
Mi  Sent ir 

   Flamenco
Rosalito Presents

��������Art ista

◎Larga Vida al loco 振り付け・エンディング演出／Marisa Gallardo

◎編曲／Rosalito　　　　 ◎プロデュース／中山えみ子

◎舞台監督／吉兼正和　　◎照明／Takara Osaka

◎サウンドミックス／Nao "Kenshiro" Nagashima（WoodyLand）

◎デザイン／大澤愛　　　　◎写真／Octavio Llamas

◎Rosalito 衣装／Atelier BENIKO（１部）、GLAIZ KOHL（２部）

◎翻訳／Noriko Martín　　◎協力／プラスミュージック

◎主催／Rosalito　　　　  ◎文化庁ARTS for the future 支援事業伊川祐子 上田真由美 山下彩

出演

��������������

特別ゲストバイレ

石川慶子 漆畑志乃ぶ

ロサリート特別公演　「ミ センティール フラメンコ」

心で奏で  紡いでゆく  その美しい瞬間を感じて

��������������� 知念響 辻本元之

����
中山えみ子

��������
宇根理浩

������

宇根章浩

	���
小島季代子

����
刀祢直和

	������

えりこ

開場 ����� / 開演 �����一部 開場 ����� / 開演 �����二部

�������������（大阪府大阪市天王寺区玉造元町3-26 トーエイビル2F）
2018年ピアニスト小島季代子、ギターリスト宇根理浩、パーカッ
ショニストえりこによるInstrumental Flamenco Liveにカンタ
オーラ中山えみ子がゲスト出演したのがきっかけで、この３人でカ
ンテ伴奏に挑戦することとなった。
カンタオーラ中山えみ子が抱く、美しくニュアンス溢れるカンテへ
の拘りと、それを一心に受け止めて音を紡いで行くカンテグルー
プRosalitoが誕生。2019年6月ライブ活動を開始。2021年2月
かねて他グループで交流のあったベーシスト刀祢直和、8月よりア
コーディオン宇根章浩もメンバーに加わり、さらにサウンドの幅を
広げることとなる。一人でも繊細で難しいと言われるカンテ伴奏を
中山えみ子示唆の下、多種多様に広がっているカンテフラメンコ
を豊かなサウンドで表現するグループとして関西を中心に活動中
である。
Rosalitoの名前の由来は”Rosal" 薔薇の木という意味で、スペイ
ンの花言葉では音楽を意味する。より音楽的に美しいカンテフラ
メンコを表現したいという思いと、薔薇の木がどんどん茂っていく
ようにメンバーが増えてほしいという思いが込められている。

2021. 11.14 su
n

二部公演・配信あり

Invitado Especial Baile

石田ちなみ

Baile バイレ Coros
コーラス

本日はロサリート特別公演ミ センティール フラメンコにお越し頂き誠にありがとうございます。
コロナ禍の中、多くの皆さまのお力添え頂きロサリート公演を開催できますことを心より感謝申し上げます。
スペインにはカンテフラメンコを始めカンシオンと言われる美しい歌や、コプラ、フラメンコポップやロックなど
様々な歌があります。どんなに新しく発展したようでもやはり奥にはフラメンコが流れているように感じます。
そして、大切な人を想うこと、また失った時の悲しみなど、その様 な々想いの奥にはいつも愛があるのだと感じます。
歌を理解する上で言葉や知識はとても助けになりますが、歌詞があるところにも、ないところにも音には沢山の想
いが込められています。
その思いを体全体で、心で感じ、なによりも大切に表現し伝えていきたいと思っています。
きっと想いは波及すると思います。
みなさまの心まで届きますように。
Mi Sentir Flamencoどうぞ最後までお楽しみください。

ご挨 拶

Rosalito代表　中山えみ子



Programa

【北風が吹き雪が降る 。坊やは眠らない。さぁ来い、星 よ々、一斉
に。 揺りかごの坊やをあたためておくれ。それで足りなきゃ月を連
れて来るから。】

星々の子守唄

Cante 中山 えみ子

（���ナナ）

プログラム・曲紹介

� ������������������� ナナ デ ロス ルセーロス

� �������� アレグリアス

婚約者の帰りを待つ間にすっかり年老いてしまったロシータの生涯を
描いた"Doña Rosita de la soltera O Lenguaje de laflores"～老嬢ド
ニャロシータ～という名詩人ガルシアロルカの劇に登場する詩。
薔薇に囲まれたお屋敷でいつまでも少女のように生きるロシータ
の心の世界を表した詩のように感じる。

【朝の光の中薔薇の花が開くのを見た。朝日を受けて紅く優しく
血のような紅に朝露も消えた。そよ風も燃えた千の花は千のもの
を言う。千の恋する女達に。】

Baile マリサ ガジャルド、マリベル セグーラ

アンダルシアの港町カディス発祥の形式。喜びを現していると言
われ、地元愛や最愛の人への愛情表現の歌が多い。

【山賊のようにあなたは私からキスを奪っていった。あの日から私
の人生にはあなたしかいない】

Baile 辻本 元之

� ���������� シギリージャ

フラメンコの中で最も古く深い精神性を持った形式。ジプシー達の
嘆きの歌。

【愛しい息子よ。お前が泣きながら眠りにつくから、私も眠ったよ】

Baile 漆畑 志乃ぶ

� ���������� セビジャーナス

セビージャの春祭りで歌い踊られる。毎年多くの新曲が発表されスペ
インで親しまれている。テーマは地元愛や、日常や巡礼、恋愛など
様々な歌があり、テンポや曲調もバラエティー豊か。

【セビージャはセビージャにしかないものを持っている。月、太
陽、花、ほほえみ、苦しみ、そしてマカレーナの聖母】

マリサ ガジャルド、マリベル セグーラ、辻本元之

【月は私の空で輝かない。ガラガラにはもう鈴もついてない。私の
ゆりかごとなった墓の中から再び言う。月よ、許して】

Baile 石川 慶子 、漆畑 志乃ぶ、知念 響

（�������ブレリア）� �	���
�������� ペルドナメ ルナ

幼い頃よく遊んだ思い出がいっぱい詰まった中庭。今では廃墟と化
したパティオの心を描いた詩。

【あなたの壁が寒いと泣く。残された空っぽのパティオ。】
月日が流れても昨日のように鮮やかに蘇る思い出が美しい歌。

（�������ブレリア）�� �������	���� ビエホ パティオ

� �������������������� スス オホス セセラーロン

1930年代アルゼンチンタンゴの神様Carlos Gardel(カルロス ガ
ルデール)作曲。映画El día que me quieras(想いが届く日)の中
で歌われた。近年アルゼンチンタンゴの曲をフラメンコのカンタ
オール達に好んでカバーされることも多い。

【彼の瞳は閉じた。止めたくても止められなかった運命。それで
も世の中は動き続け、外はカーニバル。知らせを聞きつけ集まって
くる人々の慰めや葬儀も偽りに思え、更に深い孤独の中へと沈ん
で行く…。】

Baile マリベル セグーラ

� ������ ソレア

言葉の意味は孤独。そしてフラメンコの母と称される重要な形式。悲
しみの奥には母のような深い愛があるように感じる。
アンダルシア各地に伝わる数々のソレアの中から今回はSoleá de 
Alcara、Soleá de Triana、Soleá de Cordoba を繋いだ。

【星空に変わって日の光がさして来た。あなたの愛は私の心で明
けていく】

Baile マリサ ガジャルド

� �������� グァヒーラ

スペインから南米に渡り、また持ち帰られたと伝わるIda y vuelta
(イダ イ ブエルタ)の形式。
今回は恋人達の甘い瞬間を綴ったグァヒーラと、最愛の彼の到着
を待ちわびるHabanera(ハバネラ)を継ぎトキメキをテーマにし
た構成。

Cante 中山 えみ子

� ������������������������� エル レングアへ デ ラス フローレス
（Tangosタンゴ）

15分休 憩

＜第一部＞14:30～

【愛が消えてしまった。炎は消え、もう暖まることはない。壊れた
人形のよう。愛に狂う男の心は木でできていて、地獄の炎に燃え
さかる。狂うに狂った切なさよ。泣いて、泣いて涙を詩に託す】

Cante y Baile 中山 えみ子　Baile 石田 ちなみ、伊川 祐子

（�������ブレリア）� �������������������� ラルガ ビダ アル ロコ

� ��������� タンギージョ

タンゴ系の歌が内包する2拍3連系のノリを色濃くしたスタイル
に進化した比較的現代的な形式。そこにはもう形もない城跡。そ
こに生きた人たちのどんな歴史や物語があったのか。小島季代
子のオリジナル曲。

Instrumental

15分休 憩

狂人万歳！

城跡

キューバのルンバを取り入れて発展したルンバ。
フラメンコより軽めのジャンルで一般の人達に親しまれている。
ショーの余興やフィエスタで楽しく演奏される。

【女子会に飛び交う色んな考えや噂話。ホントのところそんなの気
にしない！私は私らしく、私の心ままに私の人生を航海するわ。】

（�����ルンバ）�� ���������������� 風に乗って行くのメ ムエベ エル アイレ

� ����������������� カルネ デ イデンティダ

Manuel Alcantara(マヌエル アルカンタラ)の詩にマイテ マル
ティンが曲を付けた。20世紀マラガの大地に刻まれた市民戦争
の記憶を描いた曲。

Baile 辻本 元之

身分証明書

� ������� グァヒーラ

曲中歌われるのはグァヒーラではなく、グァヒーラにアレンジした
Liviana(リビアーナ)というレアな構成。死んでしまうほど辛い時
に側にいて癒やしてくれる、兄弟若しくは、兄弟同様の友への信
頼と愛情を表した歌。

Baile 石川 慶子、漆畑 志乃ぶ、知念 響

� ������ タラント

炭鉱で働く息子を案じる母の心歌った歌とピアニスト小島季代子
に贈った中山えみ子のオリジナルMi Cofre(私の宝箱)を歌い繋
いだタラント。

【月に鍵を預けた。あなたの眼差し、あなたのキスを
毎晩宝箱から取り出せるように。月よ、あなたは一人ではありませ
ん。星たちも、私も、そして私の心も共にいる。】

Baile マリベル セグーラ

� �������������������� タンゴ デ ラ レポンパ

Repompa de Málaga(レポンパ デ マラガ)という歌い手のスタイ
ルのタンゴ。トラディショナルな歌を今回は現代的にアレンジ。

【神様、私にもっと忍耐を下さい。このヒターノ(ジプシー男)に耐
えられるように】

Baile マリサ ガジャルド

� 	������ ペテネーラ

ジプシーの間では不吉だと言い伝えもあるペテネーラ。男たちを
破滅に導くと女ペテネーラを歌ったものもある。

【お前は俺の心の中に入ってきた。火と燃える星だった。火をつ
けたままにして、すぐ離れて行ってしまった】

Baile 知念 響

� ������� アレグリアス

今回は母の愛が溢れるアレグリアスとCantiñas(カンティーニャス)を
組み合わせた構成。

【娘の瞳は2つの輝く星。かわいくて仕方ない瞳。どれだけ愛して
いることか。息子の瞳は私の安らぎ】

Baile 石川 慶子

� � � � エセ オ エセ

Mayte Martín(マイテ マルティン)の代表曲。心が離れて行くパート
ナーの心を察し、その想いを綴った詩。

【まるで暗い井戸の中にいるかのよう。私を救い出してくれるのは
あなたの愛だけ。私が眠っている間も見守っていて欲しい。熱い眼
差しで。私があなたを見つめるように。】
30年以上経った今も多くのファンの心を掴んで離さない。様々な
歌手にカバーされ愛され続けている。

Baile マリサ ガジャルド、マリベル セグーラ

＜第二部＞18:00～

花の言葉

月よ許して

閉ざされし瞳

古庭


