
 
 

 
 
 
 

 

マリアセレンデビュー5 周年記念 

Happy 5th Anniversary Concert

お客様の反響集 
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めっちゃくちゃ楽しかったです🤣🤣 

そしてやっぱり Mitzy さんの歌声に感動感動でした。旦那氏もびっくりしてて、休憩中ずっと

Mitzy さんすごいね、すごいねって話しかけられてました😂笑 

20 代 女性 
 

自分も歌ってる気分になって気持ちよかったです♡ 楽しい時間をありがとうございました。 

20 代 女性 
 

本日はお疲れ様でした！終演後お会いできて嬉しかったです。 

お衣装も和洋華やかで素敵でしたし、何より、新村さんの振付がとても懐かしく感じまし

た！ 

またお会いできることを楽しみにしております。私も精進致します！どうぞごゆっくりお身体

休めてください 

20 代 女性 
 

お疲れ様!! 

楽しかった! 

明日色々話そう😊 

20 代 女性 
 

先程、昼公演観劇させていただきました！！ 

めっちゃ楽しかったです！ 

1 部と 2 部で物語が違うのも面白かったですし、なによりも歌声が素敵でした！ 

ちなみに最初どなたが小長谷さんか分からなすぎて困惑しました。笑 

ただ、本当にとても楽しかったです！ 

夜公演も頑張ってください！ 

20 代 女性 
 

豪華な舞台でとても楽しかったです。 

11 月も聴きにいかせていただきます。 

20 代・50 代 女性 
 

歌声 

今回始めて間近でオペラを聞いた。オペラは、イタリア語が使われているので個人的により

聞き入る事が出来た、とても素晴らしい歌声だった。感動した。オペラの方達だけでなく皆さ

ん歌唱力も良く一語一句聞きやすく良かった。しっかり準備をやって来てるなって思った。 

衣装 

衣装もかなりこだわってるなと思いました。特に花魁の衣装、オペラの方達の衣装、衣替え

もバリエーションがあり良かった。 

演技力 

皆さん堂々としていた。恥ずかしさ？照れ？が一切感じなかった。私的に物凄く大事な事だ

と思った。その照れや恥ずかしさを感じたら観てる側は、演技に集中できないから。どの仕

事も一緒ですね。 

全体を振り返った時に不思議と日本の花魁（能）＋オペラがマッチしててなぜか中世ヨーロ

ッパ時代の演劇も同時に観ているような感じになった。 

[人に感動笑いを届ける]素晴らしい仕事です。 
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30 代 男性 
 

初めて見た公演。 

Maria Seirenの生歌のうまさや迫力、使い分けに衣装などの細かなこだわり、圧巻でした。 

後方の席でも届く歌の力すごかったです。 

ヤマザキーナに誘われての初の鑑賞、彼女の別の一面や普段の真剣な取り組みを堪能で

きました！ありがとう！ 

30 代 男性 
 

いやーめっちゃ面白かった！特にオリジナル曲が名曲だよね！ 

イタリア語訳って誰がやってるの！？文章じゃなくて歌詞にするのめちゃめちゃ大変なの

に！ 

みんな声量凄いね！マイクないんだよね？ 

特にマリアさんと Mitzy さんの声量！ 

それにしてもめちゃめちゃお金掛かってる舞台だね！ 

映像とか衣装とかメイクとか…凄かったわ！ 

30 代 男性 
 

今日の公演はびっくりぐらい良かった😳、誘ってくれてありがとう！ 

友達もめっちゃ良かったと言った。特に最初の半分。 

最後にホールの前にぎゅうぎゅう過ぎたから挨拶することができなかった。 

彼ら(🇹🇭)の感想聞いてみる👍 

当日聞いたコメントは 

1.wow,マリアはすごく早めに soprano と tenore の変更できる！ 

2.派手な服好きだった。 

それ以外 

-20分で着替えできたびっくりした 

30 代 男性 
 

どんな舞台なのかさっぱり想像つかないまま伺ったけど、とても楽しめました😆 

役に入り切ってる表情がとっても素敵だった！ 

30 代 女性 
 

歌がとってもよかった。歌やセリフに迫力があった。ただ劇の内容は少しわかりづらかっ

た。「バレバレでありんす」が、とてもキャッチーで楽しかった。ぜひまた行きたい。 

30 代 男性 
 

私の友人であるヤマザキーナが出演する舞台を観たい。という理由から、今回初めて

Maria  Seiren さんの舞台を観劇させて頂きました。 

私自身、実は初めてのオペラ観劇でした。 

「オペラ座の怪人」くらいしか知らない私は、初のオペラ観劇に内心ドキドキしていました。 

オープニングは、能を交えた喜劇から始まり、笑いあり、盛り上がったところで舞台への期

待は一気に高まる。 

幕が上がった瞬間、まずは美しく煌びやな衣装に釘付けになる。吉原の花魁の世界が目の

前に広がり、テンポ良く俳優さん達が歌い出す。 
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衣装一着一着の細かい部分への拘りを感じ、オペラと同時に、まるでファッションショーを見

ているような感覚にもなった。 

一人一人の動きや表情で、一気に花魁の世界に引き込まれる。 

素晴らしい皆さんのパフォーマンスの中、特に Maria  Seiren さんの、歌声は圧巻。 

女性の高音と男性の低音を瞬時に使い分ける、まさに脅威的な歌声。その歌声を初めて

聴いた私は一瞬で釘付けになった。 

会場中に響き渡るその声量はもう圧巻！感動以外の言葉はない。 

幕間の休憩を挟み、またも世界観はガラっと変わり。衣装は言うまでもなく豪華絢爛、華や

かでやはりそれだけでも楽しい。 

どこかコントのような設定に笑いを交えながら、お話もスーッと入ってくる。完全に魅了され

た。 

5 周年との事でしたが、コロナの影響でエンターテイメントは休演。本来なら 7 周年でした

と、目を潤ませながらお話されていて、こちらも胸が熱くなりました。 

最後に歌われた、Time to say goodbye で会場のボルテージはマックスになり、鳴り止まな

い拍手と共に、本当に素晴らしい舞台は終演。。 

歌声の余韻に浸りながら帰路につきました。 

ありがとうございました。 

30 代 女性 
 

舞台ってやっぱり良いですね。 

舞台というあの空間でスポットライトを浴びてお客様の前に居れる事は当たり前ではない

事。私たちバレエダンサーもここ数年で本当に痛感しました。 

ジャンルが違えど同じ舞台人として、大切なことを改めて教えてもらったように感じます。 

そしてあんな素敵な舞台人である楽人くんが、私のクラスを受けに来てくれている事、嬉しく

思います。頭の高さを変えないで歩かないといけない😅 

そう言ってたの、リンクしました。笑 

また舞台があるときはお知らせください！！ 

またスタジオでお会いできるのを楽しみにしています🩰 

高校時代日本に居なかったのを言い訳に（笑）、文章書くのが得意じゃないのでおかしな文

だったらごめんなさい😅 

30 代 女性 
 

お疲れ様！ 

もう圧巻の舞台でした😆‼‼ 

歌が素晴らしい✨✨ 

また観に行きたい 

30 代 女性 
 

公演、お疲れ様でしたー！！！！ 

初めてオペラ生で聞いたんですが、迫力が凄かったです(∩´∀`∩)💕 

ちょっと笑えるところもあって、楽しいお時間過ごさせて頂きました！ 

最後、お会い出来て良かったです！ 

いつものお名前でよんでいいのかわからなくて声掛けていただけて嬉しかったです。 

30 代 女性 
 

夫に聞いたところ率直に「よかった！エンタメ性がある！」と、かなり楽しんだ模様でした！ 
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私もたくさんのジャンルを聴けて楽しかったです。マリアさんが２つの声を魔法使いにみた

いに使い分けるのも本当にびっくりで、釘付けでした。 

あの息の長さは一体。。。びっくりしてブラボーって言っちゃいました。欲を言えば最初のハ

バネラも歌ってほしかったです😋 

MO-TOY さん役者さんみたいでした！ 

Mitzy さんでしたっけ？ソプラノの。素敵なお声でした！！ 

30 代 女性 
 

今日は、ステキな時間をありがとうございました！ 

演奏、素晴らしかったです✨ 

招待していただいて、最高の時間をありがとうございました！ 

30 代 女性 
 

お疲れ様でした！ 

二回のコロナを克服して 

あれだけの大曲や多数の曲目をこなされた精神力には圧巻でした！！ 

内容もシリアスの中にコメディタッチな部分も垣間見れる楽しく満足したコンサートでし

た！！ 

終演後はファンの方々が多数いらしたので、遠目から見て失礼しました！ 

タイムトゥセイグッバイは出逢った最初の頃を思い出しました。 

夜公演も大盛況のことと思います。 

どうぞお疲れ出ませんように。 

40 代 男性 
 

何回か拝聴させて頂きましたが毎回グレードアップしてると思いました。狂言とオペラの融

合という新たな芸術の在り方のターニングポイントに立ち会えた事がとてもうれしいです。 

次回も楽しみにしております。 

頑張ってください。 

40 代 男性 
 

昨日はありがとうございました。娘も主人も素晴らしい演奏に感激して帰ってきました。先生

も素敵だったー❣と娘が自慢げでした😊 

世界的ファッションデザイナーを目指す？娘としては、コシノジュンコさんを見られたことも幸

せだったそうです。 

素敵な夕べをありがとうございました。 

40 代 女性 
 

マリアセレンさんの歌唱を今回初めて聴かせていただきましたが、デュエットで歌われる曲

を一人でスイッチしながら歌う姿は、それはもう驚きの一語に尽きました。ぜひあの類稀な

能力を今後も極めていっていただきたいです。 

皆さんの衣装も美しく、オケの生演奏も入って、とても贅沢な時間を過ごさせていただきまし

た。 

本当にありがとうございます！ 

40 代 男性 
 

お疲れ様ー！ 
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開演時間 12 時って勘違いしてて😅 

けつかっちんで１幕しかみれなくて。。 

凄い面白かったよ！２幕もめちゃくちゃ見たかったんだけど残念。また観に行けたらいきた

いな。 

40 代 男性 
 

Happy 5th Anniversary Concert を鑑賞させて頂きました。 

第一部の花魁道中の場では演者の皆さんの衣装がとても華やかで素敵でした。 

お一人お一人の衣装もさる事ながら、目線、表情、姿勢なども見入ってしまいました。 

歌と映像の融合もとても素晴らしかったですし、歌の意味も字幕で読み取ることができたの

で没頭することができました。 

第二部の 5 周年パーティーの場では、まさかの花魁の衣装から衣装替えをして全く別のコ

ンセプトになったことに驚きました。20分の休憩で！2 部では舞台セットのキューブの照明

もアクセントになりとても素敵な空間でした。またマリアセレンさんのコミカルな演技も見るこ

とができて新鮮でした。 

歌に関しては、言うまでもなく終始鳥肌、心に響く歌唱力でした。大ホールのスケールの中

でも凄い迫力を感じました。本格オペラの途中に COMACH2 やヤマザキーナの歌もありと

ても楽しむことができました。 

改めて、5 周年記念コンサートおめでとうございました。コロナで 2年遅れでしたが鑑賞でき

て嬉しかったです。マリアセレンさんのスピーチの涙にグッときました。これからも応援して

おります。素晴らしいステージを楽しみにしています。 

40 代 男性 
 

ガクト男爵！ 

楽しかったよーーー✨✨✨ 

40 代 男性 
 

お招きありがとうございます！ 

カンツォーネに、オリジナル曲も混じったストーリー性豊かな圧巻なステージでした！ストー

リーもわかりやすくて面白かったです！ 

40 代 男性 
 

先日は大変楽しい舞台ありがとうございました。 

オペラは２回程見たことあったんだけど今回のはとても見やすく、初めて見た人にもとても

楽しめそうな舞台でした。 

良い意味でカジュアルな感じでクスッと出来る笑いもあり最後まで楽しめました。 

歌も素晴らしく人の声の無限の凄さを感じました。 

ヤマザキーナに誘われなかったらこんなに良い作品を見ることは出来てなかったかと大変

感謝しています。ありがとうございました。 

また次の機会も見に行けたらと思ってます。 

皆さんこれからも頑張って下さい。 

40 代 男性 
 

吉原を舞台にした第一部はとても衣装が豪華で華やかさがあり、とても舞台が煌びやかで

した。その中での生演奏と圧倒的な歌唱力の歌と、お芝居もよく全く退屈な時間などなく楽

しく観劇できました。第二部も第一部とは全く違う貴族のパーティーになり、これも飽きるこ
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となく楽しく観劇できました。しっかりとした衣装や場所設定を付けることによってさらに歌の

良さも際立っていくのだと思いました。 

40 代 男性 
 

正直オペラと狂言の融合と言うごちゃごちゃな世界観を想像しながら期待もそこそこにいた

んですけれども… 

第 1 部の花魁からグイグイとその世界に呑み込まれていきました。 

マリアのテノールからソプラノまでの歌い分け、MALICE MIZERや宝塚のような哀愁ある楽

曲、どれも僕が初めて知った世界観でした。 

衣装替えを舞台でやって鬼のような感じで歌い上げた絶対女王はちょっと泣きそうになるく

らい感動しました。 

第 2 部のうって変わって華やかなパーティーの部分では笑いあり涙ありの場面で、特にマ

リアが歌う愛の讃歌はやはり涙腺ゆるむ歌でした。 

僕もオペラには過去にいくつか出演してきてますけれども、今回のような舞台は初めての

世界観で衝撃的な舞台でしたね。 

勉強になりました。 

会場にはコシノジュンコさんもいらしてて、さらに感動しました。 

やはり先入観だけで物事を杓子定規にかけるのはアカンなぁと思うて猛省した昨晩です。 

40 代 男性 
 

澪ちゃん 昨日は お疲れさまでした。 

良い席を取ってくれたおかげもあるけど、とても見応え・聴き応えのある公演でした。 

瓦版屋が 良い感じに冒頭をリードしてましたね。 

2 部では、無事メイド長に復帰され 何よりデス w 

ガクト男爵を囲み 皆が歌っている後ろで、マリアお嬢さまが 拗ねている？淋しげな表情が

印象的でした。 

MO−TOY さんの ドロンボー一味のような どこか憎めない悪党っぷりや、Mitzy さんの弾け

るような笑顔、ヤマザキーナさんの 1 部と 2 部のキャラのギャップ差など、キャストの皆さん

の持ち味が 存分に発揮され、楽しいかったです。 

小笠原由祠さんもですが、弘晃さんの所作の美しさは つい魅入ってしまいますね。 

前回の能楽堂公演から 気になってます。 

40 代 男性 
 

本日はありがとうございました。木戸さんの作製されたビジュアルパフォーマンスも流石でし

た。クリエイティブなお仕事素晴らしいです。マリアさんは知りませんでしたが、三度びっくり

しました。まず、ソプラノが男性にしては自然であること、それよりもテノールが際立っている

こと、そして地声が普通の青年の声だったこと、とにかくあんなにコシがあって声量のある

テノールは聴いたことがありません。テレビでは見かけませんが、そのうち紅白に出てきそ

うですね。お誘いした方も楽しんでました。ありがとうございました。 

40 代 男性 
 

すごく面白くて感動しました。 

マリアさんもコロナになったと聞いてびっくりしました。 

次回も楽しみにしてますね。 

又一緒に飲みに行けると良いですね。 

40 代 女性 
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デビュー５周年記念。ほんとは７周年。 

いやほんとすごい歌声ね！！ 

ソプラノもすごいけどテノールが更にすごいわ。 

マリアセレン様はもちろん歌劇団の皆様もすごい歌声！ 

↑ボキャブラリー不足 

衣装も豪華で素敵だった。 

大きな声を出しちゃいけない時代に 

オペラのコンサートがやっとできるって 

嬉しいねえ。 

40 代 女性 
 

お疲れ様でした！！ 

楽しかったですよ！！ 

先輩の声が綺麗すぎて、後ろで聴きたかった🤣 

コイン、隣の席に当たって、私のそばに落ちた感じでした！！ 

40 代 女性 
 

昨日はお疲れ様ー！！！ 

めっちゃ笑ったー🤣🤣🤣 

すっごい楽しかったし、マリアさんの両声にビックリした！！ 

そして Mitzy さんの美声にうっとり🌟Mitzy さんの声がやっぱ好きなんだわ。 

肌もツルツルでうらやま🌟 

40 代 女性 
 

ヤマザキーナにお誘い頂いてマリアセレンさんのオペラを観に行きました。 

今回はヤマザキーナがソロで歌うと聞いて、ワクワク。花魁姿で歌うヤマザキーナ、素敵で

した。 

マリアセレンさんが、「コシノジュンコさんとの出逢いがあったから、今がある」と言って感極

まる場面もあり、その後の「愛の讃歌」を歌う姿に、ウルっときてしまった。 

マリアセレンさんのマネージャーを務めるヤマザキーナ。オペラの舞台で歌ったりモノマネ

のステージで歌ったり多彩だわ。 

大舞台、お疲れ様でした。 

40 代 女性 
 

花魁の姿は、目を奪われ見惚れました！とても優美で気品高く、その世界へ一瞬で引き込

まれました。マイクなしでの声量はさすがです。七色の声を持つマリアさんのファンになりま

した。 

花魁のヤマザキーナは気高く、すぐにはヤマザキーナと気付きませんでした！ 

所作も完璧で江戸時代にタイムスリップしたように感じました！素敵すぎてヤマザキーナに

惚れました。 

40 代 女性 
 

マリアセレンさんの歌を最初に聴いたのはテレビ番組でした。画面からも迫力は感じていま

したが、実物のパワーはとんでもなかった。 

初めてのオペラの世界。 
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オペラは敷居が高そうだし、世界観を理解できるのだろうか…。それは杞憂にすぎなかっ

た。 

能の世界も堪能でき、エンタメが手を繋いでいる一つの舞台に胸が躍らずにはいられませ

んでした。 

40 代 女性 
 

すっごく良かったよ!!! 

感動したー(涙) 

オペラの生歌、染みました～♥♥ 

美空も楽しくやっているみたいで、いい人生過ごしてる 

良かったの🤩 

いいもん見れた!ありがとー♥♥ 

40 代 女性 
 

 

いや〜良かったよ。隣の叔母夫婦が泣いてた。気がつくと私も。オペラ？ミュージカル？こ

れはなんていうジャンルになるのかな？って説明ができないくらい新鮮なの。同じのでいい

からもう一度見たいな。 

40 代 女性 
 

先日は大変お世話になりありがとうございました😊 

会場の方にも協力いただき快適にお手伝いさせていただきました✨ 

1 部の花魁も安定の美しさでしたが、2 部の洋装での登場が私にはとても新鮮で美しく目を

奪われました😊 

神月さんのメイド服♡最高でした✨ 

マリアさんの歌声はいつも圧巻で感動します。 

お手伝いできてよかったなと。 

ありがとうございます。 

40 代 女性 
 

いつもありがとうございます。とっても感動しました。 

奇跡！奇跡と思えること、その奇跡を糧に努力し続けて来た人の気持ちを感じることが出

来ました。ありがとうございました。 

50 代 男性 
 

2020 年、植村さんがコロナにかかられた記事は大変、興味深く拝見させていただきました

が、（シェアありがとうございました）はるかさんも今回直前にかかられたとは驚きでした・・ 

公演がふっとぶところでしたね。。 

舞台、楽しかったです＾＾ 

戦前のオペレッタ映画の傑作「鴛鴦歌合戦」 

https://youtu.be/32d3mCTh6Ao 

を思い出すような楽しい、第一部でした。 

舞台みな和装なのがとても良かったです！！ 

小笠原さんの「銀座のかまきり!」はウケました・・＾＾ 

歌は遣手婆のソプラノの方が素晴らしかったですね。。 

才能ある方です。 
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マリアさんも最後の愛の讃歌、よかったです。越路さんの名演を思い出しますね。コメディエ

ンヌのマリアさんも見てみたいですね、、。MC も上手ですし。 

それではまたよろしくお願い致します！ 

50 代 男性  
 

オペラと言うテーマだけだと難しいところを、他のエンタメなど取り入れた事で幅広い方々が

見やすい舞台になっていたと思います。 

アリアセレンさんの 5 周年ですがサポートされる方々も素晴らしく、演出としても主役のマリ

アセレンさんが控えめながら 1番輝く舞台だったと思います。これからも頑張って下さい。 

50 代 男性 
 

お疲れさまでした。 

今回の公演はとても面白く、最後まで楽しく観ることができました。 

また機会があれば行きたいし、宇都宮の方へ来ることがあれば連絡ください。 

50 代 男性 
 

今日はありがとうございました。準主役の楽人くんが見られて良かったです。 

折角のガクト男爵だったのだから、ランメルモールのルチアは、エドガルドでなくてエドガクト

と歌って欲しかったなぁ(^o^) 

50 代 男性 
 

個人的にはイイノホールの講演は字幕もあり翻訳付きですのでど素人にも優しくて好きで

す。 

もう少し小さい場所（新宿とか能楽堂）だと間近で鑑賞できるので迫力はありますよね。 

どちらも一長一短ですが。 

一部の花魁のお話は、マリアさんというよりいろんな劇団員さんの歌唱が聴けてそれはそ

れで良かったです。皆さんお化粧していてまた近眼でよく見えてはいなかったので、ヤマザ

キーナの出番で漸く確認できた次第です。４回目の鑑賞で聴く準備もできてきたと思いま

す。花魁のお話の方が華やかで以前のカネさんのお話より個人的には好きです。 

2 部は登場人物が何人か分かっているせいか余裕を持って鑑賞できました。馴染みがあっ

て安心できます。 

能楽堂を鑑賞した時にお隣の席に座っていた真優さんがグラス持って出演されていたのに

はビックリしました。 

マリアさんの最後のご挨拶の時には、それぞれの立場、職業でコロナ禍には惑わされてい

ますが、公演が復活出来たことは何よりの出来事で我が事の様に嬉しくなりました。 

マリアさんが２回感染して２回目は重症化してしまったこと、自分の心臓の事とも重なって

復活されてしかもハードに歌われてご苦労が身に沁みました。 

マリアさんの意気込みが伝わった公演でした。 

支離滅裂ですが次回も楽しみにしております。 

50 代 男性 
 

スタッフ・キャストの皆さんが一丸となって創った舞台、とても素晴らしかったです👍 

字幕があって見やすかったし、舞台も能楽堂とは違う豪華さでよかったんじゃないかな。 

コマチちゃんたちとダンスしたり、ミズオッチもお客様に手拍子をアピールしたり、小平次が

最初にグッとお客様を引き寄せたお陰で、舞台がしまりましたね。 

掴みはオッケー👌 
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小平次ソロが聞ける日も近い⁈ 

50 代 男性 
 

澪ちゃん お早うさんです。 

花魁姿も見て見たかったけど、瓦版屋は 澪ちゃんしか出来ないよね。 

50 代 男性 
 

今宵は、素晴らしい実質 7 周年を VIP待遇して下さって、心から感謝申し上げます〜🙏お

連れした皆様がマリア・セレン🎤さんは、世界で通用するし、演出が面白いと‼昭和の親父

おやじ🥸ギャグ満載で好評でしたよ🤗いっぱい笑ってました🤣🤣 

私の友人達、強烈に感動＆感激しておりました😭 

50 代 女性 
 

前半がオリジナリティが強く強烈な印象が残りました。すごく良い意味で。独創的で。 

なので 2 部が頭から抜けてしまいました。逆の進行だと違ったと思います。 

2 部の幼なじみが、死んでしまったときあの歌のとき、姿勢を変えて低い音と高い音で、な

んというか、、、ちがうものに見えるようにしたら、おもしろいかも！なんて思いました。 

お能のお面の角度を変えると、表情が変わるみたいに怒りと悲しみが、衣装角度で声とコ

ラボして、変化するの。そんなことがあったらすごいと思います。 

それからオペラのこと、よくわからないのですが、2 部の後半の歌は、みんな起立して動き

がなかったけど、ストーリーは、終わってしまったから？急に、オペラでなくなった感じがしま

した。 

まとめの感想は、素敵な衣装と、魅惑の歌と、画像と、舞台セット、、、すごすぎー‼ 

どれだけ月日をかけたんだろうと思いました。 

とにかく素直に楽しみました。ありがとうございました。 

50 代 女性 
 

素晴らしいコンサート、ありがとうございました。 

浮舟のアリア&二重唱、素晴らしかったです。 

カッチーニのアヴェマリアも祈りが感じられて、涙がこぼれました。 

マリアさんのテナーとソプラノを切り替える超絶技巧スゴイ！ 

幕が開いた瞬間から華やかな世界に魅了されて、もう全て感動。自粛ムードで縮こまって

いた心が、パーッと解放されました。 

ジェンダーも超えて、音楽ジャンルも超えて、新しい世界を見せていただきました。 

マイフェアレディのようなお衣装もステキでした💕夜の部も頑張って下さい。 

50 代 女性 
 

お疲れさま 

無事公演終わって良かったね 

素敵な歌声と楽しく笑えるとても良い舞台でしたね👏 

Mitzy ちゃんはいつも通りで 

とても良かったです 

いつのまにか副団長になったのね 

黒ドレスはマーメードラインじゃなくて A ラインのほうが… 

でも前よりまた痩せたよね 

マリアさんの恋人が亡くなった時の歌の所は 
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素人でも声の変化がわかりやすくて声を自在に操ってる感じがとても伝わりました！ 

5 周年挨拶でもなぜか少しだけもらい泣きしました 

50 代 女性 
 

素晴らしかったです。Mitzy さんキラキラでした。花魁元締め最高でした。きれいな声がビン

ビン響いておりました。二部は誰よりも輝いておりましたわ。大変な舞台、大曲、そしてお着

替え。疲れたでしょ？ 

マリア様もステキでした❤コロナに苦しめられての公演、感無量ですよね。 

みなさんのパワーがビンビン伝わってまいりました。生は素晴らしい‼ 

私も先日終わったばかりで、マリア様そして皆様の気持ちがよくわかります😭😭😭 

今夜は朝まで飲んじゃってください。 

私もステキな舞台を観て興奮止まず、もう少し飲んじゃいます。 

50 代 女性 
 

MItzy さん、声も表現力も、ダンスまで、ますます、女優に、磨きがかかり、輝いておりました

💖 

良いお席で、聞かせて、見させていただき、ありがとうございました😊💕 

歌にも所作にも、笑顔にも、余裕が感じられて、ほんと素敵でした！💖 

50 代 女性 
 

昨日はお疲れ様でございました。 

サニーさんの妖艶で美しい花魁姿と歌声にただただ見入るばかりでした。 

こちらこそ素敵な舞台を拝見させて頂き、本当にどうもありがとうございました。 

50 代 女性 
 

本日も素敵なステージをありがとうございました。 

良かったです。みなさんカッコ良かったですよ。１日 2 回公演、お疲れ様です。頑張って！ 

50 代 女性 
 

進化し続けてきたモンドパラレッロの公演ですが、「これぞエンタテイメント！」だと思いまし

た。 

2 日たった今も興奮が冷めません、言葉では表せないくらい感激しました。 

たくさんの感動をありがとうございました。 

観客目線で感想を書かせて頂きます。 

◆モンドパラレッロ歌劇団の結束力がステージを通して伝わってきた気がします。 

◆演出構成や場面転換の間が素晴らしかったです！！！！ 

「びっくり」「せつなさ」「強さ」「悲しみ」「わくわく」「笑い」が自然に盛り込まれていて、全く飽

きません。 

メインの音楽がより心に迫ってきました。 

・オープニング花火映像に合わせてのチューニングの音出しに、心掴まれました。素敵でし

た。 

・1 部の家紋のフラッグ？(布)、2 部のマリアセレンの姿のフラッグは大好きです。ラグジュ

アリーな空間に身を置いた気分です。日本橋の公演の時から大好きでした。 

・担架が破れた時の驚きといったらもう(笑)周囲の方々は事故かと思ったくらい、驚き笑って

いました。踏みつけられたガクトさんが数分後には美声で歌うのですから、たまりません。 
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・シレーナの曲と過去のスライドからの、愛の讃歌の流れで、感動は最高潮になり、気がつ

けばホール中の一体感で、更に感動しました。 

◆視覚的効果 

一流のメイク、衣装、などの豪華な視覚的効果は私たちを楽しませてくれます。観ているだ

けでも満足で音楽への期待が膨らみます。とても大切で欠かせないと思いました。 

◆音楽は今までの中で一番良かったと思いました。とくに「愛の讃歌」です。歌もアレンジも

素晴らしかった。何度でも聞きたいです♪ 

・今まで聞いてきた曲も、今回お芝居があったので、分かりやすく、自然に音楽に身を委ね

る事ができました。 

・曲の長さもお芝居の長さも、ちょうど良かったです。飽きることなどありません。 

・1 部の 1曲目はフルートのメロディーの音量が小さく、「あれっ？」と思いました。 

歌も同様です。バランスや調子が悪くて小さいのか、意図的に小さいのか、観ていて不安

になりました。なぜかというと、怪しげな音楽でかっこよく静かに登場した後、照明の明るく

なると共に全員観客を向いて座りました。豪華な衣装で花魁の心意気がビビビーッと伝わ

ってきたので、私の気分も盛り上がり、さあ！第一声のメロディーの音は「豪華で積極的な

音がくるのではないか」と勝手な想像をしてしまったからだと思います。たぶん私だけかもし

れませんが、照明などでコントロールできたかも？と今となっては思います。なーんて。す

みません💦 

◆ よい緊張感をもちながら、若くて一生懸命な演者を観ると、こちらまで元気になります。

平均年齢が若くなり、私は良かったと思いました。 

最後になりますが、命をかけて準備してこられた、植村さん、マリアセレンさんはじめ、モン

ドパラレッロの皆様、スタッフの方々へ、大きな大きな感動をありがとうございました。 

何もしない私なのに、皆様を応援させてもらえて幸せです。 

次回もきっとあっと驚くステージになるのでしょう。どうぞお身体もご自愛くださいませ。 

50 代 女性 
 

久しぶりのマリアセレンコンサート 

以前によりもさらにレベルアップルして鳥肌がたちました。 

出演者の方々のレベルも高く舞台がしまった気がします。 

神月さんの歌声、狂言師の小笠原さんの妙なアドリブとても良かったと思います。 

あえて言うならもう少しセリフでストーリーを分かりやすくしたら良かったのではと思いました

（あくまで素人の言うことなので） 

次回の公演も楽しみ😍増し増しですね。 

50 代 女性 
 

公演お疲れ様でした！ 

普段は割と後ろめで鑑賞するので、今日のお席はとても新鮮でした！ 

そしてサロンコンサートにお邪魔したことで、勝手に親しい人たちが出演しているような気持

ちに！ 

沢美さんの表情や声、そしてコマチちゃんたちも間近で、わたし 1 人のためのコンサートみ

たいな気分でした。 

今日また新たな公演のご案内をいただきました。また伺うのを楽しみにしています。 

50 代 女性 
 

新村さんの花魁姿キュートでしたよ。役でもなければあのような衣裳は着ないでしょうから

身に纏うだけでゾクゾクしたのではないでしょうか？ 

台詞の声が凄く通っていたのですが、オンマイクでしたか？ 
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モンドパラレッロ歌劇団の公演は私を特別な世界にワープさせてくれます。毎回楽しみで

す。 

今回もありがとうございました。 

50 代 女性 
 

お疲れ出てないかな？ 

昨日はありがとうね 

終演後ロビーで楽人くん見つけられなかった 

挨拶できないで帰っちゃいました 

楽人くんや皆様の美声も素敵だったよ 

50 代 女性 
 

この度はマリア・セレンさんのデビュー5 周年記念コンサート♫の大成功、おめでとうござい

ます㊗🍾🎊 

次から次へと繰り広げられる楽しい賑やかなエンターテイメントであっという間の 2 時間で、

とても楽しかったです。 

特に最後の方のナンバーとマリア・セレンさんのお話しには感動でホロリしました😂 

5 周年を記念する今回のコンサート♫がコロナで何回も何回も中止になって… 

植村さんもマリア・セレンさんもここまでの道のりは本当に辛く大変だったと思うので今回無

事に公演が出来て感無量ですね、本当に良かったです。 

友人からも、「久しぶりに芸術に触れることができて、本当に生き返る気がしました。」とお

礼がありました。どうもありがとうございました。 

50 代 女性 
 

感激したわぁ、もう💦最後の愛の讃歌は、あれはあかん、泣いてたもうたわ💦 念入りにして

きたメイクが落ちてな、隣のおっさんにあんた誰？と言われてもうたわ。東京から大阪へ転

勤するから大阪でもやってーな。会場探すで〜。ほんまに良かった。まだ興奮状態で発情

しそうや。みなさん、ありがとう。 

50 代 女性 
 

初めて拝見させていただきました。私が見た公演の中で一番良かったです。やっぱり字幕

があると助かります。サニーさんはきれい❣オーラがあるので登場するだけでとても華やか

なになります。十兵衛と浮舟は息のあったいいペアですね。ご夫婦ですか？マリアさんの早

替えは会場から「おおおおっ」て驚きの声が(実は私も)。最後は泣きました。夫はわんわん

泣いていました。母を亡くしたばかりだったので。本当に感動的な舞台が見られて幸せでし

た。ありがとうございました。 

50 代 女性 
 

お疲れ様〜💓 

澪ちゃんも、モンドパラレッロ歌劇団も毎回毎回グレードアップして、驚かされます⤴ 

友人たちも澪ちゃんのお陰でウン十年ブリ⁈の再会が果たせてとても喜んでいました。澪ち

ゃんの勇姿を見るんだって何ヶ月も前から楽しみにして体調を調えて観劇した甲斐があり

ました。 

舞台は人を元気にするチカラがありますね✨ 

澪ちゃんはそんな素晴らしいお仕事に就いていて誇らしく思います。どんどん羽ばたいてね

💓 
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50 代 女性 
 

感激、感激!  とても感動、感謝申し上げます。いろいろな困難の中、素晴らしいコンサートで

した。11／3、都合はつきそうですのでチケットを購入したいと思います。家内の分も含め、2

枚。 

60 代 男性 
 

植村さんとマリアさんの思いを表現された素晴らしいオペラ、コンサートでした。こちらこそ

ありがとうございました。 

60 代 男性 
 

今日はみんながお世話になり、ありがとうございました。マリアの評判はすこぶる上々でし

たが、お喋りの酷いグループ（1 人は後ろを振り向いてまで喋りっぱなしの非常識さ加減）を

始め、あの密空間でみんな普通に話していたのが気になったとの事です。コロナ禍でもあ

り、今後は事前に御喋りはお控えください的なアナウンスをしたほうが良いかもしれません

ね。 

60 代 男性 
 

おはようございます。 

花魁の華やかな世界とオペラの歌声、海外で称賛を絶対得られると思いました！ 

ユーモアを適度に入れてあるのも、堅苦しくなるオペラでは必要かと思います。 

ただ、「銀座のカマキリ」はちょっとブラックユーモア過ぎたかな。 

全体的にとても素晴らしかったです！😊😊😊 

60 代 男性 
 

それでは簡単に。（あくまで私個人の感覚です） 

良かったこと 

・とにかく毎回、進歩している。能楽とのコラボは素晴らしく、ぜひ世界にも発信してほしい。 

・休憩を挟んでの前半と後半の内容もそれぞれちがった魅力でとてもよかった。 

・映像もすばらしかった。 

 

改善したほうがよいと思ったこと 

・可能であればもっと広い舞台で見てみたい。舞台上での演奏もとてもよかったが、ちょっと

狭く感じた。 

・映像の上のほうに出てくる字幕なのですが、字体がゴシック？なのかな、映像や舞台のイ

メージとあっていないと感じました。製作者の意図があるのかもしれませんが、もっとおしゃ

れな字体にしたらよいと思いました。 

・後半の舞台でマリアセレンさんがおもちゃのプラスチックのハンマーで、ポンとたたくところ

がありましたが、あれはやりすぎかと(笑)。ちょっと安っぽくなっちゃたかと思います。マリア

セレンさんのある意味、近寄りがたい美しさに合わない(笑)。まあ、逆にそこが狙いなの

か・・。 

 

以上です。これからももっともっと素晴らしい舞台にしていってください。 

60 代 男性 
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とにかく楽しかった。一番はヤッパリ、ギヤマン花魁ブルー！ヤマザキーナのソロ最高でし

た。コマチコマチのバレバレでアリンスも楽しかったし。ヤマザキーナのメイド姿が生き生き

してて惚れ直しました。 

60 代 男性 
 

本当に良かったです！ 

本当に素晴らしかったです！ 

最後の方、涙が止まりませんでした。 

この度はあんな良い席をご用意してくださってありがとうございました。 

60 代 男性 
 

オペラは圧倒されました。すごいとにかくすごかったです。その一方でバレバレでありんす

がかわいくてかわいくて。 

そしてギヤマン花魁ブルーが耳に残りちょっとくちずさんでました。とにかく時間もあっという

間で楽しかったです。ありがとうございました。 

60 代 男性 
 

楽しかったですよ！日本の伝統芸能とオペラの融合が違和感無く楽しめました。 

能楽堂のは観ていませんがホールの舞台での歌劇は、団員の皆さんの聴かせ所も有り演

者も楽しめたのではと思います。 

一つ気になったのが、第二幕でセレンが亡くなった伯爵に近づいた時に執事を退かした部

分と死者を足蹴にした所です、洋劇ではたまに有るのですが・・・、しかし楽しかったですよ‼ 

また伺いたいと思います。 

ビックリしたのは会場で千葉に住んでいた時の近所の妻の友達に会った事です、なんでも

セレンさんの学校の恩師と一緒に来たとの事でした❗ 

60 代 男性 
 

2年遅れの 5 周年本当におめでとうございます🎊 

相変わらずの声量と美声に感動しました。エンターテイメントとしての遊びも良かったし楽し

ませていただきましたが、個人的には「歌」に専念して突き進んでいただきたいなぁと期待し

ています。もっと聴きたいなぁと思いましたョ 益々の活躍ご成功を祈念しております⛩ 

お疲れさまでした 

60 代 男性 
 

おはようございます 

５周年(本当は 7 年)コンサートおめでとうございました。 

マリアさん病み上がりだったので心配しておりましたが無事に終わりホットしております。 

マリアさんの涙ぐんだ挨拶の時には私も何だか親の様な気持ちになりグッときてしまいまし

た。 

これからも応援させて📣頂きますので💖 

60 代 女性 
 

5 周年記念講演、無事開催され、おめでとうございます！ 

お疲れ様でした。とても良かったです。衣装もこれまで以上に豪華で楽しめました。マリアセ

レンも間に合って本当に良かったです。会場全体がこの日を待ってましたて感じでした。生

で聴ける演奏はやはりいいですね。11 月も楽しみにしています。 
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60 代 女性 
 

お疲れ様でした。 

本当に綺麗だったよ！ 

中腰で衣装にカツラに歌にと、みなさんすごいと思いました。 

頑張っている姿に感動しました。 

私も涙が出ました。 

感動を与えられるって素敵です。 

これからも応援しています。 

ありがとう❣ 

60 代 女性 
 

昨日はお疲れ様でした。 

友人が旦那と来ていて、最後は感動して旦那と泣いたと言ってました！ 

11/3 も頑張ってください！ 

60 代 女性 
 

マリアセレンの歌、鳥肌が立つ位良かった。コロナ明けとは思えなかった。 

それと、共演者の実力も上がったのか、人が替わったのかわからないけど、いままで以上

に幅があった気がする。 

衣装も華やかで楽しめた。 

また 11 月の能楽堂も行こうかと思う。 

60 代 女性 
 

コロナで失った 2年以上もの空白😢 

やっと今日公演が出来て出演者の皆様の喜びがステージから伝わって来ました。 

最後のアンコールはマリアさんの涙ながらのお礼の言葉に私も胸が熱くなりました。 

舞台が出来ない❗舞台に立てない辛さ❗苦しさ❗悲しさ❗2年余り無駄に過ぎた時間❗ 

その苦悩が手に取るようにわかります。 

今日は行って良かったです。友人もいらっしゃっていたので、仲良く一緒に舞台を見させて 

頂きました。 

素晴らしい感動をありがとう💕やっぱり生の舞台は最高です。 

この公演に携わった皆様のご苦労にお労いの言葉を添えさせて頂きます😊 

本当に素晴らしい舞台でした。 

MO-TOY さんお疲れ様でした。 

午後の公演も頑張って下さいね。 

マリアさんと写真撮って頂きました💕ミーハーな私です（笑） 

この大切な時間は２度と返って来ないから大切にしたい❣ 

60 代 女性 
 

昨日はご招待いただきありがとうございました😊 

主人もとても喜んでいました。 

先生のご活躍にもびっくりしていました。 

とてもよいひとときありがとうございました。 

立派な先生に教えていただきよかったねと先生との出会いに改めて幸運を感じました。 

これからの練習がんばります。 
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60 代 女性 
 

昨日の公演 

素晴らしかったですよ最後もらい泣きそうになりました。 

随分痩せましたね 

二度のコロナのせいですね 

無理な発声はしない演出お見事 

当分無理させないようにね。 

ありがとうございました。 

70 代 男性 
 

昨日はお疲れ様でした。 

今回は堪能させていただきました☆。大満足で帰宅しました。 

恩師も同じ思いだったと思います。 

70 代 男性 
 

今宵は、素晴らしい宴をありがとうございました‼ 

植村さんはじめ、皆様の努力の跡が垣間見え、涙が止まりません‼お疲れ様でした❗ 

そして、素晴らしい時間を与えて下さったみなさんに感謝の気持ちで一杯です🙏 

お疲れ様、そしてありがとう😆💕✨ 

70 代 女性 
 

昨日はおめでとうございます。 

中央の、全体がよく見える、良いお席を確保していただきましてありがとうございました。 

前回の能楽堂での「花魁」より、盛りだくさんの内容で、楽しむことができました!! 

今回は背景の映像が印象的でした。かなり迫力のある、舞台と一帯感がありながら個性的

な映像でした。上部に文字も入り、わかりやすかったと思います。 

70 代 女性 
 

素晴らしかったです。みなさんたくさん歌われていて楽しかったです。 

マリアさん、前回よりソプラノが弱いかなと思っていたら、コロナに罹られていたんですね。

後遺症などはやはり怖いなと思いました。 

浮舟さん、やせられました？2幕はオードリーヘプバーンのようでとても素敵でした！ 

70 代 女性 
 

お疲れ様でした。今回は体調を維持するの大変でしたね。舞台ではしっかり声が出ていた

ので、安心しました。一部は海外公演でも、うけそうだなあと思いました。華やかで、綺麗！

二部の衣装がとても素敵だったです。終わってホッとしたでしょうね。しばらくはゆっくり休ん

でね。 

70 代 女性 
 

セレンさんの 5＋2周年公演にお招き下さいまして有難うございました。 

いつもながら劇団の方々の団結した舞台は想像をはる遥かに超えて、キャストの皆さんも

声楽家としても演技もさることながら役柄にもお一人おひとりが素晴らしく、セレンさんの魅

力を引き出していると感じます。 
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私はヤクルトホールでのセレンさんのテノールとソプラノ両声切替歌唱が衝撃的に大変印

象に残っており、舞台は益々進化して居ると感じました。 

武井さんの作曲編曲も純粋のクラシックとはまた違った個性的で独特の雰囲気感が味わえ

て楽団の方々も素晴らしいと思います。 

能楽堂での公演は今までに無い新しい和、狂言と洋のオペラを融合した舞台はモンドパラ

レッロ歌劇団ならではと感じました。 

又衣装も世界にアピール出来る他には無いお衣装も魅力です。 

これからマリアセレンさんの益々の進化 

楽団の皆さん、オリジナルオペラを世界のオペラ界に進出して欲しいとの想いです。 

其れにはやはりオペラ界だけでは無く、世間の皆さんに知って頂くことがとても大事な事と

思います。 

演奏家にとっては一番苦手な分野とは思いますが例えば SNS などの発信力も大切と思い

ます。 

沢山の方々に先ずは知って頂くことですね。 

能楽の融合のオペラで益々注目、世界に羽ばたいて欲しいとの想いです。 

70 代 女性 
 

お疲れ様でした。 

台詞が自然になって､聞き易くなっていましたね😃 

70 代 女性 
 

お元気な歌手としての雄大さんを再び拝見することができてとても嬉しかったです。 

11/3のステージも伺いたく思っています 

その件に関してはまた後程！ 

70 代 女性 
 

全体的によかったです。 

花魁道中は歌舞伎の様にパーっと明るい舞台で健やかに見たかった。照明とのタイミング

かなぁ。 

神月くんもいい感じに舞台を引っ張っていましたね。前説も小気味よくいい味出していまし

たがもっと劇中芝居が見たいです。花魁たちの華やかさの裏の苦悩やその頃の時代の匂

いが滲み出るようないい味が君には出せると思います。脚本もあるのかな。細々とはまた

今度ね。 

80 代 男性 
 

イイノホールでの歌劇は一段と楽しくユーモア有り、荘厳さ有り、目の前で臨場感迫力有

り、放心しそうでした。毎回毎回新しい展開には同じが無くて中々ついて行けませんがそれ

だけに新鮮でハイレベルで歌劇団の方々の熱い思い観客への思いやりを感じます。 

お能とのコラボを楽しみにしてましたが、コロナ禍出演者の方々が助け合いご苦労されてい

る事が伝わりました。 

出演者の皆様が進化するお姿に涙目になりました。 

セレン先生の涙は美しいばかりでした。 

そして、更に美しさに優雅さに磨きがかかり引き込まれました。  

コロナ感染接種は勿論してますが先生皆様の舞台が何よりの予防ですし元気の源です。 

6月 26日梅若能楽堂は実は行くはずでしたが濃厚接触者となり行けませでした。 

泣く泣くじっとしてましたが先生の CDをガンガン拝聴しながらいたら元気出ました。 
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子役の 3人の方々は、愛らしい中エンターテイナーですね。 

将来楽しみですしモンドパラレッロ歌劇団のさらなる高み飛躍を確信し嬉しい限りでした! 

皆様にご繁栄と栄光の在らんことをお祈りさせて頂きます。 

男性 
 

1 日 2 回の公演はたいへんですね！前から 4 列目、新村さんの顔がよく見えました。鮮や

かな花魁の衣装、残像がまだあります。観にいった甲斐があったというべきです。 

 11 月 3日の能楽堂の公演のチケット買いました。また観に行きます。ますますの精進を。 

男性 
 

今日の公演も楽しく観させてもらいました。特に、第二部の｢彼のやさしい声の響きが｣から

｢さようならノクターン｣は、背筋が寒くなるというか、強烈な印象を受けました。後で、マリア

セレンが挨拶した時、コロナに二回かかり死ぬ思いをしたと言っていましたが、歌えることの

｢感謝｣の気持ちだったのかも知れないと思いました。 

男性 
 

９月４日は大きな感動をいただきました。 

フィナーレの愛の賛歌。 

歌が始まる前にセレンさんがコロナになったことなどを話され涙ぐまれました。 

でも涙をこらえ心を込めて歌われる中、僕も涙がこぼれてしまいました。 

ふと何気なく隣に目をやると隣の方も泣いておられました。 

会場の中にはあのときに泣かれた方はけっこう多かったような気がします。 

今までも毎回感動していますが、いつも素晴らしい歌唱とともに不思議なオーラみたいなも

のも感じます。 

今回もとても良い席だったので余計に感じられたのかもしれません。 

良い席を提供してくださり本当に感謝しています。 

男性 
 

昨日は本当に楽しい舞台、ありがとうございます。 

マリアセレンさんの歌声もですが、他の方々の歌声にも感動しました。本当に楽しく見させ

ていただきました！またぜひ伺いたいと思っております。 

女性 
 

とてもみやすい席をご用意いただきましてありがとうございました。前回とは打って変わった

煌びやかな舞台で、歌だけでなく、お芝居や狂言等々、楽しかったです。 

花魁のお姿、美しかったです！ 

私はやっぱり、最後に皆さんで歌われたアヴェマリア、ジュピターが好きです。（ハモリが好

きなのかもしれません！） 

また、予定を調整しながら公演にお伺いしたいと思います。 

女性 
 

先日の公演、大変良かったと思います。 

オペラ自体、馴染みが少ない人が多いので、知り合いに声をかけるのを躊躇しますが、こ

れからは、自信を持ってすすめられます。 

定番の歌はやはり、聴きやすく、胸に染みました。もっと聴いていたかったです。 

マリアセレンさん、ソプラノの方、とってもエネルギーあふれ、すばらしかったです。 
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狂言は、全く触れる機会がないので、少しかじれて、おもしろかったです。 

有名な劇を通しで見たいなーと思いました。 

感動をありがとうございます。 

女性 
 

先日はとても素敵なコンサートをありがとうございました。 

衣装や舞台の美しさ、一人一人の熱意、歌、演奏に心から感動しました。そしてとても短く

感じた 120分でした。 

1 部と 2 部でとても雰囲気が違い、和洋それぞれの違った華やかさがすごく素敵でした。 

私がこのような、劇と歌と音楽が進行されるコンサートを見たのは初めてでしたので、この

コンサートはこれからも私の心に残ると思います。素敵なコンサート、ありがとうございまし

た。 

女性 
 

マリアセレンさんが公演の最後あいさつの中で、ご自身が新型「コロナ」に感染され大変な

目に遭ったこと、などもお話しされておりました。この新型「コロナ」は本当にしつこく、何年も

(日本だけだはなく)いまだに世界で猛威を振るっており早く感染拡大が収まり、いわば普通

の暮らしができることを切に願っております。モンドバラレッロの皆さんにおかれましてもコ

ロナ騒ぎで公演ができなくなるなど本当にご苦労されていることと思いますが、気を落とさ

ず頑張っていただければと思っている次第です。 

その上で一言 

①第一部「花魁」…劇団ひまわりの 3人…コマチ 2 は、かわいらしく楽しいものでした。第二

部にも登場しましたね。 

②第二部の「マジシャン」の方、今までにない趣向でした。 

③第一部、二部とも、曲想・セリフ・劇とも流れるように展開されました。出演者の方々の努

力のたまものと思いました。 

男性 
 

5 周年記念コンサートの開催、改めましておめでとうございます。 

コロナ禍で 2年遅れではありましたが、いらしてくださったお客様は皆さん、この日を待ち望

んでいらっしゃったとお見受け致しました。本当に素晴らしい舞台でした。 

マリアさんも然ることながら団員の皆さまの実力も素晴らしいと一言です。 

和物の物語をオペラと見事に融合した 1 部もちょっとコミカルな 2 部のストーリーもとても楽

しかったですし、改めてマリアさんの歌唱力や存在感に圧倒され、あっという間の 2 時間で

した。 

衣装、ヘアメイクも目で十分楽しませていただき、耳から素晴らしい歌と演奏…贅沢な時間

でした。 

演奏家、俳優、歌手…オールマイティのモンドパラレッロ歌劇団です。 

11 月のチャリティーディナーコンサートは延期になってしまいましたが、ぜひ是非千葉の

方々にマリアさんの素晴らしさをもっと浸透していきたいですね。  

女性 
 

初めて娘と一緒に行きました。 

鳥肌が立つ程の歌唱力に圧倒されました。 

ユニークな演出にお腹を抱えて笑ってしまいました。 

マリアセレンさんは二度目のコロナ感染との事でしたが、治癒されて良かったです。 
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お友達に紹介したところ、是非、聴いてみたいと話していました。 

今後のご活躍を期待しています。 

女性 
 

2年遅れのマリアセレンデビュー5 周年記念Happy 5th Anniversary Concert 

”TheNew Me”無事に開催できたこと、おめでとうございます！ 

そして、今回も素敵な歌声とステージを生で見れたことに感激&感謝いたします。 

ありがとうございました！ 

このご時世でマリア・セレンさんの歌声が聴けなくなる事態になっていたとは… 

すごく怖くて大変な想いをされたのかと思うと、余計に貴重な時間とステージだったと実感。

よくぞ回復してくださいました！ 

新曲も聴けたり、ステージでの早着替えがみれたり…生演奏と歌声に細胞 1つ 1つが痺

れました！ 

MO-TOY さんを"アニキ"と慕い、いつも一緒に鑑賞させていただく彼が…今回、台風の影

響で飛行機が欠航になり、残念ながら来れなかった事もあり、一番前列の良い席で、1つ

だけ空席を作ってしまいました。すみません。 

とっても残念がってました〜 

11 月の公演は、お互い仕事で難しいのですが。 

また、歌声を全身に浴びにいきます。 

まだ、油断のできない状況だったり季節の変わり目で体調崩しやすい時期にもなりますの

で、どうぞお身体ご自愛くださいませ。 

女性 
 

マリアセレンさんの舞台、もうハートにぐぐぐっと...涙が出てきて(涙)魂打ち震えました～!! 

本当にありがとうございました❣❣😭 

マリアセレンさんの歌の素晴らしさは言うまでもなく、前後半どちらも美しく贅沢な世界にう

っとりですし、映像にエンタメ性も盛り込まれ、以前ご招待下さった時からまた進化され、素

晴らしいですね!!(๑•̀ㅁ•́ฅ✨✨ 

しかも S席で拝見でき、夢のようでした～写真も撮らせていただきましたよ( *´艸`) 

女性 
 

とても素晴らしい舞台でした！ 

私も娘も初めての生の歌声に感動し、すっかりオペラのファンになってしまいました。 

娘にまた行きたいとせがまれております。予定が合えば次回の公演も是非行きたいと思い

ます。 

第一部の和の世界観がとても美しかったです。吉原の表の華やかさとそのうらにある陰が

表現されているのが特によかったらと思います。 

Mitzy さんとバリトンの方の歌がとても恐ろしく、印象に残りました。 

マリアさんのふたつの声にも感動しました。高い声と低い声を自在に切り替えていて素晴ら

しいと思いました。 

全体的に素晴らしく、感動しました。素晴らしい舞台をありがとうございました。 

女性 
 

お疲れ様でした。 

今回もなかなか楽しくお手伝いさせていただきました。 

公演もほぼ全部(夜の部でした)見られました。 
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とても華やかで楽しかったです。 

また、合唱団で舞台上での参加したいと改めて思いました。 

次の能楽堂公演も楽しみにしています。 

女性 
 

見事な出来栄えでした見に行ってほんとによかったです、将来はブロードウェイですね 

マリアさん昨日は見事な出来栄えでした、まず面白い、みんなのキャラクターがいかされ、

人選もいい、マリアさんがいるから、独特のオペラ、ブロードウエイを目指してください、おめ

でとう！ 

女性 
 

ありがとうございました！ 

歌はもちろん、楽しい演出、豪華絢爛な衣装と、エンターテイメントを存分に楽しめました❣

皆さんも、マリアさんの 2 声の歌には驚いてました。 

あのホールの大きさで、歌声がダイレクトに伝わってきいてすごかったと言ってました。 

能楽堂の舞台も楽しみです❣ 

女性 
 

皆さん、大変お疲れ様でした🎵病み上がりのマリアセレンが心配でしたが、大丈夫でしたね

🎵次に衣装にお金かかってているだろうと心配になり、ずっと板付き状態に、疲れるだろう

と心配になりました。お客様が物凄く喜んでいましたね🎵最後の挨拶でないてる姿が素敵

でした🎵それでいいのだ🎵ブラボーマリア‼ 

男性 
 

昨日は、おめでとうございました。私の友達は、愛の讃歌が感動したと言っておりました。私

も同意見です。次回のコンサートに向けて、マリアさんの身体能力の向上に取り掛かりたい

と思っております。本当にお疲れ様でございました!! 

男性 

 


