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1. Opera
Opera Talks 〈on New Production〉 :
“DIE FRAU OHNE SCHATTEN” “ROKUMEIKAN”
“ARABELLA” “TRISTAN UND ISOLDE” “MANON LESCAUT”

2. Ballet
Open rehearsals and short post-performance talks :
“CARMINA BURANA”
“‘STILL LIFE’ AT THE PENGUIN CAFÉ”
And a briefing on the 2011/2012 ballet & dance season

3. Play
Theatre Talks : 
“Yume no Sakeme” “Yume no Namida” “Yume no Kasabuta”
“ENEMY” “HEDDA GABLER” “CAT ON A HOT TIN ROOF”
“OUR TOWN” “YAKINIKU DRAGON”

4. Materials related to the production of the NNTT were put on exhibit.

1.  Club the Atre members were invited to the dress rehearsals 
of performances of new opera production and ballet 
repertoire productions.

2. 2009/2010 Season Ending Party was held on 19 July
    at OPERA HOUSE Foyer

 The NNTT and the Tokyo Opera City produced an annual 
summer festival to revitalize the local society in Hatsudai, 
NNTT held diverse events as follows to allow visitors to 
enjoy the theatre experience in a leisurely manner with their 
families.Some 5,000 persons visited those seven-day events.
─ Exploration Tours for children
─ A stamp rally for visiting various spots in the NNTT
─ The festive street stalls by local shop owners

1. Tours in the NNTT facilities were given to persons involved 
in the performing arts, representatives of local government 
bodies and state-run cultural facilities, and students.
　 (24 times in total, 431 entrants)
2. OPERA HOUSE and PLAYHOUSE Back-stage tours were 

held. (30 times in total, 568 entrants)
3. Exploration Tours have been offered for elementary school 

students in the PLAYHOUSE for the summer vacation. (July, 
5 times in total, 223 entrants)

Talk Events and Lectures Back-stage tours

CLUB The Atre Member Services

The Arts Shower 2010
 ─ Tokyo Opera City Summer Festival ─

　  ｜普及活動及び観客サービス活動の実施 Lectures and Guest Services Activities

1．オペラ公演関連
オペラトーク（新制作公演）：
「影のない女」「鹿鳴館」「アラベッラ」
「トリスタンとイゾルデ」「マノン・レスコー」

2．バレエ公演関連
公開リハーサル・終演後ミニトーク：
「カルミナ・ブラーナ」
「ペンギン・カフェ」
2011/2012シーズンバレエ・ダンス演目説明会

3．演劇公演関連
シアタートーク：
「夢の裂け目」「夢の泪」「夢の痂」
「エネミイ」「ヘッダ・ガーブレル」
「やけたトタン屋根の上の猫」「わが町」「焼肉ドラゴン」

4．上演作品に関する各種資料の展示等を実施した。

1. 国内外の舞台芸術関係者、地方自治体、公立文化施設関係者、
学生等からの施設見学の受入れを行った（24件、431名）。

2. 公演終了後に説明つきで見学するオペラパレス及び中劇場バッ
クステージツアーを実施した（30回、568名）。

3. 夏休みに小学生を対象とした劇場探検ツアーを中劇場にて実施
した（7月・5回、223名）

隣接する東京オペラシティビルと共同で、文化街区にふさわしい夏
祭りイベントを、7月23日（金）から7月29日（木）までの期間に行い、
中劇場探検ツアー、スタンプラリー、地元商店会主催による縁日な
どを開催し、約5,000人が来場した。

1. 会員向けゲネプロ見学会
    （オペラの新制作公演・バレエのレパートリー公演）
2. 2009/2010シーズン・エンディング・パーティー　
    7月19日（月）  オペラパレス ホワイエにて

トークイベント、講演会等の実施

友の会（クラブ・ジ・アトレ）向けの
イベントの実施

1 1 3 3劇場バックステージツアー・
劇場探検ツアー等の実施

アーツシャワー2010
～オペラシティの夏祭り～ 事業
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