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2つのプログラムでお楽しみいただけます。A,Bいず
れも、ギエムとマッシモ・ムッルによるパ・ド・ド
ゥと、東京バレエ団による多彩なプログラムが用意
されました。
Aプロは、2003年に東京バレエ団の新たなレパー
トリーとして加えられた「ギリシャの踊り」と、ベ
ジャール自身が「モーツァルトとショパンという二
人の天才の絶妙な“結婚”から生まれた傑作」と語
る「ドン・ジョヴァンニ」。開放感あふれる若々し
いエネルギーと、女性ならではの柔らかさとユーモ
ア・・・東京バレエ団のもつ幅広い魅力が披露され
ます。
Bプロは、バランシンの代表作であり、チャイコ
フスキーの音楽にのった華やかな踊りが繰り広げら
れる「テーマとヴァリエーション」と、ベジャール
がストラヴィンスキーの最大傑作を“肉体と躍動美
の祭典”としてつくり上げた「春の祭典」。優美と

官能美という対極の美
しさが繰り広げられる
この一夜もまた、東京
バレエ団ならではの魅
力を満載したものとい
えるでしょう。

スーパー・バレリーナ、シルヴィ・ギエム
の「ボレロ」は魔法の儀式・・・と言っても
過言ではありません。いっさいの装飾的な要
素が排除された赤い円卓の上の“メロディ”
であるギエムが、周囲を取り囲む“リズム”
たちにかしづかれた女神と化し、鮮烈なる降
臨の儀式を繰り広げるとき、観客はまさに、
興奮と熱狂の渦に巻き込まれ、陶酔の境地へ
と導かれるのです。この、世界中の観客を酔
わせてきたギエムの「ボレロ」、日本で観ら
れるのは今回が最後のこととなります。
ギエムが日本で最初に「ボレロ」を踊った
のは1986年、パリ・オペラ座バレエ団での来
日のときでした。1991年には東京バレエ団と
の共演を開始し、以後、東京バレエ団とは度々共演
を重ねてきました。常に自分が正しいと思うことを
追求し、できる限り真実のものに近づきたい、とい
うポリシーをもつギエムは、かつて「ボレロ」につ
いてこう語っています。「この作品は男女の性を超
えた広い意味での“人間”を象徴していると思いま
す。つまり、ともすれば人間を飲み込んでしまう“社
会”に対して、果敢に立ち上がり、抵抗し、闘う、
個々の人間。そのヴィジョンが見えたときに、この
作品は本当に興味深いものになるのだと思います。」
ラヴェルの音楽を大胆に象徴するこの作品は、そ
の簡潔さゆえに、踊り手によって作品自体が形を変
えるといわれます。踊り手の本質をさらけ出すこの
作品に、女王ギエムが“最後”に見せてくれるもの
とは・・・。バレエ・ファンなら見逃せるはずがあ
りません！！
究極の興奮と感動が約束されている最後の儀式は

バイエルン国立歌劇場のバロック・オペラ・シリー

ズは1994年からスタートしました。この開始以来、同

シリーズに絶大なる成功をもたらしたのが指揮者アイ

ヴォー・ボルトンです。バロックのスペシャリストと

呼ばれる彼に、『アリオダンテ』の魅力を伺いました。

ずばり、バイエルン国立歌劇場の『アリオダンテ』

の魅力とは？

「まず、作品として、とても密度の高いものとしてで
きているということです。ダ・カーポ・アリアによる
オペラは長大になることが普通ですが、『アリオダン

テ』の場合は、次々と聴きもののアリアが繰り広げら
れ、とても密度の高い、凝縮したかたちになっていま
す。バイエルン国立歌劇場では、この作品を上演する
ための最高の環境が整ったということがいえます。ヘ
ンデルは歌手の能力を知り尽したうえでオペラを書き
ました。ですから、その再現にあたって重要なのは、
それぞれの役柄を歌える歌手がいることなんです。こ
の『アリオダンテ』は、イングリッシュ・ナショナ
ル・オペラ（ENO）で制作されたものですが、ミュン
ヘンでの上演でも、アン・マレイをはじめとした歌手
を変えるということはしたくなかったんです。たとえ
ばクリストファー・ロブソンもその一人ですが、ポリ
ネッソという役は、女声で歌われることもあります。

ヘンデルが求めた声ということで
は、女声ももちろんあり得るわけで
すが、ただ私は、この『アリオダン
テ』にはロブソンという歌手のもつ
魅力が最適だと思っているんです。
また、ENOとの違いということで
いえば、オーケストラの違いも大き
いと思います。バイエルン国立歌劇

場のオーケストラでは、ENOよりもさらに優れた演奏
をすることが可能なのです。」
他のバロックのスペシャリストと呼ばれる指揮者の

方々との大きな違いの一つとして、ボルトンさんの場

合にはオリジナル楽器による演奏にこだわらないとい

うことがあると思います。バイエルン国立歌劇場にお

いても、通常のオーケストラで“バロック的な”演奏

をしているということですが・・・。

「メンバーにとって、はじめはとても大変なトレーニ
ングが必要だったと思います。たとえば弦楽器の弓を
使った表現ですが、バロック音楽にとって最も重要な
ものの一つに「軽いボウイング」がありますが、現在
では完璧にできるようになっています。その結果、と

てもクォリティの高い演奏ができる
んですよ。」
ボルトンさん自身がこれまでの

キャリアのなかで、オペラ指揮者

としてはサイモン・ラトルやベルナルド・ハイティン

クに、チェンバロ奏者としてはトレヴァー・ピノック

に影響を受けたということですが、実際の演奏にどの

ように反映しているのでしょう。

「ラトルやハイティンクには、音楽的インスピレーシ
ョンを、リハーサルと本番との間で起こる違いのなか
で、どうはたらかせるか、を学んだといえます。いか
に良いリハーサルができていても、それは確約された
ものではなく、本番では必ず変わってくるわけですか
ら、その瞬間のバランスをとる方法がとても重要にな
ると。ピノックの場合にはそれとは違い、純粋に音の
作り方を学んだということになると思います。何より
も美しい音を求めて楽器を歌わせる、ということです。
こうしたことが、具体的にどのように演奏に反映して
いるか、というのは言葉にするのは難しいですね。」
演出については、どうお考えですか？

「『アリオダンテ』は、デヴィッド・オールデンの演出

のなかでも、最も美しいものの一つだと思います。
『アリオダンテ』は、心理的なものが映し出される面
白さをもつオペラですが、オールデンはそれを、彼独
特のスタイリッシュななかで、上手く描き出していま
す。
ミュンヘンに大成功をもたらしたバロック・オペラ

のスペシャリストとして、ヨーロッパを中心としたバ

ロック人気の沸騰に関しては、どのように感じていら

っしゃいますか？

「確かに、自分がそう呼ばれていることは理解してい

ます。良い評価を得ているということも含めて。ただ、
忘れないでおいて欲しいことは、私はバロック音楽だ
けではなく、モーツァルトもブルックナーも、その他
の作品も演奏しているということです（笑）。そして、
バロック音楽と言っても、150年のなかにはさまざま
な音楽が生まれたわけですから、一口にすべてをまと
めてしまうのは、あまり適切ではないかもしれない、
ということです。たとえばモンテヴェルディとバッハ
では音楽に違いがあるし、同時代ということでいえば
パーセルやシャルパンティエといった作曲家がいます
が、ここではもっと大きな違いがあります。私にとっ
て最も重要なことは、その音楽をどう演奏するかとい
うことなんです。」
日本ではまだ、バロック・オペラへの“熱”は、そ

れほど高くありません。

「それは私にとっては良いことです。今回の『アリオダ
ンテ』が契機をもたらすことになるはずだから！（笑）」

『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
■予定される主な配役
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
■入場料［税込］
S=¥59,000 A=¥54,000 B=¥48,000 C=¥42,000 D=¥35,000

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
■予定される主な配役
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
■入場料［税込］
S=¥60,000 A=¥55,000 B=¥49,000 C=¥43,000 D=¥36,000

『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
■予定される主な配役
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
■入場料［税込］
S=¥54,000 A=¥48,000 B=¥42,000 C=¥36,000 D=¥30,000

バイエルン国立歌劇場2005年日本公演
ミュンヘンのバロック・オペラ旋風を担う
アイヴォー・ボルトン
『アリオダンテ』の魅力を語る

第2次発売 7月9日（土）10:00a.m.より
《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」、R.マリファント
の新作「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
■出演
シルヴィ・ギエム、マッシモ・ムッル
東京バレエ団
■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

学生券=¥3,000
＊学生券はNBSのみで10月14日（金）より受付。

このほかの公演
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］
＊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。 ■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。

3演目とも、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。

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』

＊各前売所からの回収分、キャンセル分を集めて、NBSとイープラスのみでS～D券を第2次発売いたします。
公演日、券種によりご用意できない場合があります。ご了承ください。
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7月23日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始

バイエルン国立歌劇場2005年日本公演
ミュンヘンのバロック・オペラ旋風を担う
アイヴォー・ボルトン
『アリオダンテ』の魅力を語るSYLVIE
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「アリオダンテ」

「アリオダンテ」

「春の祭典」

「テーマとヴァリエーション」

「ドン・ジョヴァンニ」

「ギリシャの踊り」

主催：財団法人 日本舞台芸術振興会/日本経済新聞社/神奈川県民ホール（横浜公演）

〈シルヴィ・ギエム・オン・ステージ2005〉

絶対に見逃せない！《ギエム最後の「ボレロ」》
〈シルヴィ・ギエム・オン・ステージ2005〉

絶対に見逃せない！《ギエム最後の「ボレロ」》

ザルツブルクの自宅にて、インタビューにこたえるボルトン氏
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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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余剰人員
佐々木忠次

「省庁間で配置転換」という国家公務員に関する記
事が日経新聞の第1面に載った（5月17日付）。内容は役
割の低下している省庁の国家公務員を治安や環境な
ど人員の需要が多い分野の省庁に配置転換するとい
うもの。さしあたり第1弾として500名もの人員が農林
水産省より、刑務所や環境事務所に配置する方向であ
るという。「増員が必要な省庁は新規採用を増やす一
方、減員すべき省庁内に余剰人員がたまる構造になっ
ている」ことに、ようやく改革のメスが入ることにな
る。これが民間企業なら500名もの余剰人員に給料を
払いつづけていたことが発覚すれば、そこの社長は株
主総会で罷免されることは必至だろう。前号で福知山
線の脱線事故を取り上げたが、JR西日本の監督官庁が
国土交通省ではなくて、民間の管理会社なら大問題だ。
管理不十分で事故を起こし多くの犠牲者を出したと
なれば、責任を追求され、その会社は潰れるか、少なく
ても管轄部署は即刻閉鎖に追い込まれるに違いない。

私のような税金を納めるのに汲々とし、生涯を通じ
て自分の家も車も持てなかった人間にとって、あくせ
く働いて納めた税金が、何も仕事をしない余剰な公務
員の給料の一部になっていたかと考えると、いまさら
ながらバカバカしくなってくる。福知山線の脱線事故
のように大本の責任が国にあるように思えることま
で、すべての責任が民間のJR西日本に押し付けられて
いるようで、私には不条理に感じられる。かつての国
鉄が膨大な赤字で立ち行かなくなり、民営化したのが
JRである。JR西日本が脱線事故を起こしても国は知ら
ん顔、公務員のやってきた尻拭いを民間に押し付ける。
これと同じ構図が、我々の周りでも見受けられるよう
になった。公共施設の管理を民間に任せる「指定管理
者制度」である。図書館や美術館、資料館、文化ホール、
公民館などの公共施設が対象だが、我々にとっての関
心の的はその制度が導入されることによって文化ホ
ールがどう変わるかだ。
かつて、この欄で何度か箱もの行政の弊害を書いた
ことがあった。バブル時代、雨後の筍のように地方に
できた文化ホールの行く末を憂いたものだったが、そ
れが現実のものになろうとしている。湯水のように税
金をつぎ込んで造った立派すぎる県立や市立の文化
ホールに見合うような催しは月に1本か2本で、ほとん
ど有効に稼動しているとは言いがたい。公務員が持て

余したそれらのホールの運営を今度は民間に委ねよ
うというのである。公務員ではうまくいかないので、
民間に何とかしてくれとは虫のいい話だ。指定管理者
制度の問題点はいくつもあって細かな点を挙げても
きりがないが、一番の問題はホールを造った目的が見
失われてしまうことだろう。採算がとりやすい大都市
のホールは民間参入も進み、より有効な運営が期待で
きるかもしれないが、地方都市では名乗りを上げる団
体はなかなか出ないに違いない。それに今までにノウ
ハウがない団体が管理しても、すぐに健全な体制にな
るとは思えない。そのうえ指定管理期間も概ね3年と
短いため、中長期の経営戦略は立てにくいだろう。そ
もそも各都市の文化ホールは地元の文化育成のため
に建設されたはずである。いまになって採算性を追求
すれば、当然のことながら観客動員がしやすい大衆迎
合の企画ばかりになり、文化事業は減少せざるを得な
い。本来の目的である地域の芸術文化の振興や情操教
育へ取り組みが、採算性優先の中で薄れていくことに
なるのではないか。これは本末転倒の話で、民間では
できないから県や市などの自治体がやっていたのに、
それがお手上げで民間に引き受けてくれというのは、
文化政策の根本から覆すことになる。私は以前この欄
でまったく活かされていない文化ホールを「文化の墓
標」だと書いたことがある。かつてここに文化があっ

たことを示すための墓標ならばまだ笑い話で済むが、
経済効率を優先するあまり芸術文化振興とは逆のベ
クトルのイヴェントばかりになってしまうことを懸
念せざるを得ない。すなわち、人気取り主義の低俗な
催しばかりになり、悪貨は良貨を駆逐して、芸術文化
を滅ぼす方向に進みかねないのだ。民間参入で効率の
いい運営を図るというと聞こえはいいが、自治体の緊
縮財政にともなう政策転換がみえみえで、芸術文化の
切捨て以外の何ものでもない。
これも、かつての国鉄を民営化してJRにしたのとま
ったく同じ図式で、自治体の失政や公務員の怠慢を知
らず知らずのうちに民間に責任を転嫁させようとす
るものだ。私がいつも槍玉に上げている新国立劇場は
管理運営に携わっている人員が150名以上と聞く。ヨ
ーロッパの一流オペラハウスでも管理運営にあたっ
ているのは、せいぜいで30人から40人だ。とすると、ふ
つうに考えれば新国は110人から120人の余剰人員を
抱えているということになりはしないか。犯罪は増え
る一方で、農水省からの配置転換だけでは刑務所の人
員はすぐに足りなくなるに違いないから、新国の余剰
人員もそちらに回ってもらったらどうだろう。もっと
も、そのうち新国にも指定管理者制度が導入され民間
が管理運営することになって、いまの職員は一人も残
らない事態になるのかもしれないが・・・。

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.4-1  D489／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／さすらい
人の夜の歌　Op.96-3  D.768／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ー交響楽団

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）4:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール

●プログラム
「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、
ジェームズ：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

■入場料［税込］
S=¥14,000 A=¥12,000 B=¥9,000
C=¥  6,000 D=¥  4,000
学生券=¥3,000
＊学生券はNBSのみで7月20日（水）より受付。

「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

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

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［税込み］
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+で、学生券はNBSのみ
で9月30日（金）より受付。

■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

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
（タチアーナ：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」
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［税込み］
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：ブリジット・ブライナー、
ロミオ：ジェイソン・レイリー）

＊配役は5月30日現在の予定です。シュツットガルト・バレエ団の都合により
変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。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（大阪）［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）

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

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」

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。

上野水香

小澤征爾のウィーンでの音楽監督（Ｍ
Ｄ）としての契約が2007年夏まで、となっ
ていたため、6月末の今シーズン終了前に
は何らかの決定がなされるものと見られ
ていた矢先、ギリギリの6月21日午前、
「小澤の、2010年迄の契約延長！」がまず
ＡＰＡ（オーストリア通信社）より配信
され、しばらくして国立歌劇場・広報部
から同様の通達が出された。
小澤は2002年9月からウィーン国立歌劇
場のＭＤに就任しているが、当初の契約
は2005年夏までの3年間で、彼をＭＤに招

いたイオアン・ホーレンダー総監督の任
期に合わせての契約期間だった。ところ
が小澤の就任前に、すでにホーレンダー
が2007年夏までの契約を勝ち取り、それ
に同調、スライドするかたちで小澤の契
約もほとんど自動的（！）に伸ばされた。さ
らに驚くべきことは、ホーレンダーの業
績がますます高く評価されて度重なる契
約延長が実現し、じつに2010年迄となっ
て、ホーレンダーはウィーン・オペラ史
上、不倒の監督在任最長記録を樹立する
ことになる。このとき、自分にあわせて
契約を2010年まで延長するようホーレン
ダーから要請された小澤だが、さすがに
即答は避けて、2007年以降については未
定、という状態で現在に至っていたもの。
まったく偶然ながら、このニュースが
発表された21日のお昼に別件で小澤とア
ポイントを取っていた筆者が、彼から本
件公表後の第一声を聞くことになった。
今回の決定に関しては、まずホーレン
ダーからの長期間にわたる強い要請があ
り、現在自分がウィーンで展開している

小澤征爾、ウィーン国立
歌劇場音楽監督の契約を
2010年まで延長！

小澤征爾、ウィーン国立
歌劇場音楽監督の契約を
2010年まで延長！

バレエ・ファンにとって、絶対に見逃せ
ない公演ばかりをラインナップし、最上の
お席でその魅力を堪能していただく特別鑑
賞会「バレエの祭典」は東京ばかりではあ
りません。7月には、2005年大阪版の会員
募集を開始いたします。
今回のラインナップは下記の通り。

［1］シュツットガルト・バレエ団
「ロミオとジュリエット」
2005年11月15日（火）6:30p.m.

［2］ジルヴィ・ギエム
最後の「ボレロ」
2005年12月1日（木）6:30p.m.
2005年12月2日（金）6:30p.m.

［3］マラーホフの贈り物
2006年3月6日（月）6:30p.m.

＊会場はすべてフェスティバルホール
第１弾は、ドラマティック・バレエの伝
統に輝くシュツットガルト・バレエ団の
「ロミオとジュリエット」。数ある同題名作

『バレエの祭典'05イン大阪』『バレエの祭典'05イン大阪』

W H A T ' S  N E WW H A T ' S  N E W
のなかでも、名匠ジョン・クランコが残し
たこのヴァージョンは最高峰と評価されて
いるものです。注目の若手スター、アリシ
ア・アマトリアンとフリーデマン・フォー
ゲルが大阪に初登場を果たします。
第２弾はバレエ界の超スター、シルヴ
ィ・ギエムの“最後の”「ボレロ」です。
日本全国、いえ、世界中の観客を興奮と熱
狂の渦に巻き込んだ衝撃的な名演に、女王
ギエム自らがいよいよ幕を引こうとしてい
ます。見逃すわけにはいきません。
第３弾は近年ますます成熟の魅力を加
え、輝きを放つ貴公子ウラジーミル・マラ
ーホフが仲間たちと共に贈る〈マラーホフ
の贈り物〉です。日本の観客のために、マ
ラーホフ自身がプロデュースし、渾身の思
いを込めて踊る、日本の観客のためのプロ
グラムです。
今回募集する「特別優待会員」は、3公演
すべてをご覧いただくもので、入場料は公
演ごとに購入するより割安となります。ま
た、プログラムの割引販売などの特典付き。

東京バレエ団
2006年初演に向けて
「ドナウの娘」（仮）

去る5月下旬か
らの約1か月、東
京バレエ団では、
振付家ピエール・
ラコットの指導の
もと、新たなレパ
ートリーのための
稽古が進められま
した。その作品と
は、2006年秋に東
京バレエ団初演が
予定されている「ドナウの娘」です。
「ドナウの娘」は、「ラ・シルフィード」の
振付家として知られるフィリッポ・タリオーニ
が、「ラ・シルフィード」と同様、娘マリー・
タリオーニのためにつくったとされる作品で、
初演当時は成功を得ていながら、その後は長く
上演の機会を失っていたもの。ラコット氏は、
マリー・タリオーニに関する研究を進めるなか
で、この作品を発見したのだそうです。ラコッ
ト氏による復元版上演はブエノス・アイレスの
テアトロ・コロンで行われた1978年以来、東京
バレエ団が2度目。
「数々のバレエ団から、上演したいという希望
は多くありましたが、どのバレエ団でも、とい
うわけにはいきません。私が納得できるバレエ
団でないとね。東京バレエ団なら大丈夫。」と、
ラコット氏。
「ドナウの娘」は、村娘フルール・デ・シャ
ンとルドルフの、愛しあう恋人たちの物語。男
爵が花嫁選びを行うことになり、フルール・
デ・シャンは選ばれないように務めるが、彼女
が選ばれてしまう。恋人同士であることを訴え
たルドルフも反逆罪で捕らえられてしまい、思
いつめたフルール・デ・シャンはドナウ川に身
を投じる。彼女の投身を目の当たりにしたルド
ルフは正気を失い、自分もドナウ川へ飛び込む。
ドナウ川の川底で、ルドルフはニンフの女王か
ら、もしベールを被った水の精たちのなかから
フルール・デ・シャンを正確に当てられたな
ら、二人とも生き返らせてあげるといわれる。
愛の力によってこの挑戦に成功したルドルフ
は、恋人の娘とともに再び生を得る。
第１幕では自然な村娘、第２幕では水の精と、
ジゼルのように、主役の娘が、まったく違うタ
イプの二つの役を演じなければなりませんが、
これがこの作品のみどころとなっていることは
確か。また、ジゼルでは女性ダンサーが狂気を
演じますが、「ドナウの娘」では、川に飛び込
む恋人を目撃したルドルフが、その狂気を表現
します。テアトロ・コロンで初演を務めたミカ
エル・ドナールは、「ルドルフ役にはすべてが
ある。彼はチャーミングで、若く生き生きして
いて、恋している。それから悲しみに暮れ、絶
望する。狂気にまで冒される。また、技術的な
面でも輝けるヴァリエーションやパ・ド・ドゥ
がある。素晴らしい役だ。」と語っています。
“「ラ・シルフィード」の詩的な続編”とも
呼ばれるこの作品が、新たな東京バレエ団のレ
パートリーとして披露される日が楽しみです。

・特別鑑賞会会員募集・入会申し込みは、
7月11日（月）より「NBSバレエの祭典」
大阪事務局で受付。
・お申し込みおよびお問い合わせは
TEL06-6375-7431まで。

シルヴィ・ギエム
“最後の”「ボレロ」

〈マラーホフの贈り物〉

Photo:Leslie E. Spatt

Photo:Kiyonori Hasegawa Photo:Kiyonori Hasegawa

プロジェクトが増加し、将来にも繋がら
ざるをえないこと。オペラハウス内の空
気が素晴らしくて、仕事をする環境とし
て最高であること。小澤が非常に重視し
ている日本、さらにこの7月からスタート
するモントルー（スイス）での教育プログ
ラムのための時間を捻出する件で合意に
達したこと。また個人的には家族の同意
を得たこと、等々の条件が揃って、2010
年までのウィーン滞在を決意したものだ。
周知の通り“東京のオペラの森”と“サ
イトウキネン・フェスティヴァル”で小澤
はウィーン国立歌劇場と、オペラ共同制
作等を通して緊密な関係にある。さら
には東京で昨年実施されたNBS招聘に
よる同歌劇場の“小澤凱旋公演”も含め、
プロジェクトの一方の推進役であるホ
ーレンダーとは、これまで二人三脚で展
開してきただけに、ここはやはりホーレ
ンダー自身の幕切れまで、小澤もいっし
ょに協力するのが筋道、という考え方が
優先したことになる。
［山崎 睦　音楽ジャーナリスト・在ウィーン］

〒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）

■旅行期間と旅行代金：2005年8月20日（土）～28日（日）…698,000円

音楽評論家 加藤 浩子と行く 限定22名様募集

詳しいパンフレットをご希望の方は
右記宛までご連絡ください。

本ツアーでは、ヨーロッパにあまたある魅力的な音楽祭の中から、歴史と伝統を誇る
名門音楽祭、今が盛りの旬の音楽祭、そして知る人ぞ知る充実した音楽祭を選び、そ
れぞれの誇る公演をお楽しみいただける日程を組んでみました。音楽祭の代名詞、ザル
ツブルク音楽祭では、ムーティ指揮の《魔笛》、「旬」の熱気に包まれるペーザロ・ロッシーニ音楽
祭では、人気傑作《セヴィリアの理髪師》と、これもオペラ・ブッファの名作《ラ・ガゼッタ》、ア
ルプスの間に横たわる美しい町、インスブルックの古楽音楽祭では、イタリア・バロックの作曲
家コンティのオペラ《シエーラ・モレ－ナのドン・キホーテ》。さらにご希望の方には、ヴェロー
ナ音楽祭で《ナブッコ》もご鑑賞いただけます。ヨーロッパの夏の清々しい空気と心洗われる風景
に浸りながら、名作オペラを味わう旅、ぜひご一緒いたしませんか。 加藤 浩子

03-5213-6240
03-5213-6231

限定22名様募集

※受付：（月）～（金）9：30～18：00
FAX

※上記4公演のほか「ヴェローナ音楽祭」《ナブッコ》、「ザルツブルク音楽祭」《コシ・ファン・トゥッテ》のチケットを別途手配致します。（別料金）

ロッシーニ

指揮：Ａ. アッレマンディ
出演：Ｂ. プラティコ、
Ｃ. フォルテ 他

ロッシーニ

指揮：Ｄ. ガッティ　
出演：Ｊ. Ｄ.フローレス、
Ｎ.Ｄ.カローリス 他

コンティ
《シエーラ・モレーナ

のドン・キホーテ》
指揮：Ｒ. ヤーコプス
出演：Ｄ. ヴィス 他

モーツァルト《魔笛》
指揮：Ｒ. ムーティ　
出演：Ｓ. キーンリサイ
ド、R. パーペ、F. グル
ントヘーバー 他

「旬」の熱気！ペーザロ・ロッシーニ音楽祭 インスブルック古楽音楽祭 ザルツブルク音楽祭

ほかにも
夏の有名音楽祭をめぐる旅を
多数ご用意しております。
詳しくは下記宛にお問い合わせください。

～加藤 浩子氏を迎えて～

旅行説明会のお知らせ
1回目：7月7日（木）
2回目：7月9日（土）
両日とも14：00～16：00
詳しくは下記宛にお問い合わせください。

9
日
間

（大人お1人様／2名様1室利用の場合） ※下記4公演のチケット代は、旅行代金に含まれております。 モーツァルト生誕250年記念ツアー!!
2006年1月27日

生誕日記念コンサート鑑賞
ムーティ指揮　ウィーン・フィ
ル、ハンプソン、フレミング、
内田 光子、クレーメルなど一
流演奏家が勢揃い！！
〈ツアー詳細は7月上旬発表予定〉
パンフレットをご希望の方は、今す
ぐお電話ください！！

参加費無料

木之下 晃写真展
「世界の巨匠

マエストロ

101人」
木之下 晃写真展
「世界の巨匠

マエストロ

101人」
クラシック音楽界において、アーティスト
や世界の演奏会場など、貴重な写真を数多く
残している写真家木之下晃氏。40年以上に
わたって世界の音楽界の巨匠たちのライブ写
真を撮り続けた、その功績に対し、2005年
度「日本写真協会賞作家賞」を受賞。これを
記念した写真展が開催されます。数10万点に
およぶ写真のなかから、ここではタイトルが
示す通り、世界の巨匠

マエストロ

たちの写真101点が展
示されます。カラヤン、クライバー、メータ、

ムーティ、ラトルといった指揮者をはじめ、
器楽奏者、歌手など。
20世紀後半を代表する巨匠たちの“素敵
な瞬間”を前にしたとき、それぞれの名演
が聴こえることになるのかもしれません。
■「木之下晃写真展世界の巨匠101人」
＊会期：7月23日～8月8日（7/26、8/1休）
会期中、前半50点、後半50点で展示替え。
サイモン・ラトルの写真は前後期を通して展示。
＊会場：ミューザ川崎シンフォニーホー
ル・企画展示室
＊入場無料
＊問合せ　ミューザ川崎シンフォニーホー
ル　TEL 044-520-0100

NBS職員募集
NBSでは、営業、宣伝／編集を担当する職員を
若干名募集いたします。35歳までの男女。手
書きの履歴書と職務経歴書を7月25日（月）
までに下記宛お送りください。
〒153-0063
東京都目黒区目黒4-26-4 NBS採用係 宛

シュツットガルト・バレエ団
「ロミオとジュリエット」

アリシア・アマトリアン

フリーデマン・フォーゲル

Photo:Kiyonori Hasegawa

6月21日に行われた東京文化会館での劇場リハーサ

ルより。 Photo:Kiyonori Hasegawa

リハーサル中のピエール・ラコット

Photo:Kiyonori Hasegawa

7月2日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始

「オネーギン」

《ラ・ガゼッタ》 《セヴィリアの理髪師》


