
 

異国情緒あふれる2本の作品によって行われる
ボリショイ・バレエ団日本公演のキャスト決定を
お知らせします。
まず、女性ダンサーで注目されるのはスヴェト
ラーナ・ザハーロワ。これまでにも来日はしてい
ますが、今回はマリンスキー・バレエからボリシ
ョイに移籍後初めて、いよいよボリショイ・バレ
エ団のトップ・スターとしてのお目見えとなりま
す。彼女のもつ抜群の容姿と高いテクニックが、
ボリショイ・バレエ団という絶好の環境を得て、
本領発揮の輝きを放ちます。
ザハーロワと同じく「ラ・バヤデール」「ファ
ラオの娘」の両演目に登場するナデジダ・グラチ
ョーワは内面からにじみ出る深い情感において比
類ない素晴らしさで定評を得るだけに期待が高ま
ります。

ヴェテラン、ガリーナ・ステパネンコ
は、完璧にして安定したテクニックの持
ち主として周知の通り。ニキヤがもつ複雑に絡み
合ったさまざまな感情を明確に表すことができ
る、ボリショイのスターここにあり！
前回日本公演ではフレッシュさとおっとりとし
たお姫さまの雰囲気で観客を魅了したスヴェトラ
ーナ・ルンキナ。今回もまた、みずみずしいファ
ラオの娘アスピシアで、この作品の楽しさを倍増
させてくれるに違いありません。
マリーヤ・アレクサンドローワは、芸術性の高
さと類い稀なるテクニックの持ち主と言われるボ
リショイ・バレエの逸材の一人です。“まさにラ
ジャの宝石のよう”と評された「ラ・バヤデール」
でのガムザッティ、そして「ファラオの娘」では
絶妙な抑揚を備えたアスピシアと、活躍を見せて

くれます。
これらの

咲き誇る女性プリマたちの輝きを、男性ダンサー
がパートナーとしてより一層美しく見せるという
のはロシア・バレエの伝統の一つです。
ザハーロワとのコンビで「ラ・バヤデール」の
ソロル、アレクサンドローワと「ファラオの娘」
でパートナーを組むニコライ・ツィスカリーゼは、
高いジャンプと柔軟さに加え、美しい身体のライ
ンをもった個性派。ボリショイ作品のほとんどに
参加しているという幅広いレパートリーの持ち主
で、そのいずれにおいても絶賛を博しています。
いわゆるカリスマ性を備えているといったところ
でしょう。今回の来日公演においても、両演目で
の、それぞれに発揮される魅力に大きな期待が寄
せられています。

ボリショイを代表するダンスール・ノーブルと
いえばセルゲイ・フィーリンとアンドレイ・ウヴ
ァーロフ。ステパネンコと組んでの「ラ・バヤデ
ール」とザハーロワとの「ファラオの娘」で、そ
のしなやかさを楽しませてくれるフィーリン、グ
ラチョーワとの「ラ・バヤデール」で持ち前の優
雅さを発揮してくれるであろうウヴァーロフ、い
ずれも捨てがたい魅力であることに間違いありま
せん。
「ファラオの娘」でルンキナとパートナーを組
むドミトリー・グダノフは、高いテクニックをも
つ切れの良い踊りが魅力、また、グラチョーワと
コンビを組む期待大の若きダンスール・ノーブ
ル、ルスラン・スクヴォルツォフも生き生きとし
た青年タオールによって、作品の魅力を引き出し
てくれることとなるはずです。
＊主な配役は中面公演情報欄でご確認ください。
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11月26日（土）
2演目セット券受付
12月３日（土）10:00より
一斉前売開始

「ファラオの娘」
LA FILLE DU PHARAON

「ラ・バヤデール」
LA BAYADÉRE

セルゲイ・フィーリン

スヴェトラーナ・ザハーロワ

ナデジダ・グラチョーワ

ナデジダ・グラチョーワ

アンドレイ・ウヴァーロフ

ガリーナ・ステパネンコ

スヴェトラーナ・ルンキナ

マリーヤ・
アレクサンドローワ&
ニコライ・ツィスカリーゼ

ドミトリー・グダノフ

THE TOKYO BALLET

20世紀最高の振付家と謳われるモーリス・ベジャ
ールは、2007年1月1日に80歳を迎えます。このベ
ジャール生誕80年を祝って、NBSと東京バレエ団で
は2006年４月から2007年1月にかけて、〈モーリ
ス・ベジャール生誕80年記念特別公演〉シリーズを
開催します。
ベジャールは“20世紀はバレエの時代”を標榜し、
自ら率いるバレエ団を「20世紀バレエ団」と名乗り
ましたが、シリーズ第1弾では、20世紀初頭にセン
セーションを巻き起こしたセルゲイ・ディアギレフ
が率いたロシア・バレエ団の代表作と、ベジャール
の代表作を並べる《ベジャール=ディアギレフ》と
題し、20世紀のバレエの移り変わりに焦点を当てま
す。
セルゲイ・ディアギレフがロシア・バレエ団を創
設したのは1909年。パリの観客にそのエキゾティ
シズムによってロシアや東洋への憧れを抱かせ、原
始的なエネルギーにあふれた充足感を与えました。
そして、ディアギレフ率いるロシア・バレエ団によ
る20世紀のバレエにおけるセンセーショナルな成功
から50年後の1959年、ベジャール振付の「春の祭
典」が初演され、その野生的で官能的な肉体美と躍

動美の祭典は、観客に大きな衝
撃をもたらしました。その成功
が20世紀バレエ団誕生のきっか
けになったのです。
1909年のディアギレフ、1959
年のベジャールのセンセーショ
ナルな登場が、20世紀のバレエ

の特筆大書すべき出来事になったことは間違いあり
ません。今回の《ベジャール=ディアギレフ》では、
こうした二つの指標を並べることで、“ディアギレ
フからベジャールまで”の20世紀バレエの変化を感
じとっていただけることでしょう。
さらに、本公演での注目は、首藤康之の登場です。
東京バレエ団退団後、古巣に戻って初めて新作に特
別出演します。ディアギレフにとってのニジンスキ
ーのように、ベジャールにとってのジョルジュ・ド
ンは特別な存在でした。これまでたびたびジョルジ
ュ・ドンを彷佛させると評されてきた首藤康之が、
今回はニジンスキーの代表的なレパートリーである
「牧神の午後」と「ペトルーシュカ」に挑みます。
2000年には、パルコ劇場でウィリアム・ルース作、
ジョン・テリンジャー演出の演劇作品「ニジンスキ
ー」で、若きニジンスキー役を演じて絶賛された首
藤ですが、今度はディアギレフ・プロダクションの
中で、ニジンスキーが憑依したような霊的な舞台を
見せてくれることでしょう。
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東京バレエ団〈ベジャール=ディアギレフ〉
●Aプロ＝ディアギレフ・プロ
フォーキン振付「ペトルーシュカ」
フォーキン振付「薔薇の精」
ニジンスキー振付「牧神の午後」
2006年4月 9日（日）3:00p.m. 

ゆうぽうと簡易保険ホール
2006年4月10日（月）6:30p.m. 

ゆうぽうと簡易保険ホール
2006年4月17日（月）6:30p.m. 

大阪・フェスティバルホール
●Bプロ＝ベジャール・プロ
ベジャール振付「ペトルーシュカ」
ベジャール振付「ギリシャの踊り」
ベジャール振付「ボレロ」
2006年4月13日（木）6:30p.m. 東京文化会館
2006年4月14日（月）6:30p.m. 東京文化会館
2006年4月18日（火）6:30p.m. 

大阪・フェスティバルホール
2006年4月19日（水）6:30p.m. 愛知県芸術劇場

■Aプロ=ディアギレフ・プロ
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（東京公演）

関西フィルハーモニック管弦楽団（大阪公演）
■入場料［東京公演・税込］
S=¥13,000   A=¥11,000   B=¥9,000   
C=¥ 7,000    D=¥ 5,000
学生券=¥2,000
■Bプロ=ベジャール・プロ
音楽は特別録音によるテープを使用。
■入場料［東京公演・税込］
S=¥12,000   A=¥10,000   B=¥ 8,000   
C=¥ 6,000    D=¥4,000
学生券=¥2,000
＊主な配役は追って発表します。
＊学生券はNBSのみで2006年2月17日（金）より受付。

東京バレエ団ならではのスペシャル企画
〈ベジャール=ディアギレフ〉
首藤康之ゲスト出演！

東京バレエ団ならではのスペシャル企画
〈ベジャール=ディアギレフ〉
首藤康之ゲスト出演！

12月10日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始

「ギリシャの踊り」

「ペトルーシュカ」

「ボレロ」

「ペトルーシュカ」舞台装置画（1911年A.ベノワによる）

S. ディアギレフM. ベジャール

「牧神の午後」

首藤康之 上野水香 木村和夫 後藤晴雄

上野水香

スヴェトラーナ・ザハーロワ&
ニコライ・ツィスカリーゼ

ボリショイ・バレエ団2006年日本公演
栄光のロシア・バレエの真価を発揮する豪華キャスト決定！
ボリショイ・バレエ団2006年日本公演

栄光のロシア・バレエの真価を発揮する豪華キャスト決定！

首藤康之
Photo：川口賢典



2006年3月、東京バレエ団公演「ジゼル」
は、主演ジゼルに斎藤友佳理、アルブレヒ
トにボリショイ・バレエ団のプリンシパ
ル、セルゲイ・フィーリンを迎えて行われ
ることとなりました。
すでに知られる通り、斎藤友佳理は平成
16年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しま
した。8月にはマニュエル・ルグリ、マチ
ュー・ガニオを迎え、《ユカリューシャ》
と題した記念公演が開催されました。この
ときのプログラムにも、斎藤友佳理の代表
作が並べられましたが、同賞受賞理由の第
一に挙げられていたのは「バレエの伝統を
正しく継承しつつ日本人の持つ繊細な感性
に基づくジゼル像を創造した」ことでした。
今回の「ジゼル」は、高く評価されたジゼ
ルの、受賞後初のお披露目の機会となりま
す。
パートナーとして迎えられるのは、ボリ
ショイを代表するダンスール・ノーブル、
セルゲイ・フィーリン。1999年にはボリシ
ョイ・バレエ団日本公演でも端正なアルブ
レヒトを演じ、観客のハートを掴みました。
キャリアをスタートさせたころには、ブル
ノンヴィル作品における傑出した踊り手と
して注目を集め、次第にレパートリーを広
げた実力派であることは、すでに周知のところ。
「ジゼル」という作品は、受賞理由となったほ
かにも、1985年にモスクワのチャイコフスキーホ
ールにおいてパ・ド・ドゥを踊って絶賛を博した
ことなど、バレリーナ斎藤友佳理のキャリアにと

って重要な意味をもつ作品の一つといえます。幼
い頃からモスクワを訪れ、ボリショイ劇場でも指
導を受けた斎藤友佳理と、ボリショイ仕込みのた
しかなテクニックを備えたフィーリンとの共演
は、作品への思いや共通する感性などが自然に表

れる舞台になることでしょう。より一層の深みを
感じさせる斎藤友佳理のジゼル、悔恨の情を切な
く演じるフィーリン、迫真の演技が火花を散らす
この二人の共演をどうぞお楽しみに。

起 
承 
転 
々 

vol.162

おいしい水、きれいな空気
佐々木忠次

私がこの「起承転々」のコラムを引き受けるよう
になったのは、1989年の1月号（ＮＢＳニュース第57
号）からだった。あれからすでに16年もの歳月が過ぎ、
回を重ねるうちに、まもなく170回に達しようとして
いる。このコラムを担当するにあたり、私はその第1
回に次のような断りを入れた。「唯我独尊、自画自賛
と言われるのを覚悟で書き続けたい」と。書き始め
て数年経ったころ、私を支援してくださる観客のみ
なさまが、私の毒舌を面白がって「起承転々クラブ」
なるものまで誕生させ、私を叱咤激励してくれた。
そして「いつまでも続けろ」の声に押されて、何と
か今日までやってこられた。今となっては支援して
くださった多くのみなさまに、何と御礼を言ったら
よいかわからないほど感謝している。
政治の世界でも与党があれば野党もあるように、
百人百様の人間世界では、考え方を一つにまとめる
ことは容易ではない。いくら小泉人気が高いといっ

ても、人によって好き嫌いがあるのと同じだ。私を
支援してくださるファンクラブのようなものができ
たからといって、私は有頂天になるような自惚れ屋
でもない。逆に「言うは易し、行うは難し」の言葉
通り、鐘や太鼓で宣伝したところで中身が伴わなけ
れば、ここまで続けてこられなかっただろうと自戒
もしている。この年齢になってあらためて思うのは、
人間、正直が一番だということだ。
最近のニュースで私が不快に感じているのはＴＢＳ
と楽天の問題である。正直とは程遠い虚々実々のか
け引きが繰り広げられているようだ。すでに今春ニ
ッポン放送とフジテレビ株の買い占めで、ライブド
アの堀江氏が警鐘を鳴らすような騒動を起こしたば
かりなのに、ＴＢＳは対岸の火事と思っていたのか、
いざ自分のところに火の粉が降りかかってきたとた
ん、この体たらくである。株を買い占められるのが
いやなら上場しなければいい、と思うのは一般の国
民感情だ。放送は国からの許認可事業だから、それ
にあぐらをかいて脇が甘くなっているところがある
のだろう。それをＴＢＳが買収されたら天下の一大
事と、他のマスコミが騒ぎたてるのは、不可解を通
り越して滑稽ですらある。マスコミには公共性が求
められるから、こうしてＴＢＳの問題がどんどん話
題になるのは理解できても、それだけではなく、マ

スコミ同士の足の引っ張り合いの側面がないとも言
えないだろう。
楽天の三木谷氏は、ライブドアの堀江氏の行動を
観測気球に、狡猾に金儲けを考えているようで、正
直言って私はそのやり方を好きになれない。“スイカ
泥棒”と大差ないからだ。先駆者には先駆者の苦労
があるのである。
昨今のオペラ引越し公演ラッシュをみていると、
とても正常な状態だとは思えない。30年以上前から、
ヨーロッパの一流オペラハウスの引越し公演を手が
けてきた者にとって、これが世のため人のためにな
り、よい方向に進んでいるとはけっして思えない。
これまで我々が時間をかけて種を撒き、せっせと肥
料をやり、経験と知恵をつかって育て上げ、やっと
実らせた甘くておいしいスイカを、組織と財力のあ
る連中は、なんの罪の意識も感じずに、まるごと盗
んでしまうのだ。スイカに対する愛情もなく、手を
かけて育てる時間もない。業務命令だから仕方なく
スイカを売らなければならないから、企画も内容も、
宣伝方法まで、あたかもＮＢＳ産のようにみせかけ
て恥じることがない。マーケットから見ても過剰に
供給されているとしか思えないオペラの引越し公演
だが、消費者のことを考え、少しでもおいしいスイ
カを提供しようと真剣に考えている団体が、いった

いいくつあるだろうか。
数百年前に建てられた素晴らしいオペラハウスで、
後世に残る人気オペラの初演を果たした劇場であっ
ても、次々に充実したソフトを提供し続けなければ、
観客はすぐにソッポを向いてしまうだろう。我々が
人知れず汗水をたらし、オペラ・ファン、バレエ・
ファンを増やしても、彼らを失望させ、劇場から離
れられては元も子もない。以前にもこのコラムに書
いたが、私に言わせれば、芸術文化は水や空気のよ
うなものだ。普段は意識しなくても、人類にとって
必要不可欠なのだ。おいしい水、きれいな空気を提
供するためには、いい環境を維持する必要がある。
そのことをわかっていないのは、“スイカ泥棒”や現
状追認ばかりのマスコミ関係者といっても過言では
ないだろう。私もこの年齢になると、欲も得もない
から、こうした状況が気になって仕方ないのだ。
私どもＮＢＳでは〈オペラ・フェスティバル〉の新規
会員の募集を開始した。前回の会員数を上回る勢い
で、すでに数万枚のチケットが完売した勘定だ。オ
ペラの楽しみを生活の一部に取り入れている人が間
違いなく増えていることを実感する。これら会員の
方々の期待に応え、オペラという文化を通し、おい
しい水、きれいな空気を提供することをＮＢＳの責
務と考えている。あらためて身が引き締まる思いだ。 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

Information & Topics
首藤康之
ニジンスキーへの想い

本紙別欄でも発表の通り、2006年4月に行われ
る《ベジャール=ディアギレフ》では、首藤康之
がベジャール振付「ギリシャの踊り』、ニジンス
キーの代表作である「牧神の午後」と「ペトル
ーシュカ」を踊ることになりました。退団から
ちょうど2年ぶりとなるこの出演について、「す
ごく楽しみ」と言う首藤ですが、それは単に古
巣での舞台ということだけではありません。公
演発表を前に行われた撮影現場で、その“想い”
の深さを聞くことができました。
「ニジンスキーというのは、おそらくすべての男
性ダンサーにとって永遠の目標というか、超え
られない存在としてあるんじゃないでしょうか。
彼の踊りそのものは映像として残っているわけ
ではないから、誰も踊っているニジンスキーを
見たことはない。でも、写真だけでも虜になっ
てしまう…‥そういう魅力があるんです。彼が
振付けを行ったものとしては『牧神の午後』、
『春の祭典』、『遊戯』が三大作品として知られて
いますが、「牧神の午後」は彼自身が踊ることに
よってセンセーションを巻き起こしたといえる
もの。同様にフォーキン振付の「ペトルーシュ
カ」もニジンスキーのダンサーとしての魅力あ
ればこその作品でもあります。だから、いつか
全編を通して踊ってみたいと思っていました。
今回、その『牧神の午後』と『ペトルーシュカ』
を踊れることになって、作品に対して、またあ
らためて思うことも多くありますね。たとえば
『牧神の午後』は、決して派手なダンス・テクニ
ックがある作品ではないんです。この作品に必
要なのは、マラルメの詩とドビュッシーの音楽、
そして古代ギリシャ彫刻が融合した、絵のよう
な美しさとしての存在そのものなんだと、僕は
思うから、そういう思いを大切にしたい。」
ニジンスキーの代表作への深い想いがあるこ
とに加え、今回の公演では、ベジャール作品も
踊るということが、首藤にとって大きな意味を
もつのだとも言います。
「僕のこれまでのダンサー生活において、ベジャ
ール作品は切り離せないものです。だから、ニ
ジンスキーの代表作とベジャール作品の両方を
踊るというこの機会は、ダンサーとしての自分
にとってとても意義深いことだし、今後におい
てとても重要な経験になっていくんだと思って
いるんです。」

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。

斎藤友佳理、畢生の名演「ジゼル」
セルゲイ・フィーリン友情出演！

《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」
「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」［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
＊追加公演のエコノミー券、学生券の発売はござい
ません。

●［再追加公演］
「ギリシャの踊り」「小さな死」
「ドン・ジョヴァンニ」「ボレロ」
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

■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

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10月20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）

「ロメオとジュリエット」

［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10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。

ボリショイ・バレエ団2006年日本公演
●｢ラ・バヤデール｣
2006年
5月3日（水・祝）6:30p.m. 東京文化会館
［ニキヤ：ザハーロワ、ソロル：ツィスカリーゼ］

5月4日（木・祝、昼）1:00p.m. 東京文化会館
［ニキヤ：ステパネンコ、ソロル：フィーリン］

5月4日（木・祝）6:30p.m. 東京文化会館
［ニキヤ：グラチョーワ、ソロル：ウヴァーロフ］

5月5日（金・祝）1:30p.m. 東京文化会館
［ニキヤ：ザハーロワ、ソロル：ツィスカリーゼ］

5月7日（日）3:00p.m. 神奈川県民ホール
［ニキヤ：ステパネンコ、ソロル：ウヴァーロフ］

●｢ファラオの娘｣
2006年
5月9日（火）6:30p.m. 東京文化会館
［アスピシア：ザハーロワ、タオール：フィーリン］

5月10日（水）6:30p.m. 東京文化会館
［アスピシア：グラチョーワ、タオール：スクヴ
ォルツォフ］

5月11日（木）6:30p.m. 東京文化会館
［アスピシア：ルンキナ、タオール：グダノフ］

5月12日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［アスピシア：アレクサンドローワ、
タオール：ツィスカリーゼ］

その他の公演
5/13（土）兵庫　「ラ・バヤデール」
兵庫県立芸術文化センター［0798-68-0255］
5/14（日）滋賀　「ファラオの娘」
びわ湖ホール ［077-523-7136］

＊東京以外の公演については、各地主催者にお問合せ

ください。

■入場料［東京公演・税込］
S=¥19,000 A=¥16,000 B=¥13,000
C=¥10,000 D=¥  7,000 E=¥  5,000
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
2006年4月7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
＊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］
12/9（金）そごう心斎橋本店14F そごう劇場
12/10（土）そごう心斎橋本店14F そごう劇場

［06-6281-3111］
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。リトアニアといえば、「六千人の命のビザ」で知

られる杉原千畝によって、日本に対しては友好的
なお国柄ですが、リトアニア・バレエが創立80周
年を迎えるにあたり、80周年記念週間を催し、そ
のフィナーレを飾るガラに、斎藤友佳理と高岸直
樹が招待されることになりました。斎藤はすでに
14年前にリトアニア・バレエ団にゲストとして招
かれ、「ジゼル」全幕を踊って絶賛されましたが、
その縁があって記念すべきこのガラに再び招待さ
れることになったものです。公演は12月4日にリト
アニア国立オペラ・バレエ劇場で催されますが、
今回、斎藤と高岸が踊るのは、ノイマイヤー振付
の「椿姫」のパ・ド･ドゥ。斎藤は8月にマニュエ

ル・ルグリとこの作品を踊って日本の観客の喝采
を浴びたばかりですが、今度は長年のパートナー
高岸とリトアニアの観客を魅了すること間違いあ
りません。

斎藤友佳理＆高岸直樹
リトアニア・バレエ
80周年記念ガラに出演！

12月10日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始

GiselleGiselle

斎藤友佳理

セルゲイ・
フィーリン

斎藤友佳理、畢生の名演「ジゼル」
セルゲイ・フィーリン友情出演！

〈モーリス・ベジャール
生誕80年記念〉シリーズ

NBSと東京バレエ団では、2006年4月から2007
年1月にかけて〈モーリス・ベジャール生誕80年
記念〉シリーズを下記のラインナップにて予定
しています。
どうぞご期待ください。
◆2006年4月
東京バレエ団《ベジャール=ディアギレフ》
◆2006年6月
モーリス・ベジャール・バレエ団日本公演
「愛、それはダンス」「バレエ・フォー・ライフ」
◆2006年12月
東京バレエ団 ベジャール版「くるみ割り人形」
◆2007年1月
東京バレエ団「ザ・カブキ」

「ラ・バヤデール」

東京バレエ団
「ジゼル」（全2幕）
［斎藤友佳理芸術選奨文部科学大臣賞記念公演］

2006年3月22日（水）6:30p.m.
ゆうぽうと簡易保険ホール

■主な出演
ジゼル：斎藤友佳理
アルブレヒト：セルゲイ・フィーリン
ほか 東京バレエ団
■指揮：福田一雄
演奏：東京ニューシティ管弦楽団

■入場料［東京公演・税込］
S=¥11,000 A=¥ 9,000
B=¥  7,000 C=¥ 5,000
D=¥  4,000    
学生券=¥2,000
＊学生券はNBSのみで
2006年2月17日（金）より受付。

［神奈川県民ホール開館30周年記念公演］

2006年3月19日（日）6:30p.m.
神奈川県民ホール

■入場料［神奈川公演・税込］
S=¥9,000 A=¥7,000
B=¥5,000 C=¥3,000
学生券=¥2,000 
＊神奈川公演についてのお問
合せは、Tel 045-633-3685
神奈川県民ホール事業課まで。

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。

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。

11月26日（土）
2演目セット券受付
12月3日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始




