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ボリショイ・バレエの魅力といえば、絢爛豪華な
中に繰り広げられる力強いダイナミックさ、そして
伝統に裏付けられた確固たるテクニックということ
が第一に挙げられるでしょう。4年ぶりとなる2006
年の日本公演では、こうしたボリショイ・バレエ団
のもつ魅力に、さらにエキゾチシズムという要素が
加わることが大きなポイントとなります。「ラ・バ
ヤデール」と「ファラオの娘」はいずれも異国情緒
あふれる作品。ことに「ファラオの娘」は現在、上
演しているのはボリショイ・バレエ団だけなので、
一層注目と期待が高まります。
インドを舞台としたマリウス・プティパ中期の悲
劇的バレエ「ラ・バヤデール」は、すでに日本でも
人気の高い作品となりましたが、もう一作の「ファ
ラオの娘」もまた、プティパが古代エジプトを舞台
に作り上げたスペクタクル・バレエです。
1862年にペテルブルクで誕生した「ファラオの
娘」は、プティパの初のグランド・バレエであり、
初演の際はセンセーショナルな成功をおさめました
が、残念なことに1928年以来上演が途絶えてしま
いました。この幻の名作を再び蘇らせたのは振付家
ピエール・ラコットです。当時の資料のほとんどが
失われてしまっていることから、ラコットは残され
ている音楽と台本、そしてわずかな振付舞踊譜をも
とに、身を削るような努力をもって取り組みました。
そして遂に2000年、ラコットとボリショイ・バレ
エ団の熱意によって、幻といわれた作品に再び命が
与えられたのです。

「ファラオの娘」の物語は、イギリス人のエジプ
ト研究者ウィルソン卿がアヘンを吸い、ファラオの
時代にタイムスリップ。そこでタオールというエジ
プト人になった彼が、ファラオの娘のアスピシアに
恋をして、彼女をライオンやヌビア王との政略結婚
といった危機から救い、最後にはもとの時代に戻る
というもの。冒険あり恋あり、闘争ありのこの作品
によって、プティパは壮大なスペクタクルの偉大な
創造者であることを証明したといわれます。ラコッ
トはこれに加え、さらにバレエとしての見どころを
ふんだんに盛り込み、よりスピーディな物語展開の
うちに、難度の高い踊りが次々と繰り広げられるこ

ととなったのです。ラコットによる「ファラオの娘」
は、バレエ団全員にとって挑戦であるとも、また、
プティパが創造したどんな振りよりも遥かに技術を
要するとも言われます。このような作品を上演でき
るのは、まさにボリショイ・バレエ団ならでは、と
いえるでしょう。
一方の「ラ・バヤデール」にも、ボリショイなら
ではの“威力”が発揮されます。一級のバレエ団に
しか一級の「ラ・バヤデール」はできません。この
作品においては、一糸乱れぬ群舞が求められますが、
息のあったコール・ド・バレエの素晴らしさがあっ
てこそ、プティパの絶妙な振付の意図を実現するこ

とができるのです。それに十分に応えるのがボリシ
ョイの舞台。次々に繰り出されるのソロ、古典的な
群舞と民族舞踊の群舞の踊り、壮大な行列、パント
マイムの場面…‥、生涯を通じてロマンティストで
あったプティパが追求した美の世界が、層の厚いボ
リショイ・バレエ団の底力によって見事に創り出さ
れる「ラ・バヤデール」、そして現代の舞踊技術を
巧みに取り入れながら蘇らせた名作「ファラオの
娘」、いずれも“王者”ボリショイ・バレエ団なら
ではの充実の舞台が繰り広げられます。どうぞお見
逃しなく！
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ボリショイ・バレエ団2006年日本公演
（東京・横浜公演）

●｢ラ・バヤデール｣
2006年5月3日（水・祝）東京文化会館

5月4日（木・祝、昼）東京文化会館
5月4日（木・祝）東京文化会館
5月5日（金・祝）東京文化会館
5月7日（日）神奈川県民ホール

●｢ファラオの娘｣
2006年5月 9日（火）東京文化会館

5月10日（水）東京文化会館
5月11日（木）東京文化会館
5月12日（金）東京文化会館

■開演時間、入場料、入場券の発売方法ほか詳細、な
らびに東京・横浜以外の公演については追って発表い
たします。

1987年にスタートした〈オペラ・フェスティバル〉特別鑑賞会は、日本のオペ

ラ・ファンにはすっかり定着したものといえるでしょう。今回は2003年から始ま

り、ミラノ・スカラ座、昨年のウィーン国立歌劇場、今年のバイエルン国立歌劇場

と続いてきたシリーズの後半、2006年のフィレンツェ歌劇場、2007年のベルリン

国立歌劇場に加え、2008年のウィーン・フォルクスオーパーと、ウィーン国立歌

劇場で構成される〈WIENER FEST 2008〉を加えた4団体による10公演をご鑑賞

いただく会員を募集いたします。

割安な料金（会費）で、よいお席が確保されるのはこれまでと同様。生涯心に残

る、お金には代えられない感動をあらかじめ予約できるうえ、数々 の特典が用意さ

れています。どうぞ、詳しい資料をご請求のうえ、お早めにお申込みください。

資料請求は

Tel  03-3791-8888  NBS
〈オペラ・フェスティバル〉特別鑑賞会係

オペラ発祥の地フィレンツェからやってくるのは、イタリア・オペラ界の二大作曲家ヴェルディとプッチ
ーニの最後のオペラ。有名な中国人の映画監督チャン・イーモウ演出による『トゥーランドット』は、現在
最高の舞台と認められるもの。前回日本公演の大成功によって巻き起こった熱烈なアンコールの声に応えて
の再演が実現します。また、もう一作の『ファルスタッフ』は、2006年5月にルカ・ロンコーニ演出により
新制作されるもので、初演からわずか4か月後に日本での上演が果たされるというものです。すでに20年以
上にわたり同歌劇場との信頼関係を築きあげてきたズービン・メータ指揮のもと、ルッジェーロ・ライモン
ディ、ジョルジョ・スリアン、バルバラ・フリットリ、マルチェロ・ジョルダーニ、ステファニア・ボンフ
ァデッリといった強力な歌手陣がめくるめくイタリア・オペラの醍醐味を堪能させてくれます。

音楽総監督ダニエル・バレンボイムのもと、常に新しい時代を突き進むベルリン国立歌劇場。取り揃えら
れた3つの演目からも、まさにこの歌劇場の現在の充実ぶりが伺われます。2002年からこの歌劇場総裁に就
いたペーター・ムスバッハ演出による『モーゼとアロン』、繊細なドラマを描く手腕に定評をもつトーマ
ス・ラングホフ演出による『ドン・ジョヴァンニ』、そして『トリスタンとイゾルデ』は、2006年4月に新進
気鋭の演出家シュテファン・バッハマンによって新制作されるものです。
初演以来話題沸騰の注目作『モーゼとアロン』のトーマス・モーザー、ジークフリート・フォーゲルをは
じめ、ルネ・パペ、ワルトラウト・マイヤー、ロマン・トレケル、アニヤ・ハルテロスといった強力な布陣
が敷かれました！

国立歌劇場とともに“音楽の都”ウィーンを担うウィーン・フォルククスオーパーが、9年ぶりの日本公
演を行います。ウィーン・フォルクスオーパーといえば、魅力あふれるオペレッタの上演で世界に名を馳せ
ていますが、今回は、人気の高いオペレッタ『こうもり』、19世紀後半パリのオッフェンバックとオペレッ
タ界の人気を二分したスッペの『ボッカチオ』と並び、日本公演では初めてオペラの上演も行われることと
なりました。フロトーの代表作『マルタ』です。この作品には、日本では浅草オペラの時代から親しまれた
「庭の千草」など、馴染み深いメロディが折り込まれています。ウィーンの人々が日常的に愛し続けている
オペレッタ、身近に楽しんでいるオペラが、ここにはあります。日本に居ながらにして、ウィーンっ子気分！

小澤征爾音楽監督の凱旋公演ということで
話題を呼んだ昨年の日本公演に続いては、小
澤を含む3人の指揮者が揃い踏み。それぞれ
の手腕を発揮する重厚なるプログラムは、さ
すがウィーン国立歌劇場といえるもの。
小澤征爾が振るのは2006年1月に初演され
る『イドメネオ』。ウィーンの「心」を響か
せるモーツァルトに期待と注目が集まりま
す。クリスティアン・ティーレマンといえば、
何よりもワーグナー。というわけで、伝統を誇
る名舞台『マイスタージンガー』です。『ロベル
ト・デヴェリュー』を振るのはフリードリヒ・
ハイダー。ベルカントの女王エディタ・グルベ
ローヴァなくしてはあり得ないプリマドンナ・
オペラの真の魅力を引き出すには、ハイダーの
指揮は欠かせません。
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2006年9月 フィレンツェ歌劇場
ズービン･メータ指揮
『トゥーランドット』
『ファルスタッフ』（新演出版2006年5月初演）

2007年9月～10月 ベルリン国立歌劇場
ダニエル･バレンボイム指揮
『ドン・ジョヴァンニ』
『トリスタンとイゾルデ』（新演出版2006年4月初演）
『モーゼとアロン』

≪WIENER FEST 2008≫

11月
前売開始予定

華麗に、ダイナミックに、そして今回はエキゾチックに！
ロシア・バレエの最高峰“ボリショイ”

4年ぶりの来日
ボリショイ・バレエ団2006年日本公演

華麗に、ダイナミックに、そして今回はエキゾチックに！
ロシア・バレエの最高峰“ボリショイ”

4年ぶりの来日
ボリショイ・バレエ団2006年日本公演

「ラ・バヤデール」

「ファラオの娘」

2008年5月～6月　
ウィーン・フォルクスオーパー
『こうもり』
『マルタ』
『ボッカチオ』

『トゥーランドット』

『こうもり』 『ボッカチオ』

小澤征爾

クリスティアン・
ティーレマン

『マルタ』

『モーゼとアロン』

『ドン・ジョヴァンニ』『ファルスタッフ』

2008年10月～11月 ウィーン国立歌劇場
小澤征爾指揮『イドメネオ』（新演出版2006年1月初演）
クリスティアン・ティーレマン指揮
『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
フリードリヒ・ハイダー指揮
『ロベルト・デヴェリュー』

ダニエル・
バレンボイム
ダニエル・
バレンボイム

ズービン・
メータ

速報速報

フリードリヒ・
ハイダー

フォードの家の舞台装置画

エディタ・グルベローヴァ
『ロベルト・デヴェリュー』
エディタ・グルベローヴァ
『ロベルト・デヴェリュー』



日本在住の外国人の方や海外のバレエ、オペラ・
ファンの方からのご要望にお応えして、9月10日よ
り、NBSのホームページに英語サイトを開設しまし
た。日本語サイトと同様に公演情報をはじめ、最新
ニュースなどをご覧いただけます。
また、NBSのホームページでは今後、アーティス
トのインタビューなどを動画配信でご覧いただける
よう準備中です。こちらもどうぞお楽しみに。
NBS英語サイトのアドレスは
http://www.nbs.or.jp/english/index.html

NBSのホームページ
英語サイト開設
NBSのホームページ
英語サイト開設

本紙前号では、東京バレエ団2006年2月公演として、
ウラジーミル・マラーホフが新演出する「眠れる森
の美女」公演の決定、そして、この公演では、マラ
ーホフからの信頼厚い吉岡美佳がオーロラ姫を踊る
ことをお知らせしました。久々のオーロラ姫、そし
てそれがマラーホフによる新演出ということで、吉
岡自身も楽しみに、そして意欲を高めていることも
お伝えしましたが、今回はまたさらに、ビッグ・ニ
ュースをお届けできることになりました。2006年1月、
ベルリン国立バレエ団での「眠れる森の美女」に、

吉岡美佳、ベルリン国立バレエ団
に客演決定。
マラーホフ新演出「眠れる森の美
女」に。

吉岡美佳、ベルリン国立バレエ団
に客演決定。
マラーホフ新演出「眠れる森の美
女」に。
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ボリショイ・バレエ団
「ファラオの娘」DVD発売
ボリショイ・バレエ団
「ファラオの娘」DVD発売
来年５月の日本公演に先がけ、ボリショイ・バレ
エ団公演「ファラオの娘」のDVD日本版がが10月
中旬に新書館より発売されます。2003年10月ボリ
ショイ劇場で収録されたもので、本編に加え、この
作品を蘇らせた立て役者である振付家のピエール・
ラコット氏のインタビューとドキュメンタリーが特
典映像として収められています。
キャストは、主役のファラオの娘アスピシアにス
ヴェトラーナ・ザハロワ、相手役のタオールはセル
ゲイ・フィーリンが踊っています。アスピシアの侍
女マリーア・アレクサントロワも好演。指揮はアレ
クサンドル・ソトニコフ。
総勢200名以上のダンサーが出演するこの絢爛豪
華なスペクタクル・バレエは、映像で観るとより一
層、劇場での臨場感や迫力への期待を膨らませるこ
とでしょう。

■「ファラオの娘」（全幕）ザハロワ＆フィーリン
2003年10月ボリショイ劇場で収録。
■映像収録約130分
■価格：6825円（税込）
■発売：10月中旬予定

■発売：新書館
■お問合せは
Tel : 03-3811-7900
クラブメールま
で。

吉岡美佳がゲスト出演することが決定したのです。
マラーホフと吉岡美佳が、これまでに東京バレエ団
の「眠れる森の美女」、「白鳥の湖」、「ジゼル」で共演
を重ね、常にすばらしい舞台を生み出してきたことは
日本のファンの皆さまもご承知のとおりですが、今回
のゲスト出演は、こうした成功、そして吉岡の持つバ
レリーナとしての魅力に対して、マラーホフが大きな
信頼を寄せていることを表すものと言えるでしょう。
吉岡は12月中旬頃よりベルリンに渡り、集中的にリ
ハーサルを行なって1月5日の本番に臨む予定です。東
京バレエ団との海外公演の経験はたくさんあるもの
の、海外のバレエ団へのゲスト出演は初体験という吉
岡は、「不安がないわけではない」とは言うものの、
大きな期待に胸膨らませ、「良いものができるように
頑張ります」と笑顔を輝かせています。
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民意を問う
佐々木忠次

衆院選の結果が出た。テレビは「自民圧勝、小泉
大勝利」と連呼し、翌朝の新聞各紙では「自民、戦
後2回目の大躍進」と予想を超える自民党の大勝に最
大級の活字の見出しが躍った。事前に自民優勢の情
報が流れると、反対派は一様に「郵政民営化には賛
成だが、その法案が気に入らない」と応酬。大木の
幹は好きだが、そこから出てくる枝葉や花が気に入
らない、と言っているようなものだ。気に入らない
のなら、どこが悪いのか具体的な説明もない。これ
では郵政民営化反対派は惨敗するのも当然だろう。
小泉総理は選挙演説でもテレビに出演しても、郵
政民営化一本に絞り、それがひいては、行政改革、
天下り役人の一掃、公務員制度改革につながると力
説した。これに対し、民主党は国民年金とか少子化
問題とか、郵政民営化の前にやるべきことはたくさ
んあると主張。たしかに郵政民営化以上の重要案件

かもしれないが、ものにはタイミングというものが
あるらしく、今回の場合、なんだか焦点がぼやけて
いるように感じたのは私ばかりではないようだ。こ
れでは国民への訴求力は乏しい。小泉さんはこれま
での派閥政治や「長いものには巻かれろ」式のやり
方に背を向け、「自民党をぶっ壊しても」とか「殺さ
れても」といった強い姿勢が、わかりやすくて国民
にうけたのだろう。やはり、人間信念が一番という
ことだ。世の中、誰の忠告も聞かず、本人が信念を
もって自分の考えを通そうとすると、「あいつは変人」
だとレッテルを貼られる。私はこれまでこの欄でた
びたび新国立劇場を税金の無駄遣いだと糾弾し続け
てきたが、私を変人扱いする人もいる。今回の小泉
大勝利は、政治の世界では変人と言われていた人が、
世間一般では実は常識人と見られていることを示し
たとも言える。小泉首相が、郵政民営化に対して賛
成か反対かを国民に問いたいと衆院を解散し選挙に
踏み切ったように、もし私に小泉さんのような権力
があるならば、税金の無駄使いをやっているとしか
私には思えない今の新国立劇場が、はたして必要な
のかどうか全オペラ・ファンやバレエ・ファンに投
票してもらいたいと思う。新国は開場してこの10月
10日でちょうど８年、これまでの成果について、そ
ろそろ納税者に審判を仰いでもいいのではないか。

最近の事件で、本来、国に責任があると思えるこ
とまで、いつの間にか民間と民間の争いにすり替え
られているようで気になって仕方ない。この欄で何
度も取り上げているが、たとえば六本木ヒルズの回
転扉事故もそうだし、関西で起きたJＲ西日本の脱線
事故にしてもそうだ。一時は「過密ダイヤが招いた
大惨事」というのがマスコミの論調の主流であり、
私などは当然、過密ダイヤを許可した国土交通省の
責任が追及され、担当者が捕まるものと思っていた。
時が経過するにつれ、ＪＲ西日本の会社の体質が諸
悪の根源のような報道のされ方になり、ＪＲ西日本
の社長がマスコミのさらし者になった。そして、被
害者の遺族とＪＲ西日本の交渉問題に収斂されてい
く。国鉄から民営化されたＪＲ西日本の体質が問題
視されるならば、過密ダイヤを許可した監督官庁の
体質と責任はどうなるか。「薬害エイズ」問題では国
が責任を認めたが、このケースの場合も国の責任が
問われてしかるべきではないかと私には思える。官
僚は顔が見えず、責任の所在を曖昧にする術に長け
ているから、いつの間にか民間と民間の争いにすり
替えられてしまうという思いばかりが残るのだ。
この原稿はバイエルン国立歌劇場日本公演の初日
を控え慌しい中で書いているが、今回バイエルン国
立歌劇場が上演する演目の一つ『ニュルンベルクの

マイスタージンガー』の公演日が、新国が上演する
同じ演目の公演日とまったく重なっている。私など
話題性に乏しい新国が、同じ時期に、同じ演目を上
演すれば宣伝効果も上がるし、『マイスタージンガー』
という作品に興味をもった人が、新国の方が当然入
場料は安いから、少しはお客が流れてくるに違いな
いと期待してのことだろうくらいに思っていたら、
風の噂によれば、新国では「ＮＢＳがぶつけてきた」
と言っているという。冗談ではない。ＮＢＳの会員
の方なら先刻ご承知の通り、2003年の1月には〈オペ
ラ・フェスティバル〉シリーズとして、2005年9月に
バイエルン国立歌劇場が『マイスタージンガー』を
上演することを発表している。むろん、交渉を始め
たのはさらに前だ。これも、不都合なことがあれば、
みんな民間のせいにする役所の体質の表れか。
今回の選挙結果は、民間で出来ることを民間に任
せることによって、経済効率をよくしなければなら
ないと、国民が感じていることを裏付けたにほかな
らない。小さな政府や公務員制度の改革などへの国
民の共感も、今回の選挙で明らかになった。そうで
あれば、やはり税金を使って民間の芸術団体と同じ
ことをやっている現在のような新国が必要なのかど
うか、民意を問う必要があるのではないだろうか。

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

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

■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

■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、海上の月：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

《ギエム「最後のボレロ」》
●Aプロ
「ギリシャの踊り」「小さな死」
「ドン・ジョヴァンニ」「ボレロ」
11月18日（金）6:30p.m.  東京文化会館
11月19日（土）3:00p.m.  東京文化会館
●Bプロ
「テーマとヴァリエーション」「Push Too」
「春の祭典」「ボレロ」
11月20日（日）3:00p.m.  東京文化会館
11月21日（月）6:30p.m.  東京文化会館
●Cプロ［追加公演］
「スプリング・アンド・フォール」
「小さな死」［12/5］
「Push Too」［12/6］
「シンフォニー・イン・D」「ボレロ」
12月5日（月）6:30p.m.  東京文化会館
12月6日（火）6:30p.m.  東京文化会館

■入場料［東京公演・税込］
S=¥14,000 A=¥12,000 B=¥10,000
C=¥ 8,000 D=¥  6,000 E=¥  4,000
エコノミー券=3,000  学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで

10月14日（金）より受付。

＊追加公演のエコノミー券、学生券の発売はござい
ません。

■出演
シルヴィ・ギエム
マッシモ・ムッル（東京・大阪公演のみ出演）
東京バレエ団

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
（タチヤーナ：マリア・アイシュヴァルト、
オネーギン：マニュエル・ルグリ［特別出演］、
オリガ：エレーナ・テンチコワ、
レンスキー：ミハイル・カニスキン）

●「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
（ジュリエット：アリシア・アマトリアン、
ロミオ：フリーデマン・フォーゲル）

11月12日（土）6:30p.m. 東京文化会館
（ジュリエット：スー・ジン・カン、
ロミオ：フィリップ・バランキエヴィッチ）

■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+で、学生券はNBSのみ
で10月6日（木）より受付。

11月13日（日）3:00p.m. 東京文化会館
（ジュリエット：エレーナ・テンチコワ、
ロミオ：ジェイソン・レイリー）

＊13日のジュリエットは当初ブリジット・ブライナーと発
表しておりましたが、シュツットガルト・バレエ団の
都合により変更となりました。

＊配役は9月30日現在の予定です。正式発表は公演当日
になります。

■指揮：ジェイムズ・タグル、
グレン・プリンス（11/13）

演奏：東京ニューシティ管弦楽団

［大阪公演］
11/15（火）「ロミオとジュリエット」
フェスティバルホール［06-6375-7431］
（ジュリエット：アリシア・アマトリアン、
ロミオ：フリーデマン・フォーゲル）

「オネーギン」

［その他の公演］
11/23（祝）北海道厚生年金会館 ［011-241-3871］
11/26（土）川口総合文化センター ［048-254-9900］
11/27（日）新潟県民会館 ［025-229-2229］
11/29（火）アクトシティ浜松 ［054-251-3302］
11/30（水）愛知県芸術劇場 ［052-957-3333］
12/  1（木）フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］
12/  2（金）フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］

12/  9（金）福岡サンパレス ［092-852-6606］
12/10（土）熊本市民会館 ［096-355-7315］
12/12（月）オーバードホール（富山）［076-432-5555］
12/15（木）宮城県民会館 ［022-211-1189］
12/16（金）市川市文化会館 ［047-379-5111］
12/19（月）広島厚生年金会館 ［082-253-1010］
12/20（火）島根県民会館 ［0852-22-5556］

「ボレロ」

《マラーホフの贈り物》
●Aプロ
2006年
2月24日（金）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2月25日（土）3:00p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2月26日（日）3:00p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
●Bプロ
2006年
2月28日（火）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
3月 8日（水）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
3月 9日（木）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
［大阪公演］
2006年3月6日 フェスティバルホール［06-6375-7431］

●予定される出演者
ウラジーミル・マラーホフ（ベルリン国立バレエ団）

ジュリー・ケント（アメリカン・バレエ・シアター）

マルセロ・ゴメス（アメリカン・バレエ・シアター）

ルシア・ラカッラ（ミュンヘン・バレエ団）

シリル・ピエール（ミュンヘン・バレエ団）

スヴェトラーナ・ルンキナ（ボリショイ・バレエ団）

セルゲイ・フィーリン（ボリショイ・バレエ団）

ポリーナ・セミオノワ（ベルリン国立バレエ団）

アルテム・シュピレフスキー（ベルリン国立バレエ団）

東京バレエ団
＊出演者は7月20日現在の予定です。出演者の都合
により変更になる可能性があります。

＊演目についてはチラシをご参照ください。

■入場料[東京公演・税込]
S=¥16,000 A=¥14,000 B=¥12,000
C=¥8,000 D=¥ 6,000
エコノミー券=¥5,000 学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
2006年1月27日（金）より受付。

東京バレエ団2006年公演《マラーホフの贈り物》全幕特別プロ マラーホフ新演出「眠れる森の美女」
2006年
2月18日（土）3:00 p.m. 東京文化会館
2月19日（日）3:00 p.m. 東京文化会館
2月21日（火）6:30 p.m. 東京文化会館

■主な出演
オーロラ：吉岡美佳
デジレ王子：ウラジーミル・マラーホフ
東京バレエ団
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

■入場料［税込］
S=¥14,000 A=¥12,000 B=¥10,000
C=¥ 8,000 D=¥ 6,000 E=¥ 4,000
エコノミー券=¥3,000 学生券=¥2,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
2006年1月20日（金）より受付。

ウィーン室内合奏団
●Aプロ
11月29日（火）7:00p.m.  紀尾井ホール
●Bプロ
12月 3日（土）5:00p.m.  紀尾井ホール
●Cプロ
12月４日（日）3:00p.m.  紀尾井ホール

■入場料［東京公演・税込］
S=¥8,000 A=¥7,000 B=¥6,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
10月28日（金）より受付。

＊曲目についてはチラシをご参照ください。

［その他の公演］
11/30（水）東京文化会館 ［03-3572-4311］
12/1（木）鹿児島県文化センター［099-223-4221］
12/6（火）加茂文化会館（新潟）［0256-53-0842］
12/7（水）寺泊町文化センター（新潟）［0258-75-5155］
12/8（木）青海総合文化会館（新潟）

［025-562-2223］
12/11（日）兵庫県立芸術文化センター

［0798-68-0255］
＊11月30日および東京以外の公演については、各
地主催者までお問い合わせください。

Information & Topics

快調に進む
「M」リハーサル

10月の公演に向け、「M」のリハーサルが熱
気を帯びています。今回初役に挑む古川和則、
大嶋正樹は、それぞれ初演を務めた首藤康之、
小林十市からも指導を受けながら、自分の役づ
くりを深めています。「M」は、今年が生誕80年に
あたる作家・三島由紀夫の生涯と作品をモティ
ーフにしていますが、物語をもった全幕バレエ

とも、コンテンポ
ラリーな作品とも
違った、独特な個
性をもつ作品だけ
に、ダンサーにと
っては追求すべき
点も多くなりま
す。新たなかたち
を求める飯田芸術
監督のまなざしも
自然と厳しく真剣
さを増していま
す。

チケット購入にクレジットカ
ードをご利用いただけるよう
になりました。
NBSの公演チケットご購入についてご不便を
おかけしておりましたが、DC、VISA、Master
のクレジットカードをご利用いただけるように
なりました。詳しくはチケット購入時にNBSチ
ケットセンターにお問合せください。

上：シ（死）役の古川和則
右：セバスチャン役の
大嶋正樹
下：首藤康之から指導
を受ける大島正樹

真剣な眼差しでリハーサルを
見つめる飯田宗孝芸術監督
（手前）、と小林十市。

東京バレエ団公演「眠れる森の美女」での吉岡美佳とウラジーミル・マラーホフ。
Photo:Kiyonori Hasegawa

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2（波多野ビル）
●音楽ツアーデスク
（担当：宮本・水谷・田中・水原）

詳しいパンフレットをご希望の方は
右記までご連絡ください。

03-5213-6240
03-5213-6231
※受付：（月）～（金）9：30～18：00

FAX

モーツァルト・イヤーの幕開けが近づいてまい
りました。250年前にこの世に生を受け、長い

年月を経た今なお愛され続ける彼の偉業を称え、当代一流の演奏家・世界の
皆様とともに祝いましょう。郵船トラベルでは、記念すべきモーツァルト・イヤ
ーに、１年を通して皆様をモーツァルトの世界へご案内いたします。

特別記念企画のご案内

～音楽評論家 加藤 浩子氏、田辺 秀樹氏を迎えて～

●2005年10月29日（土）14：00～(都内にて)
参加費：お１人様 3,000円
※詳細は下記までお問い合わせください。

音楽評論家の加藤浩子氏・田辺秀樹氏を迎えてモー
ツァルトの生涯や作品に関しての講演、そして声楽
家によるミニコンサートを開催いたします。また、
「モーツァルト・イヤー 旅の発表会」もございます。
ぜひ、ご参加ください。

音楽評論家加藤 浩子と行く
ザルツブルク・ドレスデン・プラハ・ウィーン 10日間
1／25（水）～2／3（金）●旅行代金近日決定！
ドレスデン州立歌劇場：《フィガロの結婚》、《コシ・

ファン・トゥッテ》　
アン・デア・ウィーン劇場：小澤指揮 フリットリ、

シコフ出演《イドメネオ》

1/26（木） 祝祭大劇場
リッカルド・ムーティ指揮　ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

Ｔ.ハンプソン（Br）、R.フレミング（Sp）、
内田 光子（Pf）、G.クレーメル（Vn）、Y.バシュメット（Va）

～オール・モーツァルトプログラム～

アン・デア・ウィーン劇場で小澤指揮《イドメネオ》鑑賞！
ザルツブルク・ウィーン 9日間

シリーズ第1弾『誕生』

3／25（土）～4／3（月）●旅行代金 近日決定！
「パリ・オペラ座」・「ブリュッセル・モネ劇場」で
オペラ、「ロイヤル・コンセルトヘボウ」でコンサー
トを鑑賞！

① 5／8（月）出発 ② 5／12（金）出発
●旅行代金 近日決定！

「プラハの春 音楽祭」オープニングコンサート鑑賞！
プラハ・ウィーンとドナウの小都市めぐり9日間

上記コースの他、ザルツブルク5日間・8日間／ザル
ツブルク・ウィーン7日間コースもございます。

1／25（水）～2／2（木）438,000円

シリーズ第2弾『旅路』

モーツァルト研究家田辺 秀樹と行く
オランダ・ベルギー・パリ 10日間

～ 下記の全コースに、生誕記念 祝賀コンサートの鑑賞が含まれております。～

～ 生誕記念 祝賀コンサート ～～ 生誕記念 祝賀コンサート ～

モーツァルト生誕250周年モーツァルト生誕250周年

《ギエム「最後のボレロ」》
再追加公演決定！

東京4公演、そして追加2公演も即日完売とな
ったため、さらに2公演の再追加公演を行うこ
とになりました。日程は下記の通り。これが
“最後”の最後の「ボレロ」です。
11月17日（木）6:30p.m. 東京文化会館
11月19日（土）7:00p.m. 東京文化会館
●予定されるプログラム
「ボレロ」（シルヴィ・ギエム、東京バレエ団） ほか
■入場料［税込］
S=¥14,000   A=¥12,000   B=¥10,000
C=¥8,000     D=¥6,000   E=¥4,000

10月15日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始


