■セットリスト：ジャワの曲「夢」
「ベチャおじさん」
「ブンガワン・ソロ」
、オンバクヒタムより、ストーンアウトより「トンビ」
、
最上川舟歌、アンゲロプロスの映画による組曲、ほか

徹の部屋 Vol.14
うたをさがして
うたをさがして その 2
◎日時：2011 年 6 月 4 日(土) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：space&cafe ポレポレ坐(東中野)
◎出演：うたをさがしてトリオ
◎ゲスト：ジャン・サスポータス（ダンス）

うたをさがしてトリオ
うたをさがしてトリオ
◎日時：2011 年 9 月 18 日(日) 19:30 開演
◎会場：アケタの店(西荻窪)
◎出演：うたをさがしてトリオ
■セットリスト：アンゲロプロスの映画による曲集、アスモロドノ、ぐるりよざ、永訣の朝＋ミモザと金羊毛、若い娘、リンゴ追
分、秋田大黒舞、パラム＋風がおもてで呼んでいる

Ｍｅｓｓａｇｅ１００ おしゃべりなアート展
齋藤徹コントラバスライブ
齋藤徹コントラバスライブ
◎日時：2011 年 11 月 20 日(日) 19:30 開演
◎会場：ギャラリー悠玄(銀座)
◎出演：うたをさがしてトリオ

travessia115@me.com
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うたをさがしてトリオ
うたをさがしてトリオ
◎日時：2011 年 11 月 24 日(木) 20:00 開演
◎会場：キャンディ(稲毛）
◎出演：うたをさがしてトリオ

うたをさがしてトリオ
うたをさがしてトリオ
◎日時：2011 年 11 月 29 日(火) 19:30 開演
◎会場：エアジン(横浜）
◎出演：うたをさがしてトリオ

徹の部屋 Vol.17
うたをさがして 一里塚
一里塚
◎日時：2011 年 11 月 30 日(水) 18:30 開場 / 19:30 開演
◎会場：space&cafe ポレポレ坐(東中野)
◎出演：うたをさがしてトリオ

徹の部屋 vol.20
live at Pole Pole za CD リリース記念
うたをさがしてライブ
うたをさがしてライブ
◎日時：2012 年 5 月 19 日(火) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：space&cafe ポレポレ坐(東中野)
◎出演：うたをさがしてトリオ
◎ゲスト：ジャン・サスポータス

第 10 回シアターΧ 国際舞台芸術祭 2012
イーハトヴ石炭袋アンサンブル
悲しみは乗
しみは乗り越えられる
宮沢賢治から
宮沢賢治から 3.11 への伝言
への伝言
◎日時：2012 年 6 月 19 日(日) 19:00 開演
◎会場：シアターΧ（両国)
◎出演：エレーン・ハドソン、齋藤徹(Cb）
、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo）
賢治作品を多く英訳している作家・演出家ロジャー・パルバース、オーストラリアの女優エレーン・ハドソンと共に日本語と英語
によるパフォーマンス。

羊の歌第 5 章
オペリータへの
オペリータへの序章
への序章
◎日時：2013 年 2 月 28 日(木) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：KID AILACK ART HALL(明大前)
◎出演：ジャン・サスポータス＋うたをさがしてトリオ
◎物語・歌のことば：乾千恵
◎作曲：齋藤徹
travessia115@me.com
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うたをさがしてトリオは昨年 CD を発表。私の生まれて初めての「うた」企画でした。CD リリース記念のポレポレ徹の部屋ライ
ブでジャンさんがゲスト参加。 乾千恵さんからオペリータ「うたをさがして」の台本には、ジャンさんも、じゅんこさん、直毅
さんも想定されています。初舞台への一里塚になるでしょう。 (齋藤徹）

徹の部屋 vol.26
オペリータ「
オペリータ「うたをさがして」
うたをさがして」序章 2
◎日時：2013 年 8 月 31 日(土) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：space&cafe ポレポレ坐(東中野)
◎出演：ジャン・サスポータス(ダンス)、早川純(バンドネオン)、齋藤徹(Cb)、
喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(うた)
◎物語・歌のことば：乾千恵
◎作曲：齋藤徹

オペリータ「
オペリータ「うたをさがして」
うたをさがして」2014 ツアー
1.07 東京・いずるば
1.09 東京・すみだトリフォニー小ホール
1.12 京都・大江能楽堂
1.13 神戸・アートビレッジセンター
1.15 岡山・西川プラザ
1.16 広島・ゲバントホール
1.17 岩国・シンフォニア岩国
◎日時：2014 年 1 月 7 日(火)－17 日(金)
◎物語・歌のことば・絵画：乾千恵
◎作曲：齋藤徹
◎出演：齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、ジャン・サスポータス(Dance)、オリヴィエ・マヌーリ(Bandneon)、松本泰子(うた)、
さとうじゅんこ(うた

1/15-17)

◎美術協力：小林裕児

徹の部屋 vol.28
ケ・プラセーーーーール！
プラセーーーーール！ フリータンゴ
◎日時：2014 年 1 月 24 日(金) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：space＆cafe ポレポレ坐(東中野)
◎出演：オリヴィエ・マヌーリ(Bandneon)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)
◎ゲスト：さとうじゅんこ(Vo)

Tango in Winter
つわものどもの夢
つわものどもの夢
◎日時：2014 年 1 月 25 日(土) 19:30 開演
◎会場：東壽院(静岡市清水)
◎出演：オリヴィエ・マヌーリ(Bandneon)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)
◎ゲスト：さとうじゅんこ(Vo)

travessia115@me.com
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Quartet
◎日時：2014 年 1 月 26 日(日) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：横浜エアジン(馬車道)
◎出演：オリヴィエ・マヌーリ(Bandneon)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo)

徹の部屋 vol.29
春爛漫、
春爛漫、歌舞音曲 事始め
事始め
◎日時：2014 年 4 月 5 日(土) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：space&cafe ポレポレ坐(東中野)
◎出演：齋藤徹(Cb)、ジャン・サスポータス(Dance)、松本泰子(うた)、丸田美紀(箏・17 絃)、
喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(うた)

私たちの音楽の食卓へようこそ MESA
◎日時：2014 年 7 月 13 日(日) 16:30 開場 /17:00 開演
◎会場：マデイラ(築地)
◎出演：オオタマル(７弦ギター、Vo)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo)
■セットリスト：＜第 1 部＞Rosa、Canta,canta,mais、Olha Maria、Lamentos、Beatriz、Meditacao、O voo da mosca、A Felicidade/
＜第 2 部＞Eu te amo、Imagina、Apanhei-te Cavaquinho、Anos dourados、Se todos fossem iguais a voce、Carinhoso、Cancao
do amor demais、Lamento no morro/encore: Se todos fossem iguais a voce

徹の部屋 vol.32
MESA ブラジル音楽
ブラジル音楽の
音楽の食卓へようこそ
食卓へようこそ
◎日時：2014 年 8 月 23 日(土) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：ポレポレ坐(東中野)
◎出演：オオタマル(７弦ギター、Vo)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo)
■セットリスト：＜第 1 部＞Canta,canta mais、Lamentos、Olha Maria、Beatriz、Meditacao、Cb.ソロ：街、Vo.ソロ：Modinha、
O voo da mosca、Retrato em branco e preto、A felicidade ＜第 2 部＞Eu sei que vou te amar、Chega de saudade、Eu te amo、
Apanhei-te cavaquinho、Sabia、Vn.ソロ、Gt.ソロ、Imagina、Corcovado、Carinhoso、Desvairada＜アンコール＞Se todos fossem
iguais a voce

徹の部屋 vol.34
今日は
さとうじゅんこ編
今日は私の日---さとうじゅんこ
さとうじゅんこ編
◎日時：2014 年 12 月 24 日(水) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：space&cafe ポレポレ坐(東中野)
◎出演：うたをさがしてトリオ=さとうじゅんこ(うた)喜多直毅(Vn)齋藤徹(Cb)
◎ゲスト：熊坂路得子(アコーディオン)、矢萩竜太郎(ダンス)
◎スペイン語協力：高際裕哉
■セットリスト：スタバト・マーテル：ドロローザ（J.B.ペルゴレージ）、七つの大罪：プロローグ（K.
ヴァイル）
、浸水の森：ミュゼット（齋藤徹）
、 シャコンヌ BWV1004（J.S.バッハ）
、愛の小径（F.プーランク）
、オペリータ「う
たをさがして」
：石のように（齋藤徹）
、Balada para un loco（A.ピアソラ）
、Can you hear me?（B.チルコット）
、Ｇ線上のアリア
（J.S.バッハ）

travessia115@me.com
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mesa live!
◎日時：2015 年 1 月 12 日(水) 19:00 開場 / 20:00 開演
◎会場：アケタの店(西荻窪)
◎出演：MESA=オオタマル(７弦ギター、Vo)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo)
■セットリスト：＜第 1 部＞Canta,Canta mais、Lamento、Meditacao、Eu te amo、O voo da mosca、Olha Maria＜第 2 部＞Upa
neguinho、Retrato em branco e preto、Chega de saudade、Apanhei-te; Cavaquinho、Corcovado、Beatriz＜アンコール＞Se todos
fossem iguais a voce

CD/DVD 完成記念ライブ
オペリータ「
オペリータ「うたをさがして」
うたをさがして」
◎日時：2015 年 2 月 12 日(木) 19:00 開場 / 19:30 開演
◎会場：space&cafe ポレポレ坐(東中野)
◎物語・歌のことば：乾千恵
◎作曲：齋藤徹
◎出演：齋藤徹(Cb)、松本泰子(うた)、喜多直毅(Vn)、北村聡(Bandneon)、さとうじゅんこ(うた)

mesa live!
◎日時：2015 年 2 月 14 日(土) 14:30 開場 / 15:00 開演
◎会場：マデイラ(築地)
◎出演：MESA=オオタマル(７弦ギター)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo)

羊の歌： 祈りの音楽
りの音楽
◎日時：2015 年 3 月 16 日(月) 20:00 開演
◎会場：キッドアイラックホール(明大前)
◎出演：ジャン・サスポータス、うたをさがしてトリオ
■セットリスト：ああセリム、O Gloriosa Domina ～ ぐるりよざ、巡礼の鈴さながらに、石のように、聖母マリアのカンティガ
166 番、Duradasih ～ コントラバスとヴァイオリン即興 ～ Olha Maria、テネブレ～シャコンヌ

mesa live!
◎日時：2015 年 3 月 21 日(土) 19:30 開場 / 20:00 開演
◎会場：アケタの店(西荻窪)
◎出演：MESA=オオタマル(７弦ギター、Vo)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo)

ベーストリオ＋
ベーストリオ＋さとうじゅんこ
◎日時：2015 年 3 月 31 日(火) 19:30 開場 / 20:00 開演
◎会場：Jazz spot Candy(稲毛)
◎出演：齋藤徹(Cb)、田辺和弘(Cb)、田嶋真佐雄(Cb)、さとうじゅんこ(Vo)
◎ゲスト：喜多直毅(Vn.)
■セットリスト：＜1 部＞ロケベンドラ、ユーカリ、コラール、巡礼の鈴さながらに～石の
ように、よみがえりの花が咲く ＜2 部＞コントラバヘアンド、イパ カライの思い出、ロルカ 3 曲(セビーリャの子守唄、3 人のモ
ローの娘、チニータスのカフェで）
、ラ・フォリア、タンゴ・エクリプス第 2 章、ストーン・アウ ト第 1 楽章

travessia115@me.com
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mesa live!
◎日時：2015 年 4 月 4 日(火) 14:30 開場 / 15:00 開演
◎会場：マデイラ(築地)
◎出演：MESA=オオタマル(７弦ギター)、齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo)
■セットリスト：＜第 1 部＞Canta, canta mais/ Lamento/ Meditacao/ Eu te amo/ O voo da mosca/ Olha Maria/ Imagina/ A felicidade
＜第 2 部＞Angelida/ Choro bandido/ Upa neguinho/ Retrato em branco e preto/ Chega de saudade/ Apanhei-te cavaquinho/
Corcovado/ Beatriz ＜アンコール＞Se todos fossem iguais a voce

オペリータ「
オペリータ「うたをさがして」
うたをさがして」
◎日時：2015 年 5 月 19 日(火)19:00 開演
◎会場：東京ドイツ文化会館ホール(赤坂)
◎出演：齋藤徹(Cb)、ジャン・サスポータス(Dance)、ヴォルフガング・ズーフナー(チューバ)、ウテ・フォルカー(アコーディオン)、
松本泰子(うた)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(うた)

ライヴハウスのバッハ祭り 2015
うたをさがしてトリオ
うたをさがしてトリオ plays Bach
◎日時：2015 年 7 月 29 日(水)19:30 開演
◎会場：エアジン(馬車道)
◎出演：うたをさがしてトリオ
■セットリスト：＜第 1 部＞Ｇ線上のアリア、Eu nao existo sem voce、石のように、シャコンヌ BWV1004 コラール入りトリオ
ver.＜第 2 部＞コントラバスソロ、マタイ受難曲第 39 曲 Erbarme dich, mein Gott、クセニティス、ぐるりおざ、Caico

うたをさがして Quartet
◎日時：2014 年 8 月 10 日(月) 19:30 開場 / 20:00 開演
◎会場：公園通りクラシックス(渋谷)
◎出演：齋藤徹(Cb)、黒田京子(Pf)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(vo)
■セットリスト：＜第 1 部＞ああセリム、ふりかえるまなざし、よみがえりの花が咲く、Canta,canta mais、Olha Maria、Imagina
＜第 2 部＞コルフーラ～星はまたたく、巡礼の鈴さながらに、クセニティス、Caico、Retrato em branco e preto、Eu sei que vou
te amar＜アンコール＞エノケンのダイナ

* トリオ名義以外の活動でも、メンバーが揃っての活動については掲載しました。

o0o

お問合せ

Travessia *トラベシア
travessia115@me.com

travessia115@me.com
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CD：
：むがさり唄 ＜東日本大震災
東日本大震災義捐
大震災義捐＞
義捐＞
◎収録曲：

01.風の踊り（齋藤徹作曲）
02.舟唄（乾千恵 作詞・齋藤徹作曲）
03.ブンガワン・ソロ（インドネシア歌謡）
04.オンバク・ヒタム桜鯛Ⅲ（齋藤徹作曲）
05.オンバク・ヒタム琉球弧編ⅠⅡ（齋藤徹作曲）
06.赤田首里殿内（沖縄童歌）-沖永良部の子守歌（伝承）
07.ハバネラ（齋藤徹作曲）
08.花祭り（アルゼンチンの伝承）
09.最上川舟唄（山形民謡）
10.真室川音頭（山形民謡）
11.夕暮れの数え歌（乾千恵作詞・齋藤徹作曲）
12.星がまたたく（乾千恵作詞・齋藤徹作曲）
13.ありがとういのち(ヴィオレータ・パラ作詞曲・高橋悠治訳詞)
14.つばめ(ナルシソ・セラデル・セビージャ作詞曲・青木富美子訳詞)
*全曲歌詞カード付き
*売上の半分は義援活動に役立てられます。

■感想

- 祝祭性に満ち、上品で華やかで豊穣な感じ、そして心にずしっときます。(音楽家)
- とても素敵。さとうさんの唄が、声を楽器の如く用いるジャワガムランの歌手独特の唱法を自在にあやつ
りベース等とぴったり合って成功。(バリ芸能研究者)
- シブく堂々としたベース、深い歌声、自在なバイオリン、何度聴いても引き込まれます。
「祝祭空間」が確
かに広がっています。(乾千恵)

◎演奏：齋藤徹(Cb)、喜多直毅(Vn)、さとうじゅんこ(Vo)

◎形式：音楽 CD

◎収録：2010 年 10 月いずるば

◎定価：￥2,000

◎版画：小林裕児

◎発売：マルメロ 2011

MML-001

CD：うたをさがして
◎収録曲：

＜テオ・アンゲロプロス組曲＞

-----

01. 河の始まり

09. O Gloriosa Domina

02. クセニティス

10. ぐるりおざ

03. 今日は私の日

11. 風がおもてで呼んでいる-パラム

04. コルフーラ（私の花）

12. ひかり しづけき

05. ああセリム
06. 目を閉じて
07. 看守さん
08. 霧の中の風景

◎演奏：うたをさがしてトリオ

◎価格：2,000 円(税込)

◎収録：2011.11.30.ポレポレ坐「徹の部屋 vol.17」ライブ録音

◎レーベル：Travessia（日本）2012

◎形式：音楽 CD

travessia115@me.com
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DVD：
：ジャン・
ジャン・サスポータス&齋藤徹
サスポータス 齋藤徹 with Friends in Tokyo, May 2012
◎内容：

■track 1: ポレポレ坐 with さとうじゅんこ・喜多直毅 (19 分）
サカラメンタ提要より「In paradisum-Chorus Angelorum」～O Gloriosa Domina～
オラショ「ぐるりよざ」～夕暮れの数え歌～舟唄
■track 2: キッドアイラックアートホール with 喜多直毅（57 分）
■track 3: 東京都美術館 with 上村なおか、瀬尾高志、小林裕児(37 分）

◎撮影・編集：Sticky Film Production

◎価格：2,500 円

◎写真・デザイン：前澤秀登

◎レーベル：Travessia（日本）TRV-012

◎形式：ＤＶＤ (NTSC/region free)

◎2013 年 2 月 13 日リリース

CD&DVD：オペリータ「
オペリータ「うたをさがして」
うたをさがして」
2014 年 1 月に行われたオペリータ「うたをさがして」ツアーの様子を収めました。
■ライブ＠広島ゲバントホール CD (TRV-016)
■ライブ＠京都大江能楽堂 DVD (TRV-017)

1,800 円
2,200 円

◎2015 年 1 月 17 日リリース
◎レーベル：Travessia（日本）

ブックレット：
ブックレット：オペリータ「
オペリータ「うたをさがして」
うたをさがして」
◎内容：

上演脚本、全曲楽譜、エッセイ、感想、写真。
東京トリフォニーホール公演固定カメラ DVD。岩国公演の固定カメラ DVD。
東京トリフォニーホール公演 CD。

◎2015 年 1 月 24 日リリース

◎価格：4,000 円(税別)

◎形式：書籍（72 ページカラー）＋2DVD＋1 音楽 CD

◎発売元：マルメロ
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お問合せ

Travessia *トラベシア
travessia115@me.com
travessia115@me.com

