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演じきれないというところがすごく難しいんだと
思います。単に目に見える姿が変わっていくとい
うこと以上に担わされているものが複雑という
か・・・。いってみれば、いくつもの暗示を同時
に提示するというのかな、それをお客さまがイメ
ージとして膨らませることができるようにしなけ
ればならないんじゃないかな。」
キャスト決定直後、二人は、まず三島作品を読
むことから取り組みを開始したと言います。三島
由紀夫独特の美学と思想を魂に少しずつ浸透させ
ようとしているようです。新たな感性が盛り込ま
れる東京バレエ団ならではの傑作に、どうぞご期
待ください。

東京バレエ団のプリマ・バレリーナ斎藤友佳理の平
成16年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念公演が開催
されます。《ユカリューシャ》と題されたのは、好評
を博している彼女の半生を綴った本にちなんでのこと。
この公演では、受賞理由として挙げられた、斎藤友佳
理の幅広い芸術性が披露されることとなります。
「こうした賞をいただけたことは、決して私だけのこと
ではなく、東京バレエ団という場所があったからこそ
だと思っています。これまでのバレエ人生のなかには、
自分自身の内面的な問題や、大きな怪我や、さまざま
なことがありましたが、そのたびに、バレエ団の仲間
やスタッフ、そして何よりも東京バレエ団を応援してく
ださる多くの皆さんからの励ましをいただいたことで、
乗り越え、そして成長してこられたんです。だから、今
回の公演では、こうして育てて下さったすべての方たち
に、感謝の気持ちを込めて踊りたいと思っています。」
と、斎藤友佳理は語ります。
斎藤友佳理が東京バレエ団に入団したのは1987年。
以来、東京バレエ団に迎えられる世界のトップ・クラス
のゲスト・アーティストたちと、数々の共演を果たしてき
ました。「こうした機会を得られたことこそ、大きな宝」
という斎藤。しかし、こうした共演の歓びはゲスト・
アーティストたちも同様だったようです。今回の記念
公演は、今春３月の受賞後に開催の準備が始められた

ものなので、急なス
ケジュール調整が必
要となりましたが、
マニュエル・ルグリ、
マチュー・ガニオ、そ
して首藤康之も、斎
藤友佳理と東京バレ
エ団の記念すべき公
演ならば、というこ
とで出演が実現することになったのです。
「ラ・シルフィード」、「椿姫」、「カルメン」というプロ
グラムは、いずれも斎藤の代表作ですが、それぞれ全く
異なる性格をもつ作品。ロマンティックな妖精のたおや
かさ、妖しいまでの魅力を放つ女の魔性、そして強烈な
情熱と、さまざまな魅力が発揮されなければなりません。
「本当はとても不器用で、一度にたくさんのことはできな
い性質」と、自身のことを語る斎藤友佳理。「ただ単に決
められた振りを踊るというだけでなく、そこに込められ
ているストーリーやさまざまな情景、自分以外の人々の
キャラクターなど、深い意味で自分なりの解釈をし、そ
して表現することができなければならない」というポリ
シーを大切にしてきました。今回の公演では、これまで
に一つひとつの役柄に真剣に打ち込み、自分のレパート
リーとして作り上げてきた異なる魅力の数々が、一夜の
うちに披露されることとなる、まさに、斎藤友佳理のバ
レリーナ人生の集大成となるでしょう。

（中面What's New欄に関連記事）
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モーリス・ベジャールが東京バレエ団のために振
り付けたオリジナル大作「M」が、5年ぶりに上演
されることとなりました。日本文学界に独自の輝き
を放った三島由紀夫をテーマとしたこの作品は、
1993年の初演以来、ヨーロッパ公演においてもセ
ンセーションを巻き起こしてきましたが、日本では
1994年の凱旋公演と2000年の再演が果たされたの
みとなっていました。三島由紀夫生誕80年、没後
35年を迎える今年、いよいよ、多くのバレエ・フ
ァンからの要望に応えて実現する今回の上演は、新
たなキャストで、さらなるバージョン・アップの予
感！　ここでは、注目の新キャスト、聖セバスチャ
ン役の大嶋正樹とシ（死）役の古川和則の意気込み

をご紹介します。
幼い頃に「ザ・カブキ」を観
て、自分が入るのは東京バレエ
団しかないと心に決めたという
大嶋は、念願叶って入団した直
後の海外公演で初めて観たのが
「M」。「トリ肌がたつような、こ

れが東京バレエ団だ！という強い印象だった」と振
り返ります。そして、その重要なキャストを務める
こととなったいま、彼はその重責を深く受け止め、
「聖セバスチャンという役は、この作品のなかでと
ても重要で特別な意味を与えられています。これは、
いままでの僕のままでは演じきれるものではなく、
意識の変革を突き付けられるようなところがありま
すね。この緊張感をいい意味でバネにして、向上し
ていければ、と思っています。」と語っています。
初演以来、聖セバスチャンを演じていた首藤康之か
ら「できる限りのことを吸収し、自分を高めていき
たい」というのが最終目標。大いに期待が高まりま

す。
三島の分身の一人であり、作
品全編を通して狂言廻し的な役
割をもつシ（死）を演じること
になった古川和則も、キャスト
決定のその日から、これまでの
上演のビデオを何度も見なけれ

ば落ち着かない状態になったそうです。「観れば観
るほど難しい」と。
「シという役は、これだっていう一つの解釈では

シュツットガルト・バレエ団の3年ぶりの来日公
演が行われます。このバレエ団が、名振付家ジョ
ン・クランコとの深い結びつきを持ち、そして、彼
の作品をレパートリーとしてまもっていることは、
熱心なバレエ・ファンなら周知のことでしょう。シ
ュツットガルト・バレエ団は、今回もまた、誇りと
敬愛を込めて、最愛の作品を日本のファンの前に披
露してくれることとなります。
今回のプログラムに選ばれたの
は、プーシキンの同名の韻文小説に
もとづいた「オネーギン」とシェイ
クスピアの戯曲による「ロミオとジ
ュリエット」。両作品とも、クラン
コによる振付は1960年代前半に誕
生しましたが、いずれも振付家クラ
ンコの、そしてシュツットガルト・
バレエ団の真価を世界に認めさせる
こととなった名作です。
そしてさらに、今回の日本公演で
は、マニュエル・ルグリが「オネ
ーギン」に特別ゲストとして出演
することとなりました。
「オネーギンは、私にとってダンサーのあるべき姿

を象徴しています。オネーギンを踊ることは、私の
夢の一つでした。」と語るルグリ。若き日には、マ
リシア・ハイデとリチャード・クラガンが踊る「オ
ネーギン」にも感動したのだそうです。以来、世界
最高のダンサー・カップルと認め、彼らを自身とモ

ニク・ルディエールの模範としたと
も言うルグリは、今回のシュツット
ガルト・バレエ団との共演に非常に
意欲を燃やしています。
「私は一人で次々とバリエーション
をこなしていくのは好きではないの
です。パートナーと一緒に、誰かを
前にして踊るのが好きで、オネーギ
ンにも美しいパ・ド・ドゥがありま
す。私にとって『オネーギン』はク
ラシック・バレエの模範で、しかも
私のレパートリーに入っていないの
で、長い間夢みてきたのです。オネ
ーギン役をどう演じるかという点で

は、じっくりと考えているところですが、いま言え
ることとしては、たぶん、今回のこの機会はとても

良いタイミングなのだ
ということです。10年
前ではきっと、まだ準
備ができていなかった
のではないかと思うか
らです。人生経験など
を経たいまは、とても
いい時期なのだと感じ
ています。」
「クランコ作品に夢
中」なのだともいうル
グリは、振付家本人か

ら全ての作品を学ぶことができたヌレエフ作品を踊
るのとはまったく違う世界に入ることが必要だとも
語っています。そして、「きっとそれは美しい世界
になる」と。
ルグリを迎え、シュツットガルト・バレエ団が誇
る「オネーギン」は、さらなる充実を見せてくれる
こととなるでしょう。
そして、プロコフィエフの音楽に、独創的な振付
と機能美を備えたユルゲン・ローゼの美術・衣裳が
見事にマッチした「ロミオとジュリエット」は、ド
ラマティック・バレエの傑作中の傑作といえます。
かつてクランコは、「私にとってのバレエとは、身
体を用いての作曲のようなもの。すなわち動きが音
楽との関係において表現できるものである」と語り
ましたが、この作品における音楽と振付とドラマの
展開は、まさにこの言葉をそのまま実現していると
いえるでしょう。誰よりもクランコ作品を理解し、
彼の作品の真の魅力を知り尽したダンサーたちだか
らこそ到達し得る、迫真の演技に、観客の目と心は
釘付けとなってしまうはずです。

斎藤友佳理芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念公演
《ユカリューシャ》
8月14日（日）ゆうぽうと簡易保険ホール
■「ラ・シルフィード」第2幕より抜粋
シルフィード：斎藤友佳理、ジェイムズ：マチュー・ガニオ

「カルメン」ハイライト
カルメン：斎藤友佳理、ホセ：首藤康之、
エスカミリオ：高岸直樹

「椿姫」パ・ド・ドゥ
マルグリット：斎藤友佳理、アルマン：マニュエル・ルグリ
その他の演目で構成
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団
出演：東京バレエ団
＊入場料、開演時間等の詳細は追って発表します。

東京バレエ団「M」
10月29日（土）6:30p.m.  

ゆうぽうと簡易保険ホール
10月30日（日）3:00p.m.  

ゆうぽうと簡易保険ホール
■主な出演
イチ：高岸直樹、ニ：後藤晴雄、サン：木村和

夫、シ（死）：古川和則、聖セバスチャン：大

嶋正樹、女：吉岡美佳、海上の女：小出領子、

オレンジ：高木綾、ローズ：上野水香、ヴァイ

オレット：井脇幸江　ほか東京バレエ団
■入場料（税込）
S=¥10,000 A=¥8,000 B=¥6,000
C=¥5,000 D=¥4,000
エコノミー券=¥3,000 学生券=¥2,000
（エコノミー券はNBSとe+のみで、学生券
はNBSのみで、9月30日（金）より受付）

シュツットガルト・バレエ団日本公演
●「オネーギン」全3幕
11月8日（火）6:30p.m. 東京文化会館
11月10日（木）6:30p.m. 東京文化会館
●「ロミオとジュリエット」全3幕
11月12日（土）1:30p.m. 東京文化会館
11月12日（土）6:30p.m. 東京文化会館
11月13日（日）3:00p.m. 東京文化会館
■予定される出演者
マニュエル・ルグリ（特別出演）
［女性ダンサー］アリシア・アマトリアン、ブ
リジット・ブライナー、マリア・アイシュヴァ
ルト、ロベルタ・フェルナンデス、スー・ジ
ン・カン、ダイアナ・マルティネス、パトリシ
ア・サルガード、エレーナ・テンチコワ、カー
チャ・ヴュンシェ
［男性ダンサー］フィリップ・バランキエヴィ
ッチ、エリック・ゴーティエ、イリ・イェリネ
ク、ミハイル・カニスキン、ダグラス・リー ,
イヴァン・ジル・オルテガ、ジェイソン・ライ
リー、フリーデマン・フォーゲル、アレクサン
ドル・ザイツェフ
※配役は公演チラシでご確認ください。

■演奏：東京ニューシティ管弦楽団
■入場料（税込）
S=￥18,000 A=¥16,000 B=￥14,000
C=¥11,000 D=¥ 8,000 E=¥  5,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=￥3,000
＊エコノミー券はNBSとe+のみで、学生券は
NBSのみで10月6日（木）より受付。

［このほかの公演］
11/15（火）フェスティバルホール（大阪）

［06-6375-7431］

THE TOKYO BALLET

6月18日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始

6月18日（土）10:00a.m.より
一斉前売開始

三島由紀夫生誕80年没後35年記念
モーリス・ベジャール振付『M』
新キャストを得て，あの衝撃の傑作が
メモリアル・イヤーに蘇る！

三島由紀夫生誕80年没後35年記念
モーリス・ベジャール振付『M』
新キャストを得て，あの衝撃の傑作が
メモリアル・イヤーに蘇る！

斎藤友佳理芸術選奨文部科学大臣受賞記念

《ユカリューシャ》
東京バレエ団プリマ斎藤友佳理の
バレリーナとしての集大成

ジョン・クランコの遺産を守る世界最高の
『オネーギン』『ロミオとジュリエット』
シュツットガルト・バレエ団日本公演
7月2日（土）

10:00a.m.より
一斉前売開始 ONEGIN

ROMEO AND JULIET
「ラ・シルフィード」

「椿姫」

「カルメン」

マニュエル・ルグリ

ジョン・クランコの遺産を守る世界最高の
『オネーギン』『ロミオとジュリエット』
シュツットガルト・バレエ団日本公演
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《ユカリューシャ》
東京バレエ団プリマ斎藤友佳理の
バレリーナとしての集大成
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3年かけて大改装され昨年12月7日に新装オ
ープニングされたばかりのスカラ座で大騒動が
起き、ついに皇帝マエストロ・ムーティが辞任
するという事態にまで陥ってしまった。
ことの始まりは前総裁フォンターナ氏と音楽
監督だったマエストロ・ムーティの見解の相違
で、2001年頃から燻り始めていたが2003年に
は公にマエストロが総裁非難の声をあげ、フォ
ンターナ氏も負けじと対抗して二人の仲は益々
険悪化してしまった。改修のために破壊された
劇場とともに総裁と音楽監督の仲も完全に破壊
されてしまったのだった。
劇場は新装されたものの両者に和解はなく、
マエストロは総裁の進退を理事会にかけて今年
の2月にフォンターナ氏の解雇を求め、任期満
了の11月末を待たずにフォンターナ氏はスカラ
座を去った。国立劇場の民営化を訴えて財団を
設立し、スカラ座の改装を実現させた総裁のあ
っけない最後だった。ところが、勝者だったは
ずのマエストロは組合の反感をかうことになっ
てしまった。フォンターナ氏の後任に推された
のは2年前にマエストロが自らスカラ座に招い
た元カリアリ歌劇場総裁のメーリ氏だが、彼の
評判は今ひとつでオーケストラも合唱もテクニ
カルスタッフも事務局も彼を後任の総裁として
認めることを拒否したのだ。組合はストに突入。
マエストロは3月に予定されていた初演作品の
稽古始めに顔を出さず益々反感を煽ぎ、ついに
はマエストロの音楽監督としての信任投票まで
行なわれる事態に発展した。その結果大多数不
信任で、マエストロは4月2日に辞表を提出した。
まさしく喧嘩両成敗ということだろうか？　
19年間スカラ座に君臨したマエストロとして
は納得のいかないフィナーレになったと思う。
誰も予期しなかった大騒動はまさにオペラ座の
怪人の仕業では？　
そう言えばスカラ座は過去にも不可思議な事
が起こっている。1960年代に初めて前衛音楽
の演奏を行なう事になったとき、リハーサル初
日に天井の一部が剥がれ落ちたというし、1970
年代に前々総裁の進退騒ぎが起こったときに原
因不明の出火で緞帳が燃えたことがあった。近
年では、改修中に引っ越したアルチンボルディ
劇場は新築されたばかりにもかかわらず、オー
プニングから一か月もたたないうちに客席の照
明器具のガラスが剥がれ落ち危うく大惨事にな
るところだった。バレエ公演の休憩中に起きた
ために観客に怪我はなかったことが不幸中の幸
いだった。テレビの占い番組の見過ぎではない
が、古い家を建て直した途端に不幸に襲われた
という話はよく耳にする事だ。1778年に半壊し
ていたサンタ・マリア・アッラ・スカラ教会を
取り壊して建設されたスカラ座はいわくつきと
言ってもおかしくないということだろうか？
10日前（４月下旬）にスカラ座新築部分の9階ト
イレから水漏れし地下まで達したと言う事件が
起こったがこれは怪人の仕業ではないらしい。

［田口　道子・在ミラノ］

NBSのホームページからもチケットをご購入いただけます。http://www.nbs.or.jp/NBSチケットセンター 03-3791-8888
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脱線転覆
佐々木忠次

2005年前半の最大の事件といえば、誰もがＪＲ西
日本の福知山線脱線事故の大惨事と答えるに違いな
い。私もそう思っている。亡くなった人の遺族の
方々にはお悔やみの言葉もないが、遺族の方々の憤
懣やるかたない怒りに便乗するかのように、マスコ
ミが寄ってたかってＪＲ西日本を攻撃する姿勢に、
違和感を覚えたのは私だけではあるまい。遺族の悲
嘆を思うと、ＪＲ西日本を少しもかばう気持にはな
れないが、それでもマスコミの一方的で過激な報道
に接すると、ちょっと待てよと言いたくなる。
先日も野党の党首がテレビ番組で、「徹底的な原因
の究明を望む」と発言していたが、まるで他人事で、
政治は関係ないという感じだった。そもそもＪＲは
旧国鉄だが、国の放漫経営で財政の破綻にもつなが
りかねない巨額の赤字を、民営化とか民活とかいっ
た美辞麗句でごまかして、国が民間に旧国鉄を押し
付けたことを思い出してもらいたい。巨額の赤字を

解消するために必死に収益を上げようとする姿勢は
民間なればこそだが、今回の緊急事態にも平気でボ
ーリング大会をやったり、さらには二次会まで開い
ていたといった話は、旧国鉄の体質そのものだ。官
から民への体質改善をなおざりにしていたのは、は
たしてＪＲ西日本だけの責任なのか。国鉄からＪＲ
に変った時点の背景にまで言及して、民営化によっ
て生じた様々な問題点に鋭くメスを入れたマスコミ
報道も政治家の発言もなかったように思う。民営化
されたからといって、いまだに私鉄よりＪＲの方が
運賃は高い。ＪＲ西日本の経営者は今度の事故で、
国から押し付けられた負債を解消するのに躍起だっ
たので、安全よりも経済効率を優先せざるを得なか
ったと、内心自らの不運を呪っているかもしれない。
民間の電鉄会社との競争を強いられた結果、過密ダ
イヤが生れたのだ。ＪＲ西日本が作った過密ダイヤ
を承認したのは国なのに、監督官庁の責任がウンヌ
ンされないのは、いったいどうしたことか。そして、
その監督官庁の役人の給料もまた我々の税金でまか
なわれているのである。
昨年の暮れ、2005年用のカレンダーを探していた
ときに、日めくり式の「ことわざカレンダー」とい
うのを見つけ、買い求めた。先日、そこに記されて
いる諺に「取らずの大関」というのが目にとまった。

意味は相撲をとってみせたことのない大関のことと
あり、例え話として「実力を示したことがないのに
偉そうにしている人のことを言う」とあった。私は
思わず、わが意を得たりとばかりに膝を打った。と
いうのも、すでに３年近く前のこと、ＮＢＳも何十
年も経つと何もできない職員や責任感も管理能力も
ない人間が幅をきかせ出したので、そういう人たち
に組織の改変とともに去ってもらったことがあった。
辞めた途端、不思議なものでＮＢＳにいた人ならと、
すぐに再就職の声がかかっていたらしい。そして、
その再就職先もしばらく経つと辞めてしまったよう
だと、風の噂で聞くことになる。雇う側はＮＢＳの
ノウハウと情報だけが欲しいのであって、その人材
が欲しわけではないのだ。人間、誰しも面子がある
から、「取らずの大関」になりがちだが、偉く見せる
ために一つ吐いた嘘がふたつになり、倍々ゲームよ
ろしく膨らんで、結局、墓穴を掘ることになる。そ
もそも、ＮＢＳにとって貴重な人材を、私が簡単に
手放すわけがないではないか。
なぜこんなことを書いたかというと、私がこの欄
でたびたび批判している新国立劇場が、最近そんな
一人を雇い入れたと聞いたからだ。どういう経緯で
そうなったかは知らないが、官のものを民に払い下
げるならともかく、民のものを官が払い下げを受け

るとはおかしな話だ。もっとも、官に言わせれば民
間から登用したということになるのだろうが・・・。
思えば新国もかわいそうだ。新国は多額の税金を使
っている以上、民間団体に負けないものを創らなけ
ればならない使命がある。その結果が、民間の企画
を真似たり、民間が苦労して発掘し育てたスターを
横取りしたりと、“スイカ泥棒”を平気でやることに
なる。しかも、こうしたことを何もおかしいと思わ
ない体質だから、ＮＢＳのノウハウや情報を少しで
も欲しくて、今度はこんな破廉恥なことをするのだ
ろう。それとも、私が折にふれ新国批判をくり返す
から、その防衛策に役立つと思ってのことなのか。
ＪＲ西日本は民間の電鉄会社に追いつけ追い越せ
で、無理に無理を重ねてきた。ところが、長年の間
に染みついた旧国鉄時代の体質は、なかなか直らな
かったということだろう。新国立劇場も、国民の税
金を多額に使う以上、目に見える成果を上げなけれ
ばならないから、注意信号無視の無謀な運転を続け
ている。体質も周知のとおり役人的で無責任だ。な
れば脱線転覆しないことを祈るのみだが、よくよく
考えてみれば、新国には線路（ポリシー）など、は
じめから存在していないのだ。

国内最大の歌劇場であるリオ・デ・ジャ
ネイロの市立劇場のバレエ団に入団。パ

リ・オペラ座出身の芸術監督ジャン＝イヴ・ロ
ルモーが演出した『眠れる森の美女』を皮切り
に、早くから主演経験を積む。そこへ1999年、
ナタリア・マカロワが『ラ・バヤデール』演出
のために招かれたことが、マルケスにとって大
きな転機となった。かつてロシア流のドラマテ
ィックな表現で世界にその名を轟かせたマカロ
ワは、自分と同じように小柄ながら美しいプロ
ポーションに恵まれ、上体の表現に長けたマル
ケスに即座に目をとめ、ヒロインに抜擢したの
だ。
「ダンサーとしてのタイプが似ているので目
をかけてくれたのでしょうね。貴重なアドバイ
スをたくさんもらい、コンクールに挑戦するよ
う勧めてくれたのもこのときでした。」
2001年、マルケスはモスクワ国際コンクール
に出場。みごと銀賞を受賞する。
「準備はたいへんでしたが、世界中のいろい
ろなダンサー、舞踊スタイルを目の当たりにし
て刺激が多く、楽しい体験でした。一緒に出場
したティアゴ・ソアレスも男子の金賞、そして
ベストカップル賞もいただきました。ティアゴ
は私より一足先にロイヤルに入り、すでに大き
な役をいろいろ踊っています。」
翌年再びマカロワが訪れ、『白鳥の湖』を“伝
授”される。さらに2003年、彼女がロイヤルで

『眠れる森の美女』新版を演出する際にオーロラ役
に推薦され、ゲストとしてロンドンでのデビューを
果たした。
「出演後に芸術監督のモニカ・メイスンさんから
打診があり、ロイヤルのロシア公演にも参加しまし
た。昔から憧れていたカンパニーなので、正式入団
のお話があったときは本当にうれしかった。」
今シーズンは英国バレエの独自のスタイルを築い

た振付家、故フレデリック・アシュトンの生誕百周
年記念に捧げられており、マルケスもさっそく彼の
『リーズの結婚』や、東京でも主演予定の『シンデ
レラ』を踊った。
「アシュトン作品は、細かいステップと、大きな
上体の動きを同時に行なわなくてはならないのでと
ても難しい。でも『シンデレラ』は本当に美しい作
品で、踊っていてなんともいえず幸せな気持ちにな
れるんです。」
同様にバレエ団のレパートリーの支柱であるケネ
ス・マクミランの振付作品は、
「まだ一度もチャンスがないのですが、『ロミオ
とジュリエット』はぜひ踊ってみたい。ブラジル時
代にはワシーリエフ版に主演したことがあります
が、やはりマクミラン版の、特にバルコニーの場面
のすばらしさは格別です。ロイヤルの魅力は、なん
といってもそのレパートリー。新しい作品や、同じ
作品でも別の演出に次々と挑戦できるのは、ダンサ
ーにとって最高の幸せです。ほとんどの時間をスタ
ジオで過ごしているので、まだロンドンのことも何
も知らないほどですが、毎日がとても充実していま
す。たまに時間があっても映画か…バレエを見てし
まいますね（笑）。」

和食が好きで、初めての日本にも興味津々のマル
ケス。東京の夏は蒸し暑いですよとこぼすと、「リ
オと同じ！」とむしろ顔をほころばせる。すべてを楽
しみに変えてしまう前向きさは、やはりブラジル人
気質。あるいは、シンデレラそのものというべきか。
［取材・文／長野由紀　在ロンドン、バレエ研究］
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W H A T ' S  N E W

ワルトラウト・マイヤー・メゾ・ソプラノ・リサイタル
9月12日（月）7:00p.m.  サントリーホール
●プログラム
ヨハネス・ブラームス
野の寂しさ（「低音のための6つの歌」Op.86-2）／わ
れらはさまよった（「4つの歌」Op.96-2）／森の寂し
さの中で（「6つの歌」Op.85-6）／永遠の愛について
（「4つの歌」Op.43-1）ほか
フーゴー・ヴォルフ「メーリケ詩集」より
朝早く／心を考えよ／なぐさめはどこに／捨てられた
娘／世をのがれた／ワイラ女神の歌

■入場料［税込］
S=¥15,000 A=¥13,000
B=¥11,000   C=¥  9,000
D=¥  7,000      
エコノミー券=¥5,000   
学生券=¥4,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券
はNBSのみで8月5日（金）より受
付。

フランツ・シューベルト
さすらい人 Op.65-2  D649／冥府から来た群れ
Op.24-1  D.583／春のおもい Op.20-2  D.686／野
ばら Op.3-3  D.257／ます Op.32  D.550／竪琴に
寄せて Op.56-2  D.737／魔王　Op.1  D.328／夜と
夢　Op.43-2  D.827 ほか

■メゾ・ソプラノ：ワルトラウト・マイヤー
ピアノ：ヨーゼフ・ブラインル

この他大阪で公演
9/115（木）ザ・シンフォニーホール

［06-6453-6000］

スカラ室内管弦楽団
9月4日（日）3:00p.m. 紀尾井ホール
この他の公演
9/1（木）静岡グランシップ・中ホール・大地　　　

［054-251-3302］
9/6（火）富山県民会館　［076-432-5555］
＊東京以外の公演については、各地主催者にお問い合わ
せください。

■入場料［税込］
S=¥8,000 A=¥7,000
B=¥6,000
学生券=¥2,000
＊学生券は8月5日（金）よりNBSのみ
で受付。

■プログラム
ロッシーニ：歌劇『セビリヤの理髪師』序曲
ボッテジーニ：コントラバスと弦楽のための歌劇『清教
徒』（ベッリーニ作曲）による幻想曲
ボルン：フルート、ピッコロとアンサンブルのための
「カルメン幻想曲」（改訂：M.ベルツォーラ）ほか

東京バレエ団「眠れる森の美女」
8月16日（火）6:30p.m. 東京文化会館
8月17日（水）6:30p.m. 東京文化会館
8月18日（木）6:30p.m. 東京文化会館
8月19日（金）6:30p.m. 東京文化会館

■入場料［税込］
S=¥12,000 A=¥10,000 B=¥8,000
C=¥  6,000 D=¥  4,000 E=¥3,000
エコノミー券=¥2,000 学生券=¥2,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券はNBSのみ
で7月20日（水）より受付。

■主な出演
オーロラ：小出領子［16、18日］

上野水香［17、19日］
デジレ王子：マニュエル・ルグリ［16、18日］

マチュー・ガニオ［17、19日］
ほか東京バレエ団
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京フィルハーモニック交響楽団

ズービン・メータ指揮 バイエルン国立管弦楽団演奏会
●Aプロ《オール・リヒャルト・シュトラウス・プロ》
9月20日（火）7 : 00p.m.  サントリーホール
R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」
R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシ
ュピーゲルの愉快ないたずら」
R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」
●Bプロ
9月27日（火）7: 00p.m.  サントリーホール
マーラー：交響曲第3番ニ短調

■Aプロ入場料［税込み］
S=¥19,000 A=¥17,000 B=¥15,000
C=¥13,000 D=¥11,000   E=¥  8,000   
エコノミー券=¥6,000 学生券=¥5,000
■Bプロ入場料［税込み］
S=¥25,000 A=¥22,000 B=¥19,000   
C=¥16,000 D=¥13,000   E=¥10,000   
エコノミー券=¥8,000 学生券=¥7,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券はNBSのみ
で8月27日（土）より受付。

■ソリスト：ワルトラウト・マイヤー
■合唱：バイエルン国立歌劇場合唱団

TOKYO  FM少年合唱団

ベルリン国立バレエ団
●Aプロ「ラ・バヤデール」
6月19日（日）3:00p.m. 東京文化会館
6月20日（月）6:30p.m. 東京文化会館
6月21日（火）6:30p.m. 東京文化会館
6月28日（火）6:30p.m. 神奈川県民ホール
●Bプロ「ニーベルングの指環」
6月24日（金）5:00p.m. 東京文化会館
6月25日（土）2:00p.m. 東京文化会館
6月26日（日）2:00p.m. 東京文化会館

＊全国公演「ラ・バヤデール」
7 / 1（金）富山　オーバードホール［076-445-5610］
7 / 3（日）大津　びわ湖ホール ［077-523-7136」
＊東京以外の公演については、各地主催者にお問い合わ
せください。

■入場料［東京公演・税込］
S=¥20,000 A=¥18,000 B=¥16,000
C=¥13,000 D=¥10,000 E=¥7,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000
（横浜公演　D=¥9,000 E=¥6,000）

■予定される出演者
ウラジーミル・マラーホフ、ディアナ・ヴィシ
ニョーワ（特別出演）、ミカエル・ドナール（特別
出演）、ポリーナ・セミオノワ、ベアトリス・
クノップ、ヴィアラ・ナチェーワ、ナディア・
サイダコワ、ロナルド・ザゴヴィッチ、アルテ
ム・シュピレフスキー、アレクセイ・ドゥビニ
ン、コリーヌ・ヴェルデイユ、ライナー・クレン
シュテッター ほか
■ [Aプロ]  演奏：東京シティ・フィルハー
モニック管弦楽団
[Bプロ]  ピアノ：エリザベット・クーパー、

演奏は特別録音によるテープを使用。

2演目セット券
セット券は2演目のS, A, B券が対象で、
同一枚数でセットとみなします。

1セットにつき2,000円割引。NBSのみで受付。

「ニーベルングの指環」

英国ロイヤル・バレエ団日本公演
●「シンデレラ」
7月9日（土） 6:30p.m. 東京文化会館
（シンデレラ：アリーナ・コジョカル、王子：ヨハン・コボー）

7月10日（日） 1:00p.m. 東京文化会館
（シンデレラ：リャーン・ベンジャミン、王子：ヴァチェスラ
フ・サモドゥーロフ）

7月10日（日） 6:00p.m. 東京文化会館
（シンデレラ：ダーシー・バッセル、王子：ジョナサン・コープ）

7月11日（月） 6:30p.m. 東京文化会館
（シンデレラ：ロベルタ・マルケス、王子：イヴァン・プトロフ）

7月12日（火） 6:30p.m. 東京文化会館
（シンデレラ：吉田都、王子：フェデリコ・ボネッリ）

●「マノン」
7月14日（木）6:30p.m.  東京文化会館
（マノン：シルヴィ・ギエム、デ・グリュー：ジョナサン・コープ）

■入場料［税込］
S=¥21,000 A=¥19,000
B=¥17,000 C=¥14,000    
D=¥11,000 E=¥8,000   
エコノミー券=¥5,000   
学生券=¥4,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券
はNBSのみで6月3日（金）より受付。

7月15日（金）6:30p.m. 東京文化会館
（マノン：ダーシー・バッセル、デ・グリュー：ロベルト・ボッレ）

7月16日（土）1:00p.m. 東京文化会館
（マノン：アリーナ・コジョカル、デ・グリュー：ヨハン・コボー）

7月16日（土）6:30p.m. 東京文化会館
（マノン：シルヴィ・ギエム、デ・グリュー：マッシモ・ムッル）

7月17日（日）1:00p.m. 東京文化会館
(マノン：タマラ・ロホ、デ・グリュー：ジョナサン・コープ）

7月17日（日）6:00p.m. 東京文化会館
(マノン：シルヴィ・ギエム、デ・グリュー：マッシモ・ムッル）

■演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
※上記の配役は2005年5月20日現在の予定です。都合によ
り変更になる場合がありますのでご了承ください。

「シンデレラ」

バイエルン国立劇場日本公演
●『タンホイザー』
9月24日（土）3: 00p.m.  東京文化会館
9月28日（水）5 : 00p.m.  東京文化会館
10月 1日（土）3: 00p.m.  東京文化会館
■指揮：ズービン・メータ

●『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
9月25日（日）1 : 00p.m.  神奈川県民ホール
9月29日（木）4 : 00p.m.  NHKホール
10月 2日（日）1 : 00p.m.  NHKホール
■指揮：ズービン・メータ

●『アリオダンテ』
10月 7日（金）6 : 00p.m.  東京文化会館
10月 9日（日）3 : 00p.m.  東京文化会館
10月11日（火）3 : 00p.m.  東京文化会館
■指揮：アイヴォー・ボルトン

■『タンホイザー』入場料［税込］
S=¥59,000 A=¥54,000 B=¥48,000
C=¥42,000 D=¥35,000 E=¥24,000
F=¥14,000
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
■『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
入場料［税込］
S=¥60,000 A=¥55,000 B=¥49,000
C=¥43,000 D=¥36,000 E=¥25,000
F=¥15,000 （横浜公演D=¥35,000
E=¥24,000   F=¥14,000）
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
■『アリオダンテ』入場料［税込］
S=¥54,000 A=¥48,000 B=¥42,000
C=¥36,000 D=¥30,000 E=¥20,000
F=¥13,000
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券はNBSのみで
8月27日（土）より受付。

■予定される主な配役
『タンホイザー』
タンホイザー：ロバート・ギャンビル
ヴォルフラム：サイモン・キーンリサイド
ヴェーヌス：ワルトラウト・マイヤー ほか

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
ハンス・ザックス：ヤン=ヘンドリク・ロータリング
ベックメッサー：アイケ・ヴィルム・シュルテ
ヴァルター：ペーター・ザイフェルト
ダーヴィッド：ケヴィン・コナーズ
エヴァ：ペトラ=マリア・シュニッツァー ほか

『アリオダンテ』
アリオダンテ：アン・マレイ
ジネヴラ：ジョーン・ロジャーズ
ポリネッソ：クリストファー・ロブソン
ルルカーニオ：ポール・ナイロン ほか

■バイエルン国立管弦楽団
■バイエルン国立歌劇場合唱団
＊配役および上演の詳細等につきましては、公演チラシ
をご参照ください。

『アリオダンテ』

2演目セット券
セット券は2演目のS, A, B券が対
象で、同一枚数でセットと

みなします。
1セットにつき1,000円割引。NBS

のみで受付。

NBSのホームページにて、
マラーホフのインタビュー
を動画配信中。

NBSのホームページにて、
『アリオダンテ』の舞台映像
の動画を配信中。

斎藤友佳理芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念公
演《ユカリューシャ》にプログラムされた「カルメ
ン」に、首藤康之が特別出演することになりました。
首藤は、東京バレエ団を退団する際に、ダンサ
ーとしての自分の区切りをつけたいということか
ら、それまでに踊ったレパートリーを封印するこ
とを決意。いまもその気持ちに変わりはないとの
ことですが、今回は斎藤友佳理の芸術選奨文部科
学大臣賞受賞を記念する特別の機会であり、斎藤
がファンやこれまで応援してくれた方々に感謝を
捧げる舞台にしたいということから、御祝いとい
うことで、斎藤の希望を叶えることになったもの
です。
マニュエル・ルグリ、マチュー・ガニオ、そし
て首藤康之を特別ゲストに迎えた《ユカリューシ
ャ》は、お祝いムードにあふれた華やかな公演に
なりそうです。

小出領子

英国ロイヤル・バレエ団日本公演Interview
マカロワに見出されたロイヤルの“シンデレラ”
ロベルタ・マルケス インタビュー
マカロワに見出されたロイヤルの“シンデレラ”
ロベルタ・マルケス インタビュー
昨年秋に英国ロイヤル・バレエに移籍したロベル

タ・マルケスは、ブラジルの出身。すぐれた舞踊テ

クニックと表現力を備え、とりわけ『ジゼル』『白

鳥の湖』等の古典名作を得意とするプリンシパルだ。

いかにもラテン的な熱い個性よりも、むしろ古風な

優雅さを感じさせる。「英語はまだちょっと苦手。

ブラジルのメディア以外ではこれが初めてのインタ

ビューなんです」とはにかみながらも、人懐っこい

笑顔を全開にして語ってくれた。

バレエを始めたきっかけは？
「ブラジルでは、男の子はみんなサッカーを、女
の子はみんなバレエを習いたがるほど人気がありま
す。それで５歳の頃にレッスンを始め、８歳のとき
初めて劇場で『白鳥の湖』を見て夢中になりました。
将来は絶対にバレリーナになると決心したんです。
家族には特にバレエ関係者はおらず、一緒に習って
いた２歳下の妹もすぐ止めてしまって今では弁護士
をしているのですが。」
マルケスは順調に才能を開花させ、1994年、

Photo:Bill Cooper

『シンデレラ』
で日本デビュ
ーを飾るマル
ケス。


